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○議長（山須田清一君）：日程第５、これより一般

質問を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

７番、山森君。 

○議員（山森清志君）：おはようございます。 

それでは、通告書に基づいて質問をさせていただ

きます。公共施設について５項目質問をいたしたい

と思います。 

まず最初に本村の公共施設の中には老朽化が進み、

今後何らかの対策の検討を強いられる施設が幾つか

存在します。その中で住民の利活用の頻度が高いも

のの一つが生活改善センターであります。すでに築

４０年以上が経過し、老朽化により幾度となく補修

や改修を行い、それなりの予算が充てられてていま

すが、近い将来建て替えも含めた計画を検討する必

要性があると考えますが村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）：ただいまの御質問にお答え

いたします。生活改善センターは昭和４８年に完成

し、築４３年が経過しております。議員も御承知の

とおり、これまでにも補修、改修を行い現在に至っ

ておりますが、建築年度から耐震基準に満たない施

設であり、現在のところ、今後は維持補修を極力抑

え、将来的には解体する方向で次期の第７次猿払村

総合計画の中に位置付けたいと考えております。 

また、総務省から５月２２日付けで公共施設等の

総合的かつ計画的な管理による老朽化対策の推進に

ついての通知があり、平成２６年度からの３年間は

計画策定に要する経費について２分の１を特別交付

税措置し、計画に基づく公共施設等の除去について

地方財政法の改正により地方債の特例措置を平成２

６年度以降当分の間、地方債の充当率を７５パーセ

ントとし資金手当てするという内容になっておりま

すことから、村といたしましても今後、計画策定に

掛かる予算計上について準備を進めているところで

ございます。計画につきましては１０年以上の長期

計画であること。すべての公共施設等を対象とする

こと。更新、統廃合、長寿命化など公共施設等の管

理に関する基本的な考え方を記載するものとなって

おります。この公共施設等総合管理計画と第７次猿

払村総合計画について内容を連結させながら今後進

めてまいりたいというふうに考えておりますので、

御理解のほど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）：築４３年ということで、一

般に老朽化とされるのは大体築３０年以上の物と言

われているそうでありますが、本村にはそれに該当

する施設が他にも多数存在してると思います。その

施設の取り扱いについて近い将来建てかえを余儀な

くされる施設も存在しますが、この生活改善センタ

ーもその施設の一つではないかと思います。 

また、現在は昔のような箱物をぼんぼん建ててい

く時代とは違い複合的に様々な施設が一つの場所に

集まっている施設がたくさん存在するというよりも、

それがもう主流になっているというのが妥当ではな

いでしょうか。そのためにはまず現状を把握して住

民の為に何が必要なのか。そして、どういう物を造

るのか、その規模または立地する場所、その他様々

な要因があると思いますが、まず一番大切なのは行

政としてどのように将来的にビジョンを持っている

のか。生活改善センターを建て替えるにしても、ど

の場所にどの程度どの様な複合施設をどのように設

置するのか。そのことは多分行政側として、村長と

しても多少なりとも頭の中に描いていると思います。

まずその、どの辺の、どのくらいの物をどのように

考えているのか、もし頭の中に考えているのであれ

ば、今ここでお答え願います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：今のところ私の中ではどこ

にというふうには土地利用計画等もございますし、

これから私が進めようとしている福祉関係の建物と、

それから宅地分譲等もございますので、改めてこの

場ではなくて、先程も答弁させていただきましたけ

れども、この公共施設等総合管理計画と第７次猿払

村総合計画の中で、職員の中で、いろいろ練ってい

きたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君）：これはおそらく、今、ふる

さとの家で大規模改修が行われております。予定で

いきますと、来年度には補修改修が終了するという
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計画でありますが、おそらくその後なのではないか

と考えておりますけれども、これは決して安いもの

ではありません。いくら補助金が出たからといって

も村の負担は、かなり大きなもになるのではないか

と考えています。ぜひとも住民のニーズ、そして何

が必要なのか、先ほど述べましたがどの程度の規模

なのか、それをできるだけ早い時期に頭の中で思い

浮かべて提案をしていただきたいと思っております。 

また、本日質問は５項目ありますが、これは一貫

して公共施設というだけであって、本来であれば一

つの質問で済む話しでありますが、わざとその施設

によって５項目分けさせていただきました。 

次の質問ですが、村営プールについて質問をいた

します。このプールも私は把握していませんがかな

り昔からある施設であります。当然のことながら昔

の施設ですので老朽化もかなり激しくなっていて、

補修改修にもかなりの予算が充てられております。

今は、少子高齢化といわれていますが、その対策や、

人口減少問題など特に本村のような過疎の地域では

今後の喫緊の課題としてその対策が急務であるとさ

れています。そのための対策として高齢者福祉のた

めの施設の充実が望まれているところですが、高齢

者の健康促進も重要な課題であると考えます。健康

促進という観点から、通年使用できるプールなどの

施設が有効とされていますが、現在の村営プールは

老朽化が激しく施設の維持管理には今後継続的な予

算が必要であり、通年使用できる温水プールとして

建てかえの検討をする必要性があると考えます。ま

た、人口減少問題の対策として若い世代の子育て環

境の充実を早急に返答しなければなりません。高齢

者の健康促進、子育て環境の充実を図るためあらゆ

るものが集約された多機能型の複合施設を検討すべ

きと考えますがこのプールについても村の考えをお

聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。議員御指摘のとおり現在使用している

競泳プールは老朽化も著しく、天候に左右され、使

いたいときに使えず御不便をおかけし申し訳なく思

っております。温水競泳用プールは漁業で働く人を

育てる必要なる猿払村には大切であるというふうに

考えております。建設費用を利尻富士町にお伺いし

ましたところ。建設費３億１５００万円。それと設

備費１億４０００万円。維持管理費は年間で１８２

７万円になっているというふうにお伺いしておりま

す。また、猿払村は利尻富士町と違い温泉ではあり

ませんので、水温を上げる必要があり、２０メート

ル３コースのプールでも １０度上げるとすれば、

重油換算で年間８２８７万円の費用が掛かります。

維持費だけでも村民一人あたり年間１万５千円ほど

の負担を掛けることとなり、競泳用プールだけの温

水化は難しいというふうに考えてございます。 

御指摘のとおり複合施設の検討の時まで現状の競

泳プールを維持し、水温上昇が望まれないときは稚

内水夢館の利用を含めて対応していく考えでありま

す。先程の質問の回答と重複するところはあります

が老朽化している村有施設は議員も御承知のとおり

多く存在し、その維持管理に苦慮しているのも事実

であります。子供たちや高齢者に限らず多くの皆様

に御利用いただける複合施設につきましては、職員

間においても横断的に協議をする場を積極的に設け

て、次期総合計画の事業として盛り込みたいと考え

ておりますので、御理解のほど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）：このプールの温水化という

のは非常に維持管理費も掛かるというのは私も承知

をしております。しかし、今後、あのプールを何年

使用するか分かりませんが、いずれ、必ず更新をし

なければならない時機が来るはずです。本来であれ

ばもう少し早くそれを検討するべきであったとは思

いますが、このように老朽化した公共施設が沢山あ

るのであればできるだけ、先ほども述べましたよう

に集約して一つの施設として活用していくべきだと

思っております。また、今、自然エネルギーの利用

が非常に注目を浴びておりますが、バイオマスを含

めたそういったエネルギーの活用、それもおそらく

村長の頭の中には若干なりともあるのではないかと

思っております。複合的なものを含めて、いろいろ

な部分で利尻富士町のような温泉ではなくそういっ
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た自然エネルギーを活用し、なおかつ温水プールに

利用できないものか。それは以前委員会でも案が出

たこともあります。その辺も含めてぜひとも年間を

通じて使用できるプールの検討をお願いしたいと思

っております。 

では、次ですが今年度末にて閉校となる浜猿払小

学校の今後の利活用について。すでに様々な意見や

計画案がささやかれていますが、平成８年建築と比

較的新しい建築物であり、また、構造上からもその

活用方法は幅広いものがあると考えます。国道に隣

接し、空港から１時間以内、さらに、光ファイバー

網によるブロードバンド使用可能など企業立地条件

をある程度満たし、また、施設の構造上福祉施設と

しての活用にも適していると考えます。さらに、体

育館と教室を分離して体育館をスポーツ施設として

活用する案も住民の意見として聞こえてきています。

企業誘致、福祉施設、その他さまざまな活用が期待

される浜猿払小学校の今後の利活用をどのように考

えているのかお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。議員御指摘のとおり様々な可能性を有

している施設でありますし、浜猿払や浜猿払小学校

の卒業生にとっては思い出の深い建物だと思ってお

りますため、私どもも有用な後活用に努めたいと考

えているところであります。今までに浜猿払自治会

やＰＴＡの方々の要望も数回にわたりお伺いしてま

いりましたし、全国の後活用も含め多様な視点で検

討できるよう準備してきたところでございます。こ

の度各課より中堅の職員に参集いただきプロジェク

トチームを組織し、その中で浜猿払にとって有意義

であり猿払村にとって価値あるものとなるような校

舎の後活用の検討を始めたところであります。議員

に御指摘いただきました点も参考とさせていただき

ながらプロジェクトチームの中で最も有効な活用を

図っていきたいと考えております。一つの方向性が

出た段階で議会の皆様にも御相談させていただき、

有効活用を意義あるものにしていく所存でございま

すのでその際には御協力のほどをよろしくお願いい

たします。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君）：比較的新しい施設ですので、

これは利活用の幅が非常にあると思いますので検討

をお願いしたいと思います。 

ちなみにです。福祉施設としては別ですが、企業

誘致として考えた場合、たしか北海道の町村であっ

たと思いますけれど、閉校した中学校か小学校をソ

フトバンクかどこかではなかったですかね。ヤフー

だったかな。どこか企業誘致した地域がありますね。

去年か一昨年だか。その部分で東京大阪間新幹線で

早いものでは２時間３５分です。ちなみに飛行機だ

と東京神戸間は１時間１５分です。そして稚内東京

間は１時間５０分。飛行機で。これは決して遠い所

ではありませんね。東京から稚内空港に降り立って

レンタカーなりを利用して、例えば浜猿払小学校ま

で来たとして１時間掛かりませんね。今は。弊害に

なるのは冬期間の暴風雪ぐらいではないでしょうか

ね。ということは企業としてみると今は首都圏の直

下型地震これが非常に懸念をされています。首都圏

の企業の中にはその機能を地方に移すという傾向が

今非常に多くなっているそうであります。その中で

この北海道は東京から遠いから、宗谷管内は首都圏

から遠いからという理由にはこれはもうならない時

代になっております。その点も含めてあらゆる可能

性を模索していただきたいと思っております。その

ためには、まずは村長自ら出向いていってトップセ

ールスをしていただく。これが大切になってくるの

ではないでしょうか。浜猿払小学校を利活用すると

いう部分ではこれは福祉施設も非常に有意義な利活

用であると私は思っております。しかし、どれが住

民にとって一番必要なものなのか。どれが村にとっ

て一番必要なものなのかを十分に吟味していただい

て検討していただきたいと思っております。 

では、次に現在さるふつ公園内に設置されている

農業資料館は老朽化が著しく早急に対策すべきもの

と考えます。現在のまま観光目的として活用するに

は問題点も多く、その対策として現在道の駅事務所

２階に設置している日ロ記念館。さらに本村の基幹

産業である漁業に関する歴史資料館をすべて一つの

施設で展示することで、本村の歴史が一目瞭然に観
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覧でき観光目的として活用できるものであります。

本村に訪れた方々に猿払村を知っていただくために

も総合施設の設置を検討すべきと考えますが村の考

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）：ただいまの御質問にお答え

いたします。農業資料館は昭和５９年に完成した施

設であり、建築後３０年が経過していることもあり、

議員のおっしゃるとおり老朽化が進んでおりますが、

現在のところ建物に甚大な影響を及ぼしている状況

ではなく建物の安全上は今のところ問題はありませ

ん。しかしながら外観の痛みが厳しい状況にありま

すことから何らかの対策が必要と考えております。

どのような対策を講じるかは、施設が旧猿払村農業

協同組合から寄贈された関係もあり、建物内の展示

物の移設も含め東宗谷農業協同組合と相談をさせて

いただきながら検討してまいりたいというふうに考

えております。 

また、日ロ関係をはじめとする歴史的資料の１か

所での展示に関しましては改めて関係機関の意見を

聞きながら検討を進めていきたいというふうに考え

ておりますし、また、展示する施設につきましては

現在公園内に新たな総合施設の建設は今のところ私

は考えておりません。既存の公共施設の活用を今後

視野に入れながら検討してまいりたいというふうに

考えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君）：おそらく村長も農業資料館

には出向いたことがあると思いますが、今日ここに

いる部屋の中にいる人間でおそらく一度は皆さん、

あそこに行って観覧したのではないかと思いますが、

今行ってみると分かると思います。あそこは観光目

的の施設ではないです。正直に言いまして。出来た

当時はもちろん素晴らしいものだったと思いますが、

余りにも老朽化が激しく、また、何があるのか分か

らない状態で外見が置いてありますね。あれはいっ

たい何なのかと、観光客の方もたまに出入りをして

いますがすぐに出てきているって現状で、これは本

当の現状です。 

なおかつ農業資料館は別にしても、現在の猿払村

がこの世に存在してるのは日本一の帆立漁場の恩恵

があってのものであるとそれは誰しも認めるところ

ではないでしょうか。今のところ高齢化率も低い猿

払村であります。また、宗谷管内では人口減少率も

低くそれも現在の漁業や農業が支えているものです。

当然この一次産業これを観光、また、その他に活用

しない手はないのではないでしょうか。これは何度

も私一般質問の中で質問させていただいております

が、観光というのは地域の自慢であると、そこから

始まるんだということは専門家に聞いても同じこと

をおっしゃいます。まずはこの猿払村が過去から現

在までどのように発展してきたのか、それをまずは

知っていただく。猿払村に、あの公園に訪れた方が

猿払村はどんなところなのか。そして、新聞を見て

高齢化率が低い、人口減少率が低い、これは何なの

かとこの田舎でなぜそういうことが起きているのか。

それをその施設に行くとすべて分かると、そういう

ものが必要ではないでしょうか。また、毎日沖に出

て働いている漁師の皆さん。もちろんこれは私も含

めてですが皆さん日本一の帆立を獲っているという

自慢を自信を持って毎日帆立を水揚げしております。

それを観光に訪れた方、または、住民の方に知って

いただく。今の若い世代はおそらく知らないと思い

ます。漁業者でない限り。言葉では聞いていてもお

そらく分からないでしょう。そういうことも含めて

ぜひとも漁業関係の資料館を作っていただきたいと。

また、道の駅２階に日ロ記念館がある。農業資料館

があそこにある。なおかつ仮に漁業資料館を作った

として、それを皆ばらばらに置いていいのかという

問題もあります。それはどこにいっても大体ちょっ

と施設に入ると、その町や村の歴史が分かるもので

す。その辺も含めて先ほど村長が既存の施設とおっ

しゃっておられましたがそれを活用するのもいいで

しょう。ただし、それはあくまでたくさんの人が出

入りできる場所、これが限定されるはずです。その

辺も含めて検討していただきたいと思っております。 

次に昨年度からホテルさるふつふるさとの家の大

規模改修が始まり、今年度大浴場の新設も計画され

ていますが、それに伴い現在の憩いの湯が閉鎖され
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ます。閉鎖後の利活用は、まだ何も計画されていな

いのは現状でありますが、ふるさとの家に隣接され、

さるふつ公園の敷地内である以上、何らかの観光施

設として活用すべきと考えますが村の考えをお聞き

します。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。ホテルさるふつふるさとの家につきま

しては、昨年度より３年計画で大規模改修を進めて

いるところでございます。今年度につきましては、

このうち、御提案する一般会計補正予算第３号が決

定いただきましたら、大浴場の設置をメインとした

工事の発注をする予定でございます。 

憩いの湯に関しましては、ふるさとの家の大浴場

のオープンと同時に閉鎖することとなり、時期は平

成２７年７月１日を予定しております。閉鎖後の利

活用の計画につきましては、先ほど述べました一般

会計補正予算第３号の決定がなされていないことか

ら検討作業には現在入っておりません。決定後は、

まちづくり懇談会で各地域の皆様に御説明させてい

ただいたとおり、住民の方々の意見を聞きながら検

討作業に入る予定でおります。村といたしましても

さるふつ公園内の施設であることから、議員のおっ

しゃるとおり観光関連施設としての活用が望ましい

と考えますが、その他の利用方法などについても検

討していかなければならないというふうに考えてお

ります。利活用の方法につきましては年内にも決定

し、その方法にもよりますが、新たな利活用に向け

た改修工事等の費用を新年度予算に反映させ閉鎖後

直ちに工事等に取りかかれるような作業をしてまい

りたいというふうに考えております。 

終わります。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君）：この憩いの湯ですが、立地

条件から当然観光に使用するのが先ほども述べまし

たように一番いいのではないかと思っております。

また、あそこの浴槽、これを生けすにして、そこに

帆立なり毛がになり、他のね、海産物を生かして帆

立を釣ると、帆立釣りをこれをですねやった方がい

いのではないか。というのがこれは話し合ったわけ

ではないのですが５人いて４人の方が同じことをお

っしゃっておりました。もちろん漁組から帆立を提

供していただいて、あそこに生かしてそれを釣って

いただく。これは観光客ではなくても地元の住民で

も楽しめるのではないのかと思っています。それを

自分で焼く、または焼いてもらうをして活用する。

水揚げ日本一の帆立の村である猿払です。そのぐら

いのことがあってもいいのではないかと私は思って

います。今後、さるふつ公園の施設の充実を検討す

るのであればこのような施設も必要ではないかと私

は思っております。 

１番から５番まで今質問させていただきましたが、

現状を把握して先ほども述べましたが今何が本当に

必要なものなのかこれを検討していかなければなり

ません。また、その利活用も創意工夫をして住民に

満足してもらえるものを造らなければなりません。

そのために先ほども言ったような少子高齢化の今の

時代に即した複合的な施設が必要であります。行政

として近い将来どのようなビジョンを描いているか

も大変重要なことではないでしょうか。ほとんどの

自治体が財政難の中、同じ課題を抱えていますが、

ぜひ妥協することなく問題解決に取り組んでいって

いただきたいと思います。人口減少が著しく進行し、

今後若い世代をどのように村内に留め、また、移住

定住してもらうのかが大きなこれは課題であります。

また、高齢化率の上昇に伴い高齢者福祉の充実も検

討課題であります。そのような様々な問題解決のた

めに複合的な施設を建築し住民に喜んでいただき、

また、観光資源としても活用していただき村を潤わ

させていただきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：一般質問を続行します。 

４番、太田君。 

○議員（太田宏司君）：それでは、通告書に従いま

して２項目６点について質問をさせていただきます。 

一項目目、医療職員、介護職員の養成に伴う修学

資金について質問をいたします。 

厚生労働省によると２０１２年時点で１０年前に

比べ道内の医師、看護師の総数はそれぞれ  １６

２５人。６６９３人増えている。しかし、札幌が医
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師の９１パーセント、１４７４人。看護師で６７パ

ーセント、４５００人を占めている。医師、看護師

の札幌思考、大病院思考の影響と思いますが、宗谷

管内では医師が１６人、看護師が  １０人減少し

ています。相変わらず地方では、医療に携わる人材

不足が深刻です。看護師になるためには看護資格の

国家試験に合格しなければなりません。そして、そ

の試験を受けるためには決められた専門の教育機関

で教育を受けなければ受験資格を得ることができま

せん。看護師専門学校、専門高等看護科、看護短大、

看護大学、それぞれ当然掛かる費用が違います。看

護師専門学校の場合、私立で３年間総額で２５０万

円くらい。公立で６０万円くらい。看護短大の場合

は市立で３年間で４００万円くらい。公立で２５０

万ぐらい掛かるといわれています。地方から進学す

ると、それにアパート代、生活費が掛かるわけです。

看護師になるためにも経済的負担はかなりのものが

あります。そのため、多くの自治体で看護師確保の

ために、貸付金制度を独自に設定し近い将来の看護

師確保の対策を実施しています。当村にも猿払村医

療職員養成に伴う修学資金貸付条例があります。看

護師過程５年以内月額６万円。３６０万円以内で５

年以上勤務することにより償還免除というものです。 

一点目の質問です。現在の看護師の状況と奨学金

の利用状況、今後の看護師の確保をどのように考え

ているのか質問させていただきます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。修学資金貸付制度の利用状況につきま

しては、現在まで実人数で医師２名、看護師  ２

８名、保健師１４名となっており合計４４名。貸付

総額は７１９４万円のうち免除５８２７万円、返還

７１９万円、残り６４８万円は免除年限期間中の方

２名でございます。現在、病院の看護師は定足数に

達しており職員１８名、再任用１名、臨時職員２名、

パート２名の計２３名体制となっております。この

中に修学資金貸付者は６名おります。臨時職員、パ

ートは小さいお子さんのいる方で家庭環境とバラン

スを取っていただきながら働いていただいておりま

す。今後３年間は定年退職者はいない状況となって

おります。今後の看護師等の確保については、今年

７月に看護師１名を採用予定です。また当院を退職

し臨時職員として２年間勤務していた方が６月末で

退職し状況が変われば、また、努めていただくこと

もお願いしております。また、職員住宅に空きがな

いことから、村内などから通勤できる方の採用を現

在考えております。村内には有資格者が数名おり、

面談などで意向を聞いておりますので数年後には採

用することも可能だというふうに考えております。 

また、募集活動については毎年稚内高校看護専攻

科に出向き病院紹介、修学資金内容を説明し、また、

拓心中学校にも職場体験などＰＲしているところで

ございます。 

女性ですので結婚等で突然退職する場合もあり計

画的かつ安定的な確保という形では現在なっており

ませんけれども、昨年１０月まで利用していた派遣

看護師の制度もありますのでこういうことも含めて

今後対応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）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：再質問になると思いますけ

れども、猿払村医療職員養成に伴う修学資金貸付条

例、保育士、看護師修学資金では大学及び養成機関

に在学しているもので将来村の職員として保健又は

医療業務に従事しようとする者とありますが、現在

在学している人、入学が決まった人を対象に募集と

いうことだと思います。学校は都会にあります。大

学や養成機関に入学すると当然札幌圏をはじめ都会、

そして、条件のよい医療施設からも修学資金の申し

出があるのだと考えますが、入学前、先ほど拓心中

学校に出向いて募集もしているということですが、

これからですね看護師を目指そうかと考えている人

たちにもっと積極的に学費は村が持ちます、看護師

さんになって村で勤めてください、という姿勢が大

事ではないかなと考えるんですけれども将来この村

で看護師になりたいと考えてもらえるような広報等

をどのように考えるか質問させていただきます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：実はこの後の答弁でその部

分を触れさせてていただきたいなというふうには考
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えていたんですけれども、本村については管内の市

町村よりは就学資金制度を看護師等も含めてですね

低い金額になっております。ただそういうことも含

めてですね、今関係機関の中でですね、すべて広報

活動も含めて、その奨学資金の金額も含めて、それ

から職種も含めて今、第１回目の会議が先日終わり

ましたけれども検討させてる最中でございます。そ

れが決まり次第また議会の方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、御理解を

お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：現在検討していると、ちょ

っと再質問の部分で質問させていただきますけれど

も、現在、都市部においても慢性的な看護師不足の

状況で、パートあるいは派遣で看護業務に対応して

いるところが多数あるということで、そのため独自

に修学資金貸付金を設け看護師の新規補充を行って

いるようです。少子高齢化の急速な進展に伴い、施

設はもとより在宅における看護師など役割はますま

す大きくなっていくと思いますし、看護師の確保は

重要な課題であると思います。 

稚内市においてですね平成２１年度に月額５万円

から１０万円に大幅に引き上げています。浜頓別町

も月額１０万円です。当村では就学資金制度を独自

に設定していますけれども、近い将来の看護師確保

のためにさらに確実にですね人員を確保するために

も現行の貸付金額の月額６万円を増額する考えはな

いのか質問させていただきます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：先ほどの答弁と重複してし

まいますけれども、そういうことも含めて今関係機

関、保健福祉課、病院、企画政策課の担当部署の中

でですね、含めて今検討してる最中でございますの

で、それが決まり次第また議員の方に、議員皆様の

方にお諮りをしたいというふうに考えております。

増額も含めてですね。 

確かに今議員おっしゃられたとおりうちの村は管

内的には一番低いです。他の市町についてはだいた

い約１０万。ただ、うちの村については遡及制度と

いうのを設けてございます。他の自治体については

学校に上がる時に毎月１０万円ずつという形、そし

て４年間行って、また勤めてもらって、４年間勤め

てもらえると返還がないという形。うちの村につき

ましては、その制度とさらに４年間学校に、他のと

ころに単費で行かれてうちに勤めて奨学資金を受け

たいといった場合については、月額幾らの４年分と

いう形で一括その方に貸付をするという制度もござ

いますので、そういうことを含めてですね今後金額

の見直しも含めて検討してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○村長（伊藤浩一君）：増額を含めて検討していた

だけるということですので、次の質問に入らさせて

いただきます。 

医療は多くの専門職がチームとして働く職場であ

り、医療サービス提供のためには医師、看護師をは

じめ薬剤師や放射線技師など医療に携わる人材の確

保、育成が重要と考えますが、現在、猿払村国民健

康保険病院の職員は、先ほど村長の説明にありまし

た３９名。医師２名、薬剤師１名、放射線技師１名、

臨床検査技師１名、看護師１０名、准看護士１１名、

管理栄養士１名、事務５名、その他７名ということ

ですけれども、薬剤師の方は現在７０歳、放射線技

師の方は６２歳とお聞きしています。薬剤師は国家

試験の受験資格は修業年限を６年とする過程を卒業

した者とされています。また、放射線技師、臨床検

査技師においても３年生の専門学校、短期大学、４

年制の大学を卒業した者となっています。将来的に

は６年生あるいは（聴取不可）と教育体制が拡大し

ていく傾向にあるそうです。当然教育費もかさんで

きます。 

２点目の質問です。今後の医療職員、薬剤師、放

射線技師、臨床検査技師の確保、養成をどのように

考えるのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

させていただきます。私も病院の医療従事者につい

ての高齢化という部分について非常に危惧をしてい

るところでございます。お医者さんについてですけ

れども病院の場合は、医師定数は今のところ３名と
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いうふうになっております。本村は、常勤医師２名

であり出張医師分を換算できますので、一応２．８

４人となっており、ただ０．１６人不足となってお

ります。毎年保健所から文書指導を受けているとい

うことをお聞きしましたので、先日、旭川医大に出

向き出張医師の増員をお願いをしたところ、新たに

２名確保していただき定数３名となったところでご

ざいます。国保病院の現状としては常勤医師２名は

いずれも５０歳代で医師の定年は６５歳であり定年

までにはまだ５年から１０年程あります。常勤医師

を３名にすることがベストですが医師招聘は極めて

困難でありいろいろな御意見があると思いますが、

安定的に常勤医師２名を確保してるのは近隣町村で

は本村だけでございます。御理解、御協力をお願い

したいというふうに考えております。 

薬剤師、放射線技師については、現在６０歳を超

えた方を臨時職員として雇用しております。有資格

者が複数いる職場ではないため、資格取得後即採用

しても難しいところもあります。このお二人は経験

豊富で、管理職を務め人脈もあり、ここ数年は努め

ていただけると承諾もいただいており、退職時には

後任を紹介していただけるというふうになっており

ます。 

臨床検査技師につきましては、現在努めている方

は５５歳であり、健康面などの条件があえば再任用

も可能だと考えておりますので当面５年以上は確保

されているというふうに思っております。 

先ほどの答弁と重複してしまいますが、今後の医

療従事者の養成確保につきましては、就学資金制度

がありますけれども、現在は医師、看護師、保健師

が対象となっております。前段で説明させていただ

きましたとおり医療職員の年齢も高いことと、今後

進めてまいりたい高齢者等の施設建設に向けて各種

医療職員の確保が私は重要であるというふうに考え

ておりますから、先日、関係部署を招集しこの制度

の見直しに向け検討会議を開きました。内容として

は、職種の拡大、貸付額の検討、支度金の創設、広

報活動などであり、まとまり次第条例改正も含め議

会に上程させていただきたいと考えておりますので

御理解を願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：４・５年は大丈夫だと、薬

剤師の方に関しては４・５年は大丈夫だと、後任も

紹介していただけるのではないか、ということなん

ですけれども、先ほども言ったようにですね薬剤師

は学校に入るだけで６年。その後経験も含めるとか

なりの年数がやはり必要だと思うんです。臨床検査

技師、その他に対しても同じような状況だと思うん

ですよね。だから自前でというか、この村でもその

ような薬剤師、放射線技師、臨床検査技師をね、育

てていくような修学資金の検討というのも必要じゃ

ないかなと思います。 

次の質問に入らさせていただきます。次に介護の

方の質問なんですけれども、日本の介護現場は慢性

的な人材不足に陥っているといわれています。重労

働の割には待遇面の改善が遅れている上に、ここ数

年の景気好転への期待感から他産業の求人件数が増

えていることが影響している。厚生労働省によると

介護分野の求人倍率は２０１０年度が１．３１倍。

１１年度が１．５８倍。１２年度が１．７４倍と

徐々に高くなっているということですが、急速に進

む高齢化社会、団塊の世代が７５歳を迎える２０２

５年には現在より１００万人以上の介護職員の確保

が必要とされています。 

３点目の質問です。高齢者の方々が住みなれた地

域で安心して暮らせる地域を実現するためには、介

護職に携わる人材は今後さらに必要と考えますが、

介護士の養成確保をどのように考えるのか質問させ

ていただきます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。介護職に携わる人材ということにつき

ましては、ホームヘルパーをはじめ介護支援専門員、

ケースワーカーや介護員、寮母と呼ばれる介護職員

のほか介護福祉士など多くの職種がありますが、御

質問の中にあります介護士ということから資格名で

いうところの介護福祉士で答弁をさせていただきま

す。現在村で介護福祉士が就労している職場として

は、やすらぎ苑があり社会福祉法人猿払福祉会の職

員のみであります。御承知のとおりこれから村とし
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ても、先ほど答弁させていただきましたけれども基

本設計を予定しております高齢者障害者等の福祉関

連施設の方向性によって、様々な職種の専門資格を

有する職員が必要になると考えられますので、前段

の御質問で答弁させていただきました修学資金貸付

の職種にも、介護福祉士を加えての条例改正を現在

検討しているところでございますので御理解のほど

お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：高齢化の進展に伴い要介護

の増加や介護期間の長期化など介護に対するニーズ

が増大する一方、核家族化、家族介護者の高齢化、

老々介護ですね、要介護を支える家族をめぐる状況

も変化しています。介護サービスを安定的に提供し

ていくためには介護福祉士の養成と確保が重要だと

思います。今後、高齢化に伴い、さらに人材の確保

が難しくなっていくのかなと思います。将来的に猿

払村で介護福祉士を目指す学生に修学資金、そのよ

うな検討も必要ではないかと思いますので、ぜひそ

の辺を検討していただければと思います。 

続いて多様な住宅の確保ということについて質問

させていただきます。 

３月の同僚議員の質問で公営住宅についても質問

していらっしゃいました。住宅不足、また、若い世

代の方々は住宅がきちっとしていないと、この地域

に入ってこないのではという指摘もあったところで

す。私の同僚議員の指摘と同様に魅力ある地域を作

るため、地域であるためにも早急に住宅不足に対処

すべきであると考えます。地方の中間都市や中山間

地域では、今後、全国に先駆けて急激な人口減少の

進展が予想される。また、人口構成の高齢化も著し

く、人口減少も上回る勢いで労働力人口の減少が進

むと考えられているそうです。猿払村は一次産業、

農漁業が中心産業です。そして、それを加工する水

産加工場が産業の中心です。農業の大型化や帆立の

水揚げの増、女工さんの高齢化により労働力が不足

し各加工場も苦慮しているところです。バスで村外

から、また、中国の研修生の受け入れ、そして、派

遣に頼っているのが現状です。活力がある産業を維

持していくためにも、今、早急に対策が必要だと思

います。将来に向け生産年齢人口を増加させるため、

村内に定住しやすい住環境を整備することで村外か

らの移住を呼び込む必要があると考えますし、結婚

や育児のための住環境を整える必要があると考えま

す。 

１点目の質問です。公営住宅の入居資格には所得

制限があります。しかし、猿払村ではすべての地域

において民間の賃貸住宅が少ないのが現状です。今

年度当初予算で民営賃貸住宅促進助成補助金として

１棟４戸、３棟分予算計上されていますが、いずれ

も鬼志別地域と聞いております。今後、鬼志別地域

はもちろんこれから実際に必要と思われる地域への

建設促進へ誘導するような施策が必要と思いますが、

土地の提供あるいは必要な地域の補助の見直し等ど

のように考えるのか質問させていただきます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。議員の御質問のとおり、今年度の民間

賃貸住宅は鬼志別に建設される予定というふうに聞

いております。建設促進を誘導する施策であります

が、現在でも村有地があれば有償ではございますが

土地の提供を行っております。また、鬼志別以外の

地域、特に下水道処理区域外では村が浄化槽を設置

して建て主の負担を軽くさせることで建設促進を図

ろうということで決めていただきました。それ以外

の建設助成については現在のところ、私としては考

えておりません。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：民間が建設し経営する。投

資分を回収し、ある程度の利回りを期待します。当

然リスクはあります。今まで鬼志別地域での建設が

集中しているのは、何年間、何１０年か先を考えた

ときに比較的リスクが少ないという判断だと思いま

す。例えばこの後の質問にも関連しますけれども、

大型化される酪農地帯、水産加工場の通勤しやすい

ような地域、これらの地域からですね建て主さんじ

ゃなくて地域住民、また、その地域の方々から建設

要望があったときにですね。今の補助金の体系で建
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設されるとお考えでしょうか。質問させていただき

ます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私も下水処理施設があると

ころしか対象にならなかったということをお伺いし

ましたので３月の定例会におきましてですね、全村、

全地域、その部分については、浅茅野、浅茅野台地

等も含むですね区域外につきましても浄化槽施設に

ついては村の方で負担をさせていただきますので、

是非建設に向けて検討していただきたいと、また、

酪農家等も法人等になってですね従業員等がたくさ

んおりますことから、そういうような要望が酪農家、

そういう法人関係の方から要望があったということ

も含めてですね。拡大をさせていただいたという状

況でございますので、たぶんそういうところではそ

ういう農業法人の関係について今検討していただい

ているんだろうというふうに私は考えております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：次の質問に当然出てくるん

ですけれども、促進条例で去年法人として検討して

もらうというような話だったのですけれど、法人で

は２分の１という縛りがあるんですよね。その辺も

次の質問で質問させていただきます。その前に職員

住宅について質問させていただきます。 

４月の異動期は住宅が足りない。東浦の教員住宅

を借りそこから通勤している。独身寮の内部改修の

間、旅館から通勤している。やすらぎ苑の寮もいっ

ぱいで着任するのが１１月にずれて助かったとの話

も耳にするところです。職員住宅はいただいた資料

をみますと現在８９件。３分の２が築 ３０年を経

過しています。また、１０件において４０年を経過

しています。８９件中５９件がかなり古くなってい

ます。先ほどのやすらぎ苑、そして、国保病院の寮

も現在いっぱいです。 

質問です。人材確保の面からも職員住宅は大事だ

と考えますが、今後の職員住宅建設をどのように考

えるのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。現在、職員住宅の空き家は８戸ありま

すが、ただちに入居可能な物件は２階建ての独身寮

の１戸だけであります。残りの７戸につきましては

多額の改修費用が掛かることから同程度の住宅改築

費用と比較した結果、解体物件と整理し空家として

おります。ここ数年職員の新規採用を行っておりま

すが、採用はしたいものの入居させる住宅の確保に

大変苦慮しております。さいわい地元出身者を採用

することができ、解消できておりますけれども、こ

の住宅不足の背景にはさまざまな要因があり、議員

も御承知のとおりここ２年間で１６戸の民間アパー

トが新築されましたが職員が入居している事例はあ

りません。本年度当初予算で１２戸の新築が予定さ

れておりますが、村からの補助を受けている事業に

対して職員に対して積極的に入居を進めることがで

きない事情もよく御理解いただけるものと思ってお

ります。来年度の新規職員採用予定は一般職で上級

１名、初級１名、建築技師、保健師、保育士、消防

初級、それぞれ１名の６名を採用予定でございます

けれども、退職者等により空き家住宅は３戸見込ん

でおりますけれどもこの時点で３戸の不足となりま

す。 

村内の小中学校教職員等が職員住宅に入居してい

る事例もありますが、職員住宅同様に教職員住宅も

ここ数年は児童生徒数の動きや特別支援学級増など

に伴い教職員の増員配置による住宅不足が続いてお

り、本年度も稚内市東浦地区の教員住宅２戸をお借

りしてるのが現状であります。今後はこれから策定

いたします公共施設等総合管理計画と第７次猿払村

総合計画の中で定員管理計画とも調整を図りながら、

職員住宅の改築について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）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：村内に住みたくても住宅が

ない。今年着任した先生が東浦の教員住宅から通っ

ている。多くの自治体で人口減少が懸念されている

中、非常にもったいない話だと思うんです。又です

ね、若い人が、若い職員の方々がこれから結婚を考

える。今の住宅でそこで子育てをし、生活していく

若い人方にとってはかなり厳しい状況じゃないかな
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と思いますし、５万円以上の家賃ですか、それをこ

れから結婚し子育てを考える人たちがこれから払っ

ていく、非常に厳しいんじゃないかなと考えますの

で、できましたら職員住宅の建設を進めていただけ

ればと思います。冒頭でも述べましたが地方では急

激に高齢化が進む。労働力が減少するといわれてい

ます。中国の研修生、あるいは派遣の方々、そして

この地域で働き子育てを行う若い世代によりよい住

環境を提供することで、現在の産業を維持し活性化

させることがこの地域を維持していくことになるの

ではと考えます。今後、若い女性の東京への一極集

中が進行し地方の自治体の半分がなくなるのではと

危惧されています。しかし、一方で都会では賃金の

割には家賃、生活品が高く、結婚して子育てをする

のが難しいと考えている若者が多いといわれていま

す。地方だからこそ、この地域だからこそ結婚し、

子育てし、そういうような環境ができるのではと考

えます。そのためにも働く場の確保、現在ある企業、

産業の育成が大事だと考えますし、企業が安定した

労働力を確保するためにも住環境の整備が大事では

と考えます。 

３点目の質問です。活力ある産業を維持するため

労働力確保のためにも住宅の整備、住みやすい住環

境が大事だと考えます。猿払村の企業が従業員の寮、

社宅を建設しやすいような施策が必要だと考えます

が、従業員の寮、社宅の建設に猿払村企業誘致条例

及び企業再生条例の補助を適用することができない

か、又は、民営賃貸住宅促進条例では法人が新築す

る場合において建設戸数の２分の１を超えて当該法

人の役員または職員が入居しないこととなっている

が見直す考えはないのかお尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。これまでも各業界から労働者や住宅不

足に対する要望を私も聞いてございます。御質問の

猿払村企業誘致及び企業再生促進条例は物の製造及

び加工に関する事業、並びに関連する流通や研究を

するための工場等を新設や増設する場合などを対象

としており、また、一事業者一回限りの奨励措置と

なっております。民営賃貸住宅促進条例は多くの村

民に住宅の供給をするために即した条例であり、当

該法人の役員または職員が２分の１を超えることは

社員寮として捉えられることからの制限であり、現

在のところこの部分については条例を見直す考えは

私はもってございませんけれども、今後の産業振興

ということも含めれば、今後、農業団体、漁業団体、

加工協団体も含めてですね、どのような形が一番い

いのかという部分での検討は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）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：先ほどの答弁でですね、２

つ前の答弁ですね、その答弁浅茅野地域において、

浅茅野地域においては農業法人の方々が考えるので

はないか、そのような賃貸住宅を。あれを考えてい

くのではないのかという答弁だったんですよ。ただ、

この今の答弁で確かに賃貸住宅というのは、村民の

方々のために住宅を提供するという目的だと思いま

すが、浅茅野地域、あの辺の地域でですね実際に従

業員の寮というか、実際にそこに住む人がいるかと

いって民間のアパートをあそこに建てるかというと

かなりのリスクがあると思うんですよ。そうすると、

当然建て主というのは法人に限られてくるわけです。

法人に限られてくる。そうしたらその法人にある程

度のリスクを負った中でやってもらう、そのための

補助ですね、産業条例は確かに一回という区切りが

あります。区切りがあるんですけれどもね、何らか

の手当てを考えてやっていかないと人手を確保する

ための住宅自体がないんじゃないかなと考えますけ

れども、もう一度答弁お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：その辺の手法としては、や

り方がいろいろあるかと思うんです。法人同士で建

て主さんになって半分ずつ入れあっこをするとか、

いろいろな形はあるかと思いますけれども、そうい

うことも含めて、どういうような形が一番他の地域

から通ってきてもらってるっていう部分含めてここ

に住んでもらえるということを含めれば、今後担当

部署の方とですねできるような形に前向きにですね
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検討していきたいというふうに考えておりますので

御理解お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：道内市町村の多くと同様に

猿払村も歳入の大半を地方交付税に頼っています。

地方交付税の動向は村の財政運営に大きな影響を与

えます。地方交付税の基準財政需要額の積算は測定

単位に単位費用を乗じる方法となっており、その測

定単位の多くが国勢調査の人口となっています。人

口が減少すると基準財政需要額が減り地方交付税が

減少する要因となります。その人口の中には外国人

研修生、派遣の方も入るわけです。現在、猿払村に

１２０名近い研修生も当然対象になります。また、

研修生の滞在期間が５年に延長されるのではとの話

もあります。住環境をよくすることで少しでも滞在

期間を長くし当村の活性化につなげてほしい。村と

してもぜひそのような施策を考えてほしい。そのこ

とを要望しまして私の質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（山須田清一君）：ここで、１１時２５分ま

で休憩します。 

 

休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時２５分 

 

○議長（山須田清一君）： 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続行いたします。 

２番、佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：それでは一般質問通告書に

従って質問したいと思います。 

まず第１番目に福祉タクシー無料チケットの具現

化について。村長は消費税の値上げに伴う低所得の

年金受給者に福祉的な救済措置として福祉タクシー

無料チケットの配布を考えているとのことでしたが、

実施はいつ頃になるのかお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。第１回定例会において総務課に指示し

検討している最中であると回答いたしました。その

後の経過といたしましては旭川陸運支局とも協議を

進めながら無料チケットをどの程度、どの範囲で配

布するか、現在、保健福祉課と総務課と協議の最中

であり実施内容が決定次第、手続といたしましては、

その内容を猿払村地域公共交通活性化協議会に諮り、

決議の後、関係条例等の整備をすることになります

ので、私としては来年度当初からを目指し実施でき

るような形で現在進めております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：来年度ということでありま

すが、すでに消費税は上がっていますし、それに皆

さん御存知のように石油製品の値上がりというのは

異常です。これらを考えると、来年までというとひ

と冬越えなければいけない。福祉灯油の件も含めて

早急に検討し、さらに実施をしないと、これは観光

資源に、観光のことについては我々議員も含めて何

とか観光開発しようと頑張っていますが、しかし、

それにつけてもさらに低所得者層の特に金受給者の

対策が遅れるということであれば、これは片手落ち

ではないのかなとそう思うわけですよ。ですからそ

ういう意味では、なるべく早くしないとせっかく考

えておられても、やはりありがたみが半減してしま

うのではないかと考えているのですが、その点いか

がですか、お伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

します。議員のおっしゃるとおり早急にという希望

は重々承知しております。ただ、前回の他の議員か

らの御質問もありましたとおり、果たして片道５０

０円がいいのか、どうなのか、という御質問もござ

いました。そのことの料金の値下げも含め、この無

料チケットも含め、現在検討しております。ただこ

の部分につきましては、先ほど答弁でも言いました

けれども、猿払の地域公共交通活性化委員会の中に

図った中でですね、協議をいただいて決定をいただ

かなければならないということもございます。この

部分については、一応定例として年一回の会議がご

ざいますけれども、この部分につきましては早急に

年内にもう一度開かさせてていただいて、今の案件
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について協議をしていただいて、新年度から実施を

していきたいというふうに考えておりますので御理

解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：何回も同じ質問をしても

堂々巡りになりますので、ただ、私、新年度という

ことについてはちょっと納得ができないので、また、

機会を改めてですね質問をさせていただきたいと思

います。できる限りですね早急な対応をお願いして

この質問は終わりにしたいと思います。 

次に高齢者向け公営住宅について及びまちづくり

計画についての質問をいたしたいと思います。一番

と二番が重複し、同じような質問なので一括でお願

いしたいと思いますが、一番目として、なぜ高齢者

住宅を一箇所に集中させたのか、北町にどんどんで

はないですけれども、私も何回もなぜそうなのかと

いう質問をしました。理事者が変わっても計画が変

わらないというこの虚しさを感じながら再質問をさ

せていただいているわけでありますが、たしか副村

長が議会事務局長だった頃に一緒にたしか東川町に

視察研修に行っていると思うんですよ。そのときに

東川町では高齢者を一箇所に集めるようなそんな愚

かなことはしない。これは覚えているんです。そん

な愚かなことはしないと。二階建て公営住宅の一階

は高齢者用。二階部分を一般用公営住宅として高齢

者は日中でも在宅している場合が多いので、子ども

をみることができるし、高齢者にとっても心強いと

思うというような内容のお話をいただいたと思いま

す。これについて村長のお考えをお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

します。一番目の御質問でございますけれども、鬼

志別団地では平成１９年度より現在まで４棟 １４

戸、うち高齢者向け１３戸、一般向け１戸が北町に

建設されております。高齢者向け住宅の建設につい

ての考え方ですが、住宅マスタープラン基本方針に

基づき高齢者の居住不安の解消、住まいの確保、高

齢者の住み替え支援など高齢者が安心して暮らせる

住まいづくりを考えたものであります。 

議員御質問の高齢者住宅を一箇所に集中させたの

かという御質問ですが、村としては高齢者向け公営

住宅建設開始当時、高齢者の国保病院への通院、迅

速な保健師訪問サービス、介護支援等を考え住宅を

点在させず保健福祉施設の近郊である現在の場所に

建設したものというふうに考えております。 

また、二番目の質問になりますけれども、私も高

齢者と若い人たちが同じ団地の中で生活し一緒に支

えあい交流しながらお互いが見守りあっていくのが

地域のためだというふうに思っております。昨年同

じ鬼志別団地において２棟４戸のうち１戸分を若い

世代に限定して公募をいたしましたが残念ながら応

募はありませんでした。今後も高齢者と若い世代が

助け合いながら生活できる団地の形成をできるよう

今後検討し、そして猿払に行けば安心して生活でき

るといったニーズが出てくるような村になるよう施

策の展開を図ってまいりたいというふうに考えてお

りますので御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：最初の安心できるという、

高齢者が安心できるために一箇所に集めたことには

あたらないのではないのかなと思うんです。高齢者

だけを孤立させてね、一世帯だけ若者が住んでるよ

うな地域に住むというのは住みづらい。同じように

似たような世帯数がないと人間というのは意外と安

心しないもんなんですよ。だけど、かといってすべ

てそういった人たちが一地域に集まってしまうと町

としての機能ができなくなってしまう。今、実際私

が住んでるもんですから痛切に感じるんです。 

例えば自治会の班長制度にしてもなり手がいない。

３年に１度当たるような感じです。今引っ越しされ

ている中で班長をやってもいいよというのは一世帯

しかないわけで、あとの方は歳だからできないとか

いろいろな諸般の事情でできないという。そういっ

たことで活性化がしにくくなりつつあるわけですよ。

そういう危惧があるからこそ東川町ではそうことは

しないというふうに、なるべくしないような町づく

りを考えてされたと思うんですよ。 

その時に建設課の課長さんと係長さんも一緒に行

ったわけです。その時の建設課長さんも係長さんも
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是非そういうふうにしたいということで戻ってきて

委員会があったおりにそういう発言をしたけれども、

今村長さんがおっしゃったように中々変えられなか

ったという、一回決めてしまったのをやはり見直す

だけの力っていうのも、一回計画したからこのまま

でいってしまうというのは、どうも行政というのは

そういうことが多いと思うんですよね。民間では昨

日やったことがだめだったらすぐ今日は変える。や

り方を変えるとかね。もの凄い早いわけですよ。も

ちろん決める人も一人か二人で決めますから。そう

いった悪いなと思ったらすぐ変える。またそういう

能力もある。しかし、行政っていろいろな手数を踏

まない、議員会があったり、いろいろな人の意見を

聞かなきゃいけないというね。そういったの分かり

ます。だからあえて何回も私も質問しているわけで

すよ。またこの質問のような意見のようなことも何

回も言うのは実はそこにあるわけですよ。何とかし

ないと何も変わっていかないという常態が、私はこ

のことを言い始めてからもうかれこれ６年ぐらいに

なります。６年間言い続けて、ずっと言い続けたわ

けではないけれども。回数変われども何の答えも返

って来ないという。ぜひ、若い村長に斬新的な村づ

くり、まちづくりに期待したいと思ってこのように

質問してるわけですから、ぜひ、見直しをお願いし

たいと思っております。これについては、次の質問

と関連しますのでお答えはいいですけれども。 

次に民間アパートに対する補助もしていますが建

てる場所が偏っています。せっかく補助金を出して

いるのにどうして偏るんだろう。村の考えるまちづ

くりってどうなっているんだろうと思う方も多いよ

うです。我が地区にアパートが建ってほしい、若い

人に住んでほしい、しかし、公営住宅用地だから空

き地のまま何年もそのままであります。村の人口が

増えているわけではなくアパートが建ったところに

移動している。もともと住んでいたところは空洞化、

人が、若い人がいなくなってしまうというそういう

状態です。そのことについて村長はいかがお考えで

すか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。過去２年間で民間アパートは４棟 １

６戸。本年度も１２戸が鬼志別に建設される予定で

ございます。現在まで鬼志別地区以外での建設計画

を持っているオーナーさんはおりません。村といた

しましても全村で民間アパートの建設ができるよう

３月議会で承認を得たところでございますけれども、

鬼志別以外での建設については今後補助を優先させ

る考えであります。 

また、先ほど太田議員の御質問にもありましたが、

土地の提供でございますけれども村有地は限られて

おりますので、現在、公営住宅跡地の民間アパート

への転売が可能なのか宗谷総合振興局と協議中でご

ざいます。この協議の内容につきましては決定次第、

また議会の方に御報告をさせていただきたいという

ふうに思っておりますので御理解をお願いいたしま

す。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：先ほどのお答えでですね、

高齢者住宅の中に一般向けの住宅が１棟あるという

ことでしたけれども応募がなかった。ですから高齢

者ばかりになってしまったというお答えでしたが、

そこにせっかく４棟、全部で６棟あるわけですけれ

ども。おっしゃったように公営住宅用地が転売でき

るかどうかというそういうことを先に考えておかな

いと、もうすでに４棟も建ってしまって、あそこに

は高齢者ばかりが集まってしまう。あそこにぜひ民

間アパートをお願いしたいということは何度も私も

質問したわけです。お願いもしました。その方がい

いんじゃないかと。ところが、偏ってしまってあの

ようになってしまっている。南区ばかりに建ってし

まっているという状態ですから。まちづくりという

そういった配置を考え、全体的な配置をきちんと計

画をたてて考えてほしいということです。そういっ

たことを村長さん一人で考えるのではなくて、役場

の方ほとんどが皆どうやったら一番いい、まちづく

り委員会というのもあります。あるんだけど、どの

ようにそういうことが話し合われているのかなとい

うふうに、今の民間アパートの建て方を見てると何

の施策というか方向性が全くみえないというか無い
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んじゃないかなというふうに感じるわけですよ。ぜ

ひそういった観点からもう一度検討をお願いしたい

と思うんですけどその辺はいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：ただいまの御質問にお答

えしたいと思います。私も今議員の言われたことに

ついてはですね、確かにそうだと思うような考えを

持っております。今後についてはやはり山森議員の

ときの御質問にも答えたようにですね、公共施設の

総合的な管理計画、これをきちっと作ってですね、

将来の公共施設のあり方、あるいは公営住宅のあり

方、公営住宅も含めて公共施設の総合的な管理計画

になっていくものでございますし、やはりまちなみ

の形成についてもですね、きちっとそれを考えなが

ら公共施設の管理計画をもう一度策定してですね、

その上で皆さんの御意見を伺って、どういうものが

どういうところに建てるのが一番いいのかとか、ま

ちなみがどういうふうな形で作った方がいいのかも

含めて今後検討してまいりたいと思いますのでよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：検討したいというそういっ

たお話は実はもう何回も質問するたびに聞いてまし

て。もう６年もやっているわけですから同じような

質問。ということは最低でも６回は聞いているわけ

ですけれども、６回以上は聞いていると思うんです

けれど。その度に村長さんはじめ副村長さんは検討

したいと。こちらは期待して待っているわけであり

ます。しかし、いつまでたっても変わらない。ぜひ、

今回はそういうことは絶対ないだろうと期待してい

るわけであります。最高の四番打者ということで、

期待をしておるわけでありますが、しかしこれ、実

際にですね、例えば公営住宅計画はあるのはわかる

んです。しかし、３年も４年も最低でも３年以内に

きちんとした計画、あるいは計画がないんであれば

転売してまた新しく公営住宅用地だって造成。今回

も宅地造成するわけですから、その宅地造成したと

ころに公営住宅が建ったって別にいいわけでありま

すよね。どうせ宅地造成するわけですから。だった

ら、今、目先のそのまちづくりというのをぜひ検討

していただきたい。やはりスピードが大事だと思う

んですよ。私も何回も同じこと言いますけれども、

あそこに住んで約２０年近く空き地でしたからね。

高齢者住宅用地になっている公営住宅の跡地は間違

いなく２０年以上、私が出戻りしてもまだ建ってい

なかったというそういった状況が続いておりました。

これはなぜそうなのかと不思議でしょうがなかった

ですけれども、そういうことのないようにぜひ早急

に検討していただけるようお願いして次の質問に入

りたいと思います。 

４番目ですけれども、また、東川町の話です。公

営住宅は木造で東川町は公営住宅を建てている。そ

れは建築費が安いから。そして耐用年数が１０年過

ぎたら住んでいる人に売却。修繕費は掛からない。

売った後、固定資産税が入る。なおかつ、定住促進

ができる。民間アパート促進条例ができたときに質

問しました。民間アパートはなぜ１棟４戸何ですか

と。その後、条例が改正され１棟２戸まで補助金対

象になりました。しかし、耐用年数１０年経っても

１棟２戸で売却しにくい。１棟１戸ではなぜだめな

のか。建築コストが掛かるから。土地利用が無駄に

なるからとの御返答でしたが職員住宅は１戸建てが

多くあります。西町の職員住宅はすべて１戸建てで

すよね。この考え方の違いはどこにあるのか定住促

進まちづくりの観点からお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

いたします。公営住宅は低家賃で低所得者に供給す

ることが望ましいことであり、１０年過ぎたから特

定の入居者へ売却するということは一応猿払村では

考えておりません。民営賃貸住宅建設促進条例は平

成２６年３月定例議会で１棟４戸から１棟２戸以上

に改正されております。今年度も民間から民間アパ

ートを１棟２戸で建設する旨の申請がありましたが、

１戸当たりの建設費用がかさむことなど採算性がと

れなくなることから１棟４戸に変更になりました。

あくまでも民間のオーナーが建物の種類、大きさ、

間取りを決定するものとなっております。議員の御

質問にありますとおり１棟１戸につきましては快適

な住まいづくり制度の対象になると思われますので、
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そちらの方で対応していただきたいというふうに考

えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：今のお答えの中で猿払村で

は考えていないということでありますね。なぜ考え

ないのかということをまずお聞きしたいです。とい

うのはですね、公営住宅というのは基本的に建設費

も高上りというのとやはり維持費が掛かりますから

東川町の場合はそういう維持費を考えて安い木造で、

なおかつ、その１０年経ったら住んでもらう。そう

すると解体費が掛からないわけです。なおかつ固定

資産税が入る。そこ検討しないとおっしゃるんであ

ればなぜそういうことを検討しないか、その辺をま

ず教えていただきたい。まずそこから。そのことに

ついて教えてください。お願いいたします。 

細かく言うとここでいう固定資産が入る。では固

定資産がいらないのか。いらないということになり

ますよね。定住促進ができるんじゃないですかと話

であって、定住していかないのかというふうになり

ますね。低所得者層というのは分かりますけども、

古い公営住宅なんかはね空いているわけです。そこ

を直せば、これが民間に売っていただくなり委託し

ていただければ、ある程度のお値段できちっと人が

入れるように住めるようにそういうことは可能です。

責任を持って可能だと言い切ることができます。特

に豊里団地なんかはちょっと直せば人が住めるよう

な状況もできるはずです。しかし、結構あそこも空

き家があると思います。今回調べていないので、前

回調べたときは空き家がありました。そういった観

点で入って古くなるとなかなか入りにくくなる。だ

からそういう意味では１０年経ったら売ったらいい

じゃないですか。自分の責任で直すこともできます

し。同じこと何回も言いますけど、固定資産税も入

る。売却益も入る。売却増になるかもしれません。

それに定住促進もできる。解体費もいらない。そう

いったところをちょっとその部分だけでもいいです

から。猿払村は考えないんだというんであれば、そ

ういったことについてちょっとお考えをお願いしま

す。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口 豊君）：ただいまの御質問にお

答えいたします。手元にちょっと資料を持ってきて

おりませんが、公営住宅法において４分の１を超え

た耐用年数については、入居している人物もしくは

非営利団体に売却することができるが、国土交通大

臣の許可を得なければならないという条文がありま

す。それによって今現在のところ猿払村では売却を

する予定は持っておりません。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：私が望んでいるのはそうい

うお答えではなくて。現実的に、仮にそういう制度

があったとしても東川町ではそういうふうにされて

いる分けですから。実際出来るということです。や

れば。やる気があれば。私が質問したいのは、なぜ

しないのかという理由を知りたいんです。ただこう

だからしない。例えば解体費が掛かったって新しい

方がいいとか。公営住宅は少しぐらい金が掛かった

っていいんだとか。そういった明確な答えを欲しい

わけですよ。木造で建てるとやはり音というのが非

常にするものですから、１棟１戸が理想です。木造

であれば。先ほどの村長の返答の中でオーナーさん

が金が掛かるからというそういうふうに考える方も

もちろんいらっしゃるかもしれませんけれども、先

の先まで考えて１棟１戸だったら売れるから少しぐ

らい費用が掛かってもやろうかなと考える方だって

おられるわけですよ。だけども補助金で全部縛って

しまうからいろいろな考え方ができないということ

です。それを行政側で押し付けるというその辺のこ

とがよく分からないんです。簡単に言うと。建設課

長さんがおっしゃって、確かにそういう理屈分かり

ますよ。実際にそうやってやっているところもある

わけですから。なぜ猿払村はしないんですかという

お答えがほしいわけですよ。こういうわけで売却し

ないとか、こういうわけで木造住宅はしないとか、

定住促進なんて考えてないからしないとか。少し言

い過ぎかもしれませんけれども、考えてない方いら

っしゃらないかもしれない。だけども、もし考えて

いるんであればその方がいいような私は気がするわ
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けですよ。実際東川町でやっているわけですから。

私はそこに非常に賛同しました。なるほど。補助金

事業でやっていく。すごいなと、活気があるなとい

う感じがします。ちょっと話が飛んでしまいました

けれども、その部分ずばり、なぜ売却しないのか。

その辺です。 

○議長（山須田清一君）：昼食のため１時まで休憩

させてもらいます。 

答弁者に対しまして質問に的確に簡潔に答弁でき

るようにお願いをして昼食といたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：午前中の質問の部分につ

いてですね、御答弁をさせていただきたいと思いま

す。最初に午前中にですね明確な答弁をできなかっ

たことに対しましては、本当に誠に申しわけなかっ

たと思います。改めて陳謝いたしたいと思います。 

最初にまず佐々木議員の御質問にお答えをいたし

たいと思います。まず何点か区切ってでございます

けれども。最初に公営住宅の売却の問題でございま

すが、これにつきましては基本的には公営住宅法の

関係の部分で売却はできないという形にはなってお

りましたけれども、平成８年の法改正によりまして

過疎地域においてはですね、この売却については特

例が設けられたという形がございまして、いわゆる

一定の年数、木造であれば今  ３０年でございま

すけどもその４分の１が過ぎていればですね、その

公営住宅と例えば４棟で建ってる場合については、

その４棟全部と敷地の部分については譲渡できるよ

うな法的なものもございますので、その辺について

は用途変更がなればですね可能ではないかというふ

うに思っております。 

それと東川の関係でございますけれども、東川の

住宅については１０年で売却できるというふうな形

で視察のときにも向こうの方からですね話がありま

したけれども、いわゆる東川の住宅についてはです

ね、当時定住を目的に建てた住宅。通称帰ってこい

よ住宅というような形でありまして、当時の国の経

済対策、いわゆる今でいえばまちづくり交付金とか

ですね、町で自由に使っていいよというような補助

金を利用して建設したものというふうに認識してお

ります。それで将来買っていただくこともですね視

野に入れて建設したものでありまして、議員のおっ

しゃるとおり１０年をめどにですね買っていただく

んであれば買っていっていただきたいというような

思いで町も建てたというふうに聞いております。町

の思いとしてはですね。その建てた建設の分につい

ては、東川はやはり農家の方が多いので農家の後継

者のＵターンを目的にして建てたというもので、農

家の方であればですね１０年を超えてもやはり一定

程度定住が可能だということで戸建てを補助金を使

って建てたという思いがあったということでござい

ます。 

それで、現在の状況としてはいわゆる今の建てる

住宅をですね１０年経過したところではあるんでし

ょうけども買った事例はないというかですね。そう

いうような形になっております。 

先ほど太田議員の御質問にもありましたけども、

やはりこの住宅政策についてはいわゆる産業の部分

に関わるもの、あるいは今の民間賃貸住宅その辺も

含めてですね、何が住宅政策で望ましいか含め国な

どの今現在ある補助制度をもう一度考えてですね関

係条例の見直し、あるいは新規制定がいいのか含め

て検討してみたいと思いますし、公営住宅の部分に

ついてもですね売却が可能であれば、それを買って

いただいてですね、民間住宅に改築をして入ってい

ただくというところも含めたり、仮に１棟２戸で条

例を改正しておりますけれども、この１棟１戸の御

指摘の部分もございますので、この辺も含めて、今

持ち家制度の部分も条例もございますので全部を含

めてですね、もう一度住宅政策については検討して

みたいと思いますのでよろしく御理解を願いたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 
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○議員（佐々木淳君）：私も１棟１戸にすれば必ず

売れるというふうに考えているわけではなくて。た

だ、行政が縛るのではなくてもっと自由に民間が考

えるようにしていただきたいというのは私の本質的

なお願いであります。先ほども同僚議員が何人も質

問していますけれども、猿払村は住宅困難地域だと

私は思ってるわけで、私だけではなくて皆がそう思

っているわけですよ。ただ、そういった事が解消さ

れるように。また、なるべく安い方がいいわけであ

りますから。そういった方向でぜひ御検討をお願い

したいというのが私の質問の趣旨でありました。 

次に職員の研修についてであります。村において

実質公債比率が新設されてから新規事業がほとんど

なくなり補助金事業なども皆無になりました。ただ、

公債費比率を下げるためだけに腐心してきたように

感じます。その結果として労働力も減退し、特に商

工業は寂れ、村に活気がなくなったように感じます。

議員研修で訪れた町は実質公債費を下げながら補助

金を活用し工夫を凝らしたまちづくり、風力発電、

太陽光発電、道の駅は第三セクターでありながら黒

字経営、町の補助金はなし等々、特に岩手県の葛巻

町は周りは山林、近くに大きな市はなく久慈市に行

く途中の小さな町でも道の駅は黒字経営だそうです。

ただ、公債費比率を下げるだけでは職員も萎縮し村

も萎縮してしまいます。下がったモチベーションを

上げるには百聞は一見にしかず、どんどん体験する

ことだと思いますがお考えをお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの議員の御質問に

お答えいたします。議員のおっしゃるとおり様々な

報告書等の印刷物やインターネット上での閲覧では、

先進自治体の取り組みについて本当に知りたい部分

を知り得ることができないと私も考えます。やはり、

直に見て聞いてくることが職員にとって最大の収穫

となると思っておりますし、村としても職員研修旅

費を予算計上し自主的に研修テーマを掲げ、研修地

も探しながら何人かのグループで研修する形で年度

当初から職員に対して募集をしているところでござ

います。今年度はこれまでに２件の応募があり、秋

までの間で日程を調整し視察研修を実施するよう進

めているところでございます。今後もできる範囲で

職員研修の機会の充実に今後も努めてまいりたいと

いうふうに考えております。また、議員の御質問の

あったとおり議員と動向を私も昨年させていただき

ました。確かに議員おっしゃるとおり百聞は一見に

しかず、私も職員はいろいろな地域、いろいろな市

や町村を見て回って、それをない物ねだりをするの

ではなくて、それを持ち帰ってその地域に合ったよ

うな行政の施策に展開していっていただきたいとい

うふうに思っております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：前向きな御発言、誠にあり

がとうございます。人材は宝です。人材がいないと

どうしても町は寂れてしまう。しかし、人材という

のは黙っていても集まるものではないのです。誰で

も人材になるんですよ。ただ、お金を掛ければいい

っていうものではもちろんありませんけれど。しか

し、必要なお金っというのはある程度掛けないとこ

れはもう人材は育たないと思います。ぜひ、村長の

手腕に期待して人材育成に尽力を尽くしていただい

て私の質問はこれで終わります。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：それでは一般質問通告書に

基づきまして、３点７項目について質問したいと思

います。よろしくお願いいたします。 

まず、公共施設の営繕計画についてということで

御質問したいと思います。 

私、一般質問に今までしたときに必ずしていると

思うんですけれども、３回目のこの営繕についての

御答弁をいただきたいと思います。 

まず、一番でございますけれども、５月１５日の

臨時議会で議決されました、浅茅野小学校の屋上防

水改修工事のようにすぐ対策をとっていれば部分の

改修で済む。それが全面改修となれば多額の経費が

掛かるようになるということでございます。ちなみ

に浅茅野小学校の場合は２７３０万でしたか。改修

工事の計画になっているのですけれど。前回の一般

質問でも指摘して、こういうことはありますよと、
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やはり小さいうちに予算を組んで改修した方がいい

んじゃないですか、ということは言ってあったと思

うんですけれども。これ、そのときの質問のときの

答弁にもこれから各課で修繕を必要とする施設を持

ち寄って協議し、優先順位を決めて対応していくと

いうことなんですけれども、本当にそれは予算に反

映されて、当初予算に反映されているのかお伺いい

たします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきます。予算計上の前には議員おっ

しゃるとおり各課から事業に関する資料を提出し、

事務事業評価委員会で内容を協議し、直ちに予算計

上が必要な事業と繰り延べできる事業、それから事

業内容の再考等を事業ごとに分類して最終的に理事

者による第３次評価をもって予算計上の可否を行っ

ております。書類上で判断が難しい場合におきまし

ては、理事者及び管理職で構成する審査委員で現地

を視察し状況確認後、評価を実施して予算に対応で

きるものについては予算を対応させていただいてる

という状況でございます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：一般的にみてなんですけれ

ども、例に挙げたように大変失礼ではございますが、

小学校の防水工事も臨時議会でした。今までいろい

ろな改修を必要とする議案もずいぶん臨時会で議決

された過程がずいぶん多かったと思っているんです

けれども。本当にそうであれば、当初にやはり予算

を計上して修繕していくというのが本来の形ではな

いかなと思うんですよ。何でもかんでも臨時議会が

開けば対応できます。という形ではやはり計画性が

乏しいというのか、ちょっとやはり理解に苦しむと

ころだと思うんです。それで一つだけ今回この学校

関係で良かったなと思うのは、関係する皆さんが現

場を確認したと。おそらく今までそんなになかった

ことじゃないかなと思うんですよ。各課から出てた

ものをやはり事務事業評価で対応してきたけれども、

現場を確認しながらやるというのは、そんなにそん

なに多くなかったんじゃないかなと思うので、でき

ればそういう方向にもっていってもらって、これか

ら対応をしていただきたいと思います。まず、予算

の関係についての質問は終わらせていただきまして

２番目です。 

伊藤村長の任期中３年と書いてありますが、これ

は予算が計画できる任期中、３回あるということで

すので３年間という形を区切らせていただきました。

そういう中で想定される施設の費用。これについて

お伺いしたいと思うんですけれども、具体的に必要

だと思われている修繕なり新たな建物なり考えられ

ていることがありましたらお教え願いたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきます。平成２３年度にまとめまし

た各課所管施設の長期営繕計画、及び車両管理計画

書に基づき、平成２７年度から平成２９年度までの

３年間において所管課から計上されている主な事業

は、鬼志別保育所改修工事、役場庁舎改修工事、独

身寮改修事業、生活改善センター解体事業、やすら

ぎ苑改修工事、国民健康保険病院改修事業、消防デ

ジタル無線施設整備事業、橋梁長寿命化事業、村営

住宅改築事業、保健福祉総合センター改修事業、鬼

志別小学校改修事業、芦野小学校改修事業、村営プ

ール改修事業、村営牧野家畜保護施設改修事業等が

あり、３年間で１６億   ５０００万。年間約５

億５０００万の長期営繕等の計画がされております。

また、今後もということでございますけれども、今

後は先ほど答弁させていただきましたけれども高齢

者等の福祉介護施設の建設を私も一つの目標として

掲げておりますので、その部分も計画をしておりま

す。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：正直いって３年間で１６億

５０００万くらいの一応お金が必要だと。というこ

とは私も分からないのですけれども。公債費で支払

う昨年度から約６億何千万ぐらいだと思いましたけ

れども。大体借金で支払う額と次の投資が大体同じ

くらいという目途。改修工事についてはそのぐらい
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の額になると。新規として高齢者というか福祉目的

のそういう施設も村長のやりたいということになっ

てくるとやはり借金は減っていかないのではないか。

そこで問題になってくるのが公債比率なりなんなり

で苦しまなくちゃいけない事態になる可能性も出て

きます。そういう中でやはりここで起債の毎年の償

還だとか果たしてどのくらいの額になるのか、これ

からの一覧表みたいなものをとりあえず３年間の額

が分かれば教えていただきたいのと、将来的な起債

の償還表というのをやはり議員の皆も知っておいた

方がいいと思うので、提示してもらいたいんですけ

れどもその辺はどうなんでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：ただいまの議員の御質問

にお答えさせていただきたいと思います。現在の地

方債残高の推移見込みでございますけれども、平成

２５年度末ではですね、６２億２１００万くらいだ

というふうに決算ではなっておりまして、平成２６

年度の見込みについてはですね、ふるさとの家の事

業ですとか全部見込みまして最終の起債の残高につ

いては６６億５４００万程度になるのかなというふ

うにみております。この推移でみますと平成２４年

度が６４億７０００万ぐらいなので、それぐらいに

戻ってしまうという形を見込んでおります。平成２

７年度においてはですね、だいたいその事業を見込

んだ形の中で起債の償還も含めて、残高が６４億３

８００万程度。それと平成２８年度においては、見

込みとしては６１億  ３１００万程度ということ

で、平成２５年度よりは下がるというような見込み

を立てておりますけれども、これにつきましては、

やはり今公共施設の管理計画を作った形で午前中に

も皆さんから御質問をいただいておりますけれども、

どこに何を建てるとか、集約させるとか、そういう

公共施設のあり方の計画が出た段階でですね、もう

一度この財源も含めて見直しをかけていかなければ

いけないんだろうなと思っております。今現在につ

いては先ほど申しましたように、２８年度段階では

６１億３１００万程度になる見込みをしております。

これにつきましては、推移表についてはですね、議

員の皆様にお配りをしたいと思っておりますのでよ

ろしく御理解お願いします。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：よろしくお願いいたします。

そういう金額の部分が分からなければ議論もやはり

進んでいかない部分もあるし、一気に借金も増やす

わけにいかないんで、それなりのやはり計画性をも

って対応していってもらえるとは思うのでよろしく

お願いしたいと思います。 

それでこういう中で営繕を考えるときに将来の話

にはなると思いますけれども、浜猿払の小学校が２

７年度から鬼志別に編入するという機会に小学校の

統廃合という議論はいずれ、２７年度までの方向は

あると聞いておりますけれども、いずれ協議しなけ

ればならないと思うんですけれどもいかがでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君）：ただいまの質問にお答え

させていただきます。議員御指摘のとおり統廃合は

その地域の教育のあり方を問うものでありますし、

教育の根幹にかかわる重要な問題であるため、方針

をもち丁寧に進めていくことが肝要であると私ども

も認識しております。国の方では小学校の適正配置、

適正規模をですね、互いに影響しあい切磋琢磨しな

がら心身の成長を促す規模として １２から１８学

級というふうに示しておりますが、義務教育小学校

の施設費の国庫負担等についての法律においては、

地域の実態によりこの限りではないと示しておりま

す。その後の通達で学校のもつ地域的意義を踏まえ、

十分に地域住民の理解と協力を得ながら進めるとい

う配慮を明確に打ち出してきておりました。 

また、今年２月に開催させていただきました猿払

村学校適正配置審議会でも議員が心配されておりま

す部分も憂慮され話し合われているところでござい

ます。その中で学校の統廃合はそこに関わる人にと

って現在及び未来への希望に大きく関わるものであ

るため、地域独自の事情や願いに十分な理解と敬意

を払うという答申を受けております。そのため、猿

払村教育委員会も第一義的には保護者や地域の声を

大事にしながらその声を受けとめて真摯に対応して
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いきたいというふうに考えています。ただ、議員の

質問の意図、真意はですね、きっと人は人の中でし

か育たないという心理を御指摘いただいたもんだな

というふうに感じております。そのように受けとめ

ながら村として学校の状況を俯瞰して方向性をもっ

て教育行政が進められるように、学校運営、特色あ

る教育かどうか。それから、教育効果、本当にその

規模で子どもの全体人格を効果的に育ててあげられ

ているのか。保護者の願いと地域の理解はどうなん

だろう。教育財政効果も踏まえてですね検討を続け

て対応していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：統廃合の議論というのはや

はり、ちょっとなんていうか、言い出しにくい話な

んで現実的にはね。先ほど御答弁いただきましたけ

れど、やはり保護者の皆さんの御意見とか、地域の

理解を得ながら、やはり進めていかなければならな

い問題なんですけれども、いざ村の財政的にどうな

のかということを考えていくと、やはり村や学校も

地域皆が満足できるように小学校も置きます。そし

て、集会所も年数が経ったけれども改修工事をして

お金掛けてやっていきます。なかなかそういうふう

にしてできなくなるんじゃないかという。人口は減

ってきますしね。そういう中で、あれば確かにやは

り便利ですし、あったことにこしたことはありませ

ん。でも、将来的にやはりできなくなることも想定

しながら、やはり村は考えていかなければならない

のではないのかと思うんで、あえて今回この問題に

触れさせていただきました。これ以上お話しすると

私もとんでもないことで言いそうな気がしますので

これで終わらせていただきます。 

次に２番目の公営住宅、職員住宅、教員住宅につ

いてでありますが、これあらかじめお断りしておか

なくちゃいけないのは議員の中でもいろいろな議論

があります。そういう中で、午前中、太田議員の方

から職員住宅の関係の質問でておりましたけれども、

いろいろな反対の人も、民間の力だけでいいのでは

ないかと言ういろいろな意見があると思うんで、あ

えて私も今回取り上げたのは、やはりこの村に住む

住宅がないと先ほどから随分議論され、皆さんがお

っしゃっている事の延長でしかないんですけれども、

そういう中で公営住宅と職員住宅と教員住宅にあえ

て触れさせていただきます。 

そういう中で民間の力を借りて一般住宅の確保を

目的に村が補助金を出して建設していただいて、ち

ょうど今年で３年目になります。そういう中で５万

円以上の家賃に管理費を含めるとなっていると聞い

ておりますけれども、そういう５万円以上を支払っ

て入居できる方はそんなに大勢いるとは思われませ

ん。これ私の感覚なんですけれども、そういう中で

低所得者のためにも公営住宅は必要じゃないかとい

う考えをもっております。それは計画的に建設する

というマスタープラン、去年、一昨年でしたか説明

を受けております。ただ、計画どおりに進んでいな

いのも事実だと思います。公営住宅の話は全く今の

ところもうなくなりました。話として聞いておりま

せん。そういう中で将来、福祉施設、村長の希望も

あってそういう予定をされているんですけれども、

住むところがないのに民間の例えばアパートだって

そんなにそんなに建てれる人、オーナーというのは

そんなに多くないと思うんですよ。５万円も支払っ

て入居できる人もそんなにいないと思うんで、やは

り計画的に公営住宅なり、これ職員住宅に関しては

やはり補助事業がないということで村費ということ

になるみたいですけれども、やはり計画的に考える

べきだと思います。教員住宅については、先ほど同

僚議員の質問にもありましたけれども東浦の住宅を

借りて住んでいると。そういう中で計画的に建設す

べきと考えますが村長はどうお考えかお伺いいたし

ます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきます。公営住宅に関しましては公

営住宅等長寿命化計画により計画化されており、こ

れまでにも多少のローリングがございましたけれど

も、解体、改築を進めております。 

先ほどの答弁と若干ダブるところもございますけ

れども、職員住宅に関しましては太田議員から御質

問に対する答弁もありましたように、昭和４０年代
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に建てられた住宅を政策的に空き家にしている７戸

の住宅がありますが、入居可能な物件の空き家は現

在のところ独身寮の１戸しかないというのが現状で

あります。今後の定員管理計画に基づき定年退職者

と新規採用者の数を当てはめたときに既に来年度の

採用時で３戸不足する状況にありますので、これを

直ちに解消するためには喫緊に職員住宅の建設が必

要な状況となっております。また、職員住宅につき

ましては、過去の議会の中で建設について議論がな

されてきており、持ち家を推進することを前提に職

員住宅建設をしない方向性が出されておりますけれ

ども、当時とは社会情勢も住宅需要についても変化

してきていることは議員も十分認識されておられる

と思います。 

また、新たに私が今進めようとしている高齢者介

護者の施設の建設に向けて、当然そこで働いていた

だく方々の住宅の確保も今後検討していかなければ

ならないというふうに思っております。 

また、教員住宅数に関しましては、まず、職員数

の変動ですが、浜猿払小学校の閉校もあり、この５

年間の間に最大９人減る可能性があります。しかし、

これは特別支援学級への入級者を想定しておりませ

んので、例年と同等程度の入居者であれば教員の数

は４名程度と予想されます。その予想にあたって教

員住宅の過不足の説明を続けますと現在教員住宅は

７戸の不足。そのため稚内東浦の住宅を借りたり、

取り壊し予定の住宅に入居していただいて対応して

おります。また、共働きの家庭も７件ありますこと

から、この５年間で３戸から１１戸の住宅が不足し

ます。浜鬼志別小学校の加配が１名あることから、

来年以降、最低でも４戸の増築は不足となります。

都市部均衡と違い転勤してきたときに必ず入居でき

る条件がなければなりませんし、中堅の教師を呼び

寄せるには住宅環境は大きな要素となりますため、

教員住宅につきましては来年度以降も建設をさせて

いただきたいというふうに考えております。 

住宅政策に関しましては持ち家住宅、民間賃貸住

宅補助を推進してまいりましたが、それぞれ予想を

上回る建設件数ではございますが、職員住宅及び教

職員住宅の不足を補うまでには至っていないという

のも事実でございます。いずれにしましても役場職

員などの推移を見ながら今後の建設の必要性が生じ

た段階で議員の皆様からの御意見を拝聴しながら計

画を図ってまいりたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：よく分かりました。そうい

う中でやはり、本当は役場の職員の方に持ち家を持

ってもらえれば一番いいんだろうとは思いますけれ

ども。ただ、定年になってからの仕事とかいろいろ

人生設計は皆さん個人個人お持ちだと思うんですよ。

そういう中でやはり、この村にはやはり、そんなに

仕事が多くあるというふうには思いませんし、なか

なか持ち家住宅を建てるかという、個人で建てるか

っていう事に判断なかなかできない職員の皆さんも

多いんでないかと想像できるわけです。そういう中

でやはり、これからの推移なりみながら計画的にと

いうのは、やはり本当に必要でないかなと私個人は

そう思っています。それで教員住宅につきましては、

やはりどこの学校をみても一戸建てで、やはり３部

屋くらいあって凄くそれが独身者でも住宅みたいな

感じなので、やはり勿体ないが気がするんですよね。

やはり独身者向けの教員住宅もあった方がもっとそ

ういう面では建設コストとか抑えられる部分もある

ようなと思うんですけれども、その辺どうしてああ

いう家の作りになってるのかちょっと私は分からな

いので、独身者向けってそういうアパートみたいな

感じはやはりできないのかどうか後でお伺いしたい

と思います。 

低所得者向けという公営住宅というのは、やはり

計画あったとしてもやはり進んでいかなくては、や

はり低所得者向けの対応というのはできてこないよ

うな気がするので、先ほどからその土地が空いてい

るだとか、解体してそのままだという議論も随分出

てますけれども、やはり年次計画で解体して建てる

とそういうふうにしていった方が、やはり低所得者

向けの公営住宅というのは私は必要だと思うし、や

るべきだと思っております。 

そういう部分でもう１回、教員住宅、公営住宅の

考えをもう一度お伺いしたいと思います。 
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○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君）：教員住宅の関係について

お答えさせていただきます。どうして３部屋もある

住宅に独身が住むのは勿体ないのではないかとの御

質問かと思います。きっと今までの中でいけば家族

持ちがいつくるか分からないということでの住宅の

施策だったのかなと思いますが、猿払村は独身住宅

用ということで浜鬼の方にもそういう建築をしてご

ざいます。そういう意味からすれば、そちらの方の

方向性ももてるのではないかと思いますが、私の考

えではですね、できるだけ教員は地元に住んでもら

いたいなというふうに考えています。そうなったと

きには独身住宅を各地に作るというふうになると、

そのときには家族も来られないという場合もあるの

で難しさも伴うんですが、でも今の状況、今までの

推移も含めてですね独身住宅ということも考えてこ

れからの中で生かしていければなというふうに考え

ております。補助率が５５パーセントございますの

で、そういう意味では有効な活用を展望をもって計

画的に進めていこうというふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口 豊君）：議員の質問にお答えい

たします。公営住宅の今後の計画でありますが、本

年、平成２６年度につきましては、鬼志別にて１棟

２戸、平成２７年度につきまして、鬼志別にて１棟

２戸、平成２８年度につきましては、浜鬼志別にて

１棟２戸と計画しております。その先については基

本計画にのっとってやっていきたいと思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：民間アパートも進めて、全

力で進めていただいて、そしてまた、公営住宅、ま

た、職員の方の住宅であったり、教員の住宅であっ

たり、そういうのはやはりアパートだけだと、やは

り今の公営住宅と同じような状況に、だから耐用年

数がきたら皆もう同じになってしまうという。やは

り計画的に村が公営住宅なり、そういう計画でもっ

て対応していけば、将来的にもやはりいろいろな住

宅政策なり何なりが機能するんじゃないかなと、こ

れ片方だけだとなかなか行政だけでやっても機能し

ないし、民間だけでやっても機能しないし。だから、

いい方向に向かうにはやはり両者がうまいバランス

でやはり計画的にやってくれることが一番いいと私

は考えているので、ぜひ計画があるのであれば先ほ

ど説明いただきましたけれども対応していった方が

いいんじゃないかと私は思います。 

３番目の酪農対策についてお伺いします。第一点

目ですけれども、ポロ沼地区の国営総合防災事業に

ついてでございますけれども、ポロ沼地区の防災事

業も皆さまの理解によりまして工事も大分進んでお

ります。受益者となる我々の畑も面整備、ようする

に畑に切り替わる面積も増えてきました。そこで以

前にも質問しましたけれども、そのときもあまりい

い返事いただけなかったと思うんですけれども、受

益者の負担軽減の考えはまとまったのかお伺いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきます。本村は草地型酪農の地域で

あり、安定的な経営を進めるためにも定期的な草地

整備を行うことは重要な取り組みとして私も認識し

ております。御質問にあります国営農地防災事業ポ

ロ沼地区は、平成２３年度に着手し、平成３１年度

の完成を目指しており、今年度の農地整備に係る事

業量は１００ヘクタール程度が計画されております。 

また、ポロ沼地区以外を対象に道営草地整備改良

事業シネシンコ地区も平成２４年度から平成 ２９

年度の期間で実施中で、各酪農家の草地基盤を整備

するにあたり、より負担軽減が図られる事業を選定

し現在実施しております。 

ポロ沼地区事業受益者の負担軽減対策でございま

すが、事業着手前の事業促進期成会等で事業用の土

を村有地から使用し、その売買代金を負担軽減に使

ってほしい旨の話があったことについては元村長の

方から聞いております。しかし、置き土工として必

要な土量が詳細設計後の平成２２年度で大きく減少

したことや、土の輸送距離が長く燃料費の高騰によ

る影響が大きいことから土取り場の事業地域付近へ

の変更も現在求められている状況で、さらに同程度
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の負担で道営事業を実施している農家もおりますこ

とから、このことも視野に入れて、今後は全農家を

対象とした草地整備に対しての有効な支援策を、取

りまとめ団体となる東宗谷農協など関係団体と今後

十分協議を進めて検討してまいりたいというふうに

考えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：このポロ沼の置き土の関係

でございますけれども、我々としては置き土はやは

りしてほしいという希望は、随分面積的には多いん

です。でも予算の関係からその国の考えなりからや

はり置き土の面積が減ったということもあって、な

かなか土地の嵩上げをして排水をよくしようという

考えだったんですけども、なかなかそこまでの予算

が置き土をやると多額といいますか、相当な額にな

るもんですから、やはりその辺が予算からというか

想定から外されてしまったというのは現実ではない

のかなと思うんです。けれどもそういう中で受益者

だけではなくて皆の負担軽減も含めて東宗谷農業協

同組合とも協議するということなので、皆さんと一

緒に協議するっていうのは大事なことだと思うんで

すけれども、これいつ頃まで、期限がないとなかな

か、今度私が質問しないとまた進まないというよう

な事になっても困りますので、ある程度のその時期

はどのくらいでそういう支援対策なりなんなり結論

として出せるのかちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：坂本産業課長。 

○産業課長（坂本秀喜君）：御質問にお答えします。

村の調べではありませんけれども宗谷総合振興局の

調査の中では、年間の草地整備量、補助事業を使っ

ての草地整備を含めてでありますけれども、管内全

体で約４．３パーセントの草地整備しか行われてい

ないということで、私より金子議員の方がより詳し

く御存知だと思いますけれど、草地については大体

１０年から１５年、長くても１５年ぐらいに更新を

しなければ牛の趣向性、栄養分等々の弊害が出ると

いうふうに僕らも抑えております。今回、御質問に

ありましたポロ沼地区は  ３１年まで、道営草地

については２９年まで、というまだまだ経営するう

えでは長いスパンでの取り組みが必要だというふう

に思っていますので、今、私達が考えているのは中

山間制度、中山間直接交付金のあり方が２６年度で

一度、２６年度を期限に新たなものになりそうだ、

という推移をみながら農協と協議をして草地整備の

推進率をいくらかでも高められるようなものにして

いきたいというふうに考えております。２０年ほど

前には種子の補助ですとか、タンカルという石灰成

分の補助制度も行っておりました。なかなか時代の

流れの中で受益者に使われなくなりそのまま廃止に

なったという経過もありますので、その辺について

は農協としっかり協議をしながら先ほど言いました

中山間の推移もみながら、なるべく早く進めていき

たいというふうに思っておりますのでよろしくお願

いします。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：坂本課長が言われたように

ある年数が来れば草はもう栄養価が無くなる。ただ、

坂本課長が言ったように１０年とか１５年くらいま

でもつ草はほとんどありません。やはり １０年以

内です。草地更新していかなかったら栄養価は保て

ません。やはり結構既存の土地に関しても草地改良

は頻繁に行っていかないと、栄養価を保って牛が安

心して食べられる草ってのはなかなかなってこない

というのが現実だと思います。そういう中で農協も

含め中山間のこれから２６年度で一応落ち着いて次

年度あたりからいろいろな考え方はもう出てくると

いうことなので、そういうのを含めて分かった時点

でやはり早々と対応をしていただきたいと思います。 

２番目でございます。酪農ヘルパーですけれども、

これ皆さんほとんど知らなかったと思うんですけれ

ども、猿払酪農ヘルパーは危機的な状況にあります。

最大７名のスタッフがいたこともあるんですけれど

も現在は４名です。１名の方は秋に浅茅野に入植す

る予定になっておりますので３名になってしまいま

す。ちなみに来年の話をしますと、来年の３月にな

りますと１人のヘルパーの方が奥さんの実家の方の

入植希望でまた退職します。だから今の新規が入ら

なければ２名になってしまうという現状になってお
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ります。それでアベノミクスの影響もあり建設業も

同じ悩みで随分もっているようなんですけれども、

やはりなかなかこういう仕事には募集しても電話も

ないというそういう状況になっているようです。う

ちらのヘルパー組合も随分募集には力を入れてやっ

ているんですけれども、やはり全然連絡もこなくな

ってしまうと、ちょっと２・３年前からの状況とは

がらっと変わってしまったという状況にあります。

だからヘルパー組合も一生懸命努力してそういうふ

うにしているんですけれども、ここでやはり村長も

副村長皆さんそうなんですけれども、やはり出る機

会がありましたらやはりそういうことも酪農ヘルパ

ーもＰＲをしていただきたいと思っております。 

これが１点と、この酪農ヘルパー組合に対して村

の支援が今、予算ベースで９０万になっております。

他の市町村と額を比較対比しても非常にやはり低い

数字です。このことについてどう考えてるか２点。

そのＰＲの部分とこのヘルパー組合に対する支援の

額が低いということをお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。猿払村酪農ヘル

パー組合は平成２５年度の稼働実績が１９２４日と

なっており、村内酪農家の休日確保と怪我などの緊

急時のサポートとして、私もとても重要な役割を果

たしているというふうに認識をしております。今年

４月に開催されたヘルパー組合の定期総会において

も専任のヘルパー職員の退職など人員の確保に対し

て厳しい状況であるということを聞いております。

そのことから議員もＰＲ活動ということでお話をさ

れておりましたので、今年 １１月札幌市で開催さ

れる新農業人フェアに参加し猿払村のＰＲとあわせ

て新規就農希望者やヘルパーに興味を持つ人の掘り

起こしを行ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

また、ヘルパー組合に対する支援としては議員御

承知のとおり村から９０万円の運営費補助を支出し

ているほか、中山間集落推進協議会から  ２７０

万円が支出されております。他市町と金額の比較で

はすべて中山間協議会から支出の自治体や逆にすべ

て自治体負担などそれぞれであるのが実態です。村

としましても引き続き中山間地域直接支払制度の推

移をみながら、今後ヘルパー組合と十分この運営費

補助について協議をしてまいりたいというふうに考

えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：ぜひ１１月の酪農人フェア

というところで、ぜひＰＲをお願いしたいと思いま

す。ちょっと気になったんですけれども、ヘルパー

組合に対する支援で中山間の話しが出てるんですけ

れども、これ中山間って村の予算なんですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：中山間事業の中身について

は国が２分の１、道が４分の１、市町村負担が４分

の１という形の中で支出をしております。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：なんでこういう言い方をす

るかというと、これ村の支援というのは中山間に支

払い４分の１していると、草地の負担軽減の話しも

そうなんですけれど、だからそこでということなん

ですか。ということは、村の支援とか当然酪農関係

にすれば、そちらの方ですべてまかなってください

と、とにかく村は話としてまとめることには協力し

ますけど、お金の方はそっちの方で対応してくださ

いということなのかな。村が直接予算化して出して

る金は９０万と中山間というのはいろいろなことを

やってる事業なんで、中山間という組織は、会長さ

んも別におられますし役員さんもおられると思うん

だけれども、そういう中で村は窓口にはなっている

と。それは間違いありませんけれども、そういう部

分でなんていうかフォローする団体でしたっけ、私

は認識違うんですよ。中山間というのは独自の考え

をもってやっている部分、会長はじめ役員さんでや

ってると思うんで、そういう村の足りない部分のフ

ォローをするのは中山間の事業ではないと理解して

るんですけれども違いますか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：中山間支払制度の部分につ

いては村の方から４分の１を出しているという部分
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で、出しているからすべてそこで出している部分に

ついては他の諸団体の方に出してくれというふうに

は決して私も思っておりません。その中で推移をみ

たいという部分については、平成２６年度で一つの

中山間事業の３か年の区切りが終わりますので、２

７年度以降どのような中山間の支払制度直接交付金

がなるのかという部分がまだ明白になっておりませ

んので、その推移を見定めていただきながら今後進

めていきたいというふうに言ったつもりでいるんで

すけれども。ただ、その制度がまた２７年、２８年、

２９年と続けば、また、いろいろな形で補助金の対

象に、交付金の対象になると思いますけども、そち

らの方と対応を考えながら進めていきたいと。です

から村が村道の維持補修いろいろな農道、維持補修

の部分について村ができないからすべて中山間の共

同取り組み事業の中でやってくださいよというふう

には決して私も思ってはおりません。村でやるもの

については村でやりますし、中山間の共同事業取り

組みの中でやっていただきたいものについてはやっ

ていただくというふうに考えております。すべて中

山間の方にお任せという形では決して考えておりま

せんので、申し添えたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：村の組織かのようなそうい

う雰囲気のお話の仕方もあったもんで。ちなみに参

考までにあれなんですけれども、今、村が９０万出

しております。予算からね。ヘルパー組合に対して。

中山間から先ほど村長もお話しになりましたけれど

２７０万、農協が２００万これで運営しています。

ただ、この中山間、村が９０万、本当は１８０万を

村が予算でみて支払いを昔はしていました。たいへ

ん村も苦しい中だったんで、中山間に置きかえてと

いう話しで中山間ではじめて９０万。それで、年度

途中でやはり人が増えたりするんで２７０万まで上

がったと思うんですけれども、やはりそうなれば村

も例えばね、同じ額くらいにするとか、やはりした

方がいいんじゃないかなと思うんです。ちなみに稚

内ヘルパー組合には、稚内市８３０万出しておりま

す。沼川ヘルパー組合には８６０万出しております。

豊富ヘルパー組合は９００万。南宗谷、枝幸ですけ

れども、この組合には４５０万。中頓別はヘルパー

組合に２８５万。浜頓はゼロです。こういう状況に

他の市町村はなっております。それからしてもやは

り第１次産業を、特に農業に対する１番人の確保な

り新規就農をするにあたっての人材育成難する場所

っていうのは、ヘルパーが一番大事なところだと思

うんで、やはりこの辺に村も支援の仕方なり額なり

やはり考えていっていただきたいと思います。答弁

はいいんで、来年度の予算に反映されることを期待

しております。 

３番目に、後継者対策ですけれども、農業団体含

め、ＪＡ含め、現在、ＴＰＰ、農協改革など大変厳

しい農業状況にあります。村に戻ってきて酪農をし

ようとする若者は大切で、また、大切に村としても

考えてほしいと思います。個人的な考えなんですけ

れども、どこの時期にするかっていうのは意味があ

りまして、帰ってきてすぐの時期がいいのか、親か

ら経営移譲を受けた時点がいいのか、協議する必要

はあると思うんですけれども、私個人の考えでは牛

２頭、初任牛になるんですけれども、大体春先だと

やはり１００万越します。１頭５５万とかなります

から１００万以上を超えるんですけれども、そうい

う頑張れやっという意味で牛２頭を贈るという政策

何かはどうなのかなと思って質問します。また、商

工との関係、漁協との後継者との関係とかいろいろ

あるんですけれども、農業っていうのは特殊という

か３６５日やはり生き物を扱っている、休みがない

という特殊事情もあります。そういう中でやはりこ

ういう厳しい農業情勢の中、頑張れやという意味も

込めてこういう対策、後継者対策を打ってもいいん

じゃないかと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。村内の酪農家へ

の後継者の状況を調べていただきました。６０歳以

上の経営体が１９あるうちの１６経営体に後継者が

おり、ほかに在学中が１名という安定した経営が維

持されていくものと認識しております。御質問の後

継者対策につきましては、新規就農者誘致条例にあ



  －27－ 

ります営農環境整備などと同様な内容でこれから早

急に検討させていきたいというふうに思います。そ

の部分が議員御提案の牛現物補助がいいのか、現金

補助がいいのか等も含めてですね今年度より東宗谷

農業協同組合が行う担い手対策事業と内容協議をし

て進めてまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：やはりこれだけ厳しく政府

からも、ＴＰＰ、また、農業改革など農業がターゲ

ットになっているようなそういう政策も出ておりま

すけれども、そういう中でやはり若者が希望を持っ

て、よし頑張るぞという気持ちが持てるような対策、

そういう協議をしてもらえそうなんですごく安心し

ました。ぜひ、進めていって、早めに、その６０歳

以上の人手１９人いるうち１６戸に後継者がいるな

んてことは他の市町村ではないと思うんで、ぜひ、

定着できるように村も支援をお願いしたいと思いま

す。 

これで私の質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（山須田清一君）：ここで２時３０分まで休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１４分 

再開 午後 ２時３０分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君）：質問は４点程ありますが、

一番先にごみ収集についてということで質問を開始

させていただきます。先月５月連休明け頃からです

ね。ゴミステーションに取り残されて収集されない

燃えるごみ。また、分別が非常に悪い燃やせないご

み。また、リサイクルごみ。これらが急に増え始め

ました。私も地域の中におりまして、あちこちから

電話をいただいて、中を除いて見ました。ずっしり

と重い燃えるごみの袋。明らかに中に生ごみが入っ

ている状況。また、ペットボトルの蓋も外側のシー

ルもついている。そんなような物が混在してあるも

のもかなりあります。前からなかなか分別がうまく

いっていないという感じはあったんですけれど、し

かし、最初はどうしたんだろうというような気がい

たしておりました。しかし、ちょっと考えてみると

これがやはり本来の姿で、やはりきちっと分別して

もらって出してもらうと。これは皆さん方の協力に

お願いするしかないわけですが、よしこれはやはり

協力しないと、今やらないとだめだなと私も思いま

す。辛抱強く待ってですね、出した方に持って帰っ

てもらって、やはりきっちり分別、仕分けをして、

また、持って来ていただくと。自主的に持って来て

いただく。そういうふうに仕向けない限りはだめだ

なと。そんなんで少し考えました。担当の小林課長

さんにもまた、そういう決断をして、やはりこれを

やるということは大変勇気の要ることだと思いまし

た。決断しました村、また、担当部署、それから、

また、このごみを実際に運んでいるスタッフの方々

のやはり心労はかなりあったのではないかなと思い

ましたし、私もやはり地域で皆が協力できるところ

で、やはりみんなが協力してやっていかないとこの

ごみがいつまでもこういう状態では、やはりコスト

も掛かったりですね、施設とかそういう機械類に相

当負担が掛かっているのではないのかな。本来のご

みの施策とはほど遠いものだろうとそんなふうに思

いまして、本当に担当部署の方々は大変な思いをし

ながらやっていただいたのではないかなと、最近の

村の行政の中で本当に覚悟がいったことだなと思い

まして、私からは賞賛する限りです。 

やはり人が生きるためには水は欠かせないことで

あります。また、生活をすると汚水が出ます。また、

物の消費に伴いまして現代の社会では廃棄物。いろ

いろな廃棄物が出ます。汚水を処理する。また、廃

棄物にリサイクルする。資源を再生する。環境を維

持していく。これが現代社会の大きな課題であって、

これはやはり継続的に続けていかなければ人間生活

の方が成り立っていかない。そういう中でやはり一

番の課題はこういうことがきちっとできていくとい
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う住民皆が協力してやっていくことが一番の課題で

あります。 

そこで何点か諸問題がまだ少しずつあるんではな

いのかなということで、やはり今、ごみが皆さん方、

村民の関心になっているというときにですね、やは

りいろいろと何点かについてお尋ねをしたいと思い

ます。 

まず１点目、生ごみの専用の袋。 

非常に材質的なものでありますし、これ猿払村だ

けで使ってるわけではありません。南宗谷に参画し

ている４町村がすべてこれを使っているわけでござ

いますが、私も他の町へ行くこともあります。他の

町ではそこそこのいろいろな考え方だと思うんです

が、やはり水切りと密閉蓋のついているものを使用

して、それを、ゴミステーションまで持って行って

回収車がそこから回収をしていって、入れ物をステ

ーションに戻していく。そのような方法をとってい

るところもあります。私も実際、商売は１日に１５

リットルの生ごみの袋を一つないし二つくらい夜に

なると毎日使っておりますけれども、これはやはり

事業者も村内には何軒かあります。また、家庭でも

ですねやはり少し家族の多いところ、あるいは人を

使っているところ、それからやはりお年寄りの一人

世帯、大中小のごみで分かれてると思いますが、こ

の生ごみの袋と他の方法はないかということで、ど

のような形で今現在考えておられるのかまず一点目

質問いたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。現在、村民の皆

様に御使用いただいております生ごみの袋は、平成

１５年４月１日より御使用いただいております。南

宗谷衛生施設組合構成４町村で使用しているもので、

ごみの減量化を目指し堆肥としてリサイクルするた

め、地中や水中微生物による分解がしやすいでんぷ

ん質の素材でできているものを選定し御利用いただ

いております。確かに議員が言われるとおり古くな

ってくるとその素材の性質から、劣化による強度が

薄れてくることも確かでありますが、買い溜め等を

控えていただき水分調整も工夫を凝らしていただき

ながらごみの分別、減量化に御理解をいただきたい

というふうに思っております。また、この生ごみの

袋につきましては、厚さ０．０２５というふうにな

っております。これ以上厚くしますとこの袋を破袋

しないで堆肥化をするものですから、この袋がある

程度溶けやすい状況、厚さということも勘案をして、

当時この４町村、それと当時の３業者での調整を含

めて、この袋の大きさ厚さにさせていただきました。 

また、他の方法はないかというような質問でござ

いますけれども、これは一例でございますけれども、

ある町ではポリバケツを用意して転入してこられた

方やそういう方々に１５００円程度のポリバケツを

ですね５００円程度で提供して、そのバケツに名前

を記入し誰もがわかるようにしてゴミステーション

に出しているという自治体もあります。これはごみ

袋を使用しない場合の一例でございますけれども、

このような処理の方法も含めて今後４町村の中で、

まず事務的レベルで検討していただきながらそのい

い方法を今後検討していっていただけるように要望

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）：今は生ごみの袋のままでい

くということで今後は検討の余地もあるかなと思い

ますが、折角今こういう機会でございますので、そ

ういう他の町村で使っているような蓋も取り扱う事

も今後検討していただきたいなと思います。 

それと今も村長さんの答弁にありましたけれども、

生ごみは一体どのように再生しているのかというこ

とで、再生するということは肥料として発酵させて

肥料として使って再生をさしているということです

が、その肥料についてさっぱり私も、そうですね南

宗谷さんでできてきた肥料がですね猿払村の中でど

こかで使われているところがあるのだろうか。ある

いは私も大分前に富良野市を１回視察をいたしまし

たら、そこはかなりお金をかけて段ボールくずなど、

あるいはその廃材のくずだとかそういうのはこんな

真ん丸にして公共施設の燃料に使っている。そうい

うかなり進んだ自治体の一つでございますが、生ご

みを各家庭から集めていただいて、そしてそれをや

はり果樹の栽培、あるいは野菜農家さんもかなり多
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い訳ですから、そこに年間１戸の農家で４トン車１

台とか、そしてまた農家は農家で生糞を農家から買

い付けいたしまして、あわせて自前の肥料を使って

やっているということも視察をしたときに教えてい

ただきました。そして各家庭から皆さん方から年間

をとおして生ごみを提供いただいているということ

で、各家庭で希望される家庭には、生ごみでできた

その堆肥をやはり家庭菜園をやっているとかそうい

うところには必ず一袋ずつ無料でお配りをしている。

私も視察した段階ではそういう勉強させていただき

ました。その辺は今どういうふうになっているのか

お聞きしたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：生ごみにつきましては現在

堆肥化をしております。この部分につきましては堆

肥化した肥料として、これは肥料法で南宗谷で南宗

谷一号というたしか商標登録をして肥料を作ってい

ると思います。その部分につきましてできた肥料に

ついては、構成町村ですべて分けて、猿払ですとこ

ういうきちっと南宗で作った袋に入れまして必要な

方についてはということできちっと周知をして各家

庭で家庭菜園等で使っていただいております。現実

問題私の母親も利用をさせていただいております。

それと今までの状況でございますけれども、今議員

が視察に行ってきた燃料等についてはたぶんペレッ

トの状況なんだろうというふうに思っております。

肥料の部分につきましては、当初この生ごみを堆肥

化するという部分についてどういうような形で利用

していったらいいだろうということで、南宗谷の中

でもいろいろ検討してきた経過もございます。それ

とこの肥料の使い方について仁木町ですとか余市町

の果樹園等に使っていただけないかということで打

診をした経過もございます。果樹園農家については、

どんな肥料、どんな生ごみが入っているか、きちっ

となかなか把握できないという部分で、なかなか果

樹の肥料としては非常に難しいということで当時お

断りをされたという経過もございます。その中で構

成町村の中で一般家庭の方に還元をし、いろいろな

畑や花壇等に使っていただいた方がいいんじゃない

かという形の中で現状に至っているというふうに認

識をしております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：家に家庭菜園がないもので

すから村の広報の中でも余りそういうＰＲはなかっ

たのかな見落としていたのかなと。ただそういう方

法で村民にやはり還元をして周知をして、そしてま

た次に生ごみをきちんと出していただくというその

一つをやはり今後もぜひ継続していかなければいけ

ないことですし、ぜひともこれは出していただく村

民の方々にやはりきちっとしたものを伝えていかな

ければいけないのではないのかなそんなふうに考え

ております。 

その生ごみの分類につきまして、先日ごみのいろ

いろまた改めてこれすぐ出して頂いたのですが、魚

骨の分類、そうしたら生ごみじゃなくて、骨の硬い

物、それから物体の大きいものについては堆肥化に

はならない。燃えるごみの方に新聞紙にくるんで入

れてくれと。しかし、それはまた個人個人のいろい

ろな判断があるようでございまして、こういうこと

が非常に何ていうんですか。大きい骨はこちらです。

細かい骨は生ごみです。というのがいつか多分、最

初はちゃんときちっとしてたと思うんですけれど、

いつからか今度大きい骨の方に細かい骨もあるいは

身っこのついた方も一緒に混じっていてそれが常態

化してきたというのが、私今の燃えるごみの中に生

ごみが混入しているという実態の原因の一つではな

いかなとそんなふうに思うところでございます。生

ゴミに対してこの魚骨の分類というのをもう少し、

これは猿払村だけで判断することができないですけ

れど、これもう少し担当の人方で充分に協議をして

いただいて結論を出していただきたいなと思います

が、取り組み課題についてお聞きをいたしたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。このごみの分別

収集につきましては、当時私が担当係長として取り

進めさせていただきたいこともありますので、御説
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明をさせていただきたいというふうに思います。議

員が言われるとおり魚の骨等の分類は個々の判断等

で多少現在困惑されているんだろうなというふうに

思っております。これも南宗谷衛生施設組合構成４

町村で決められたことでございまして、サンマやサ

バ等の小魚の骨等は生ごみで、サケやブリ等の魚の

３枚おろし等したものをそのまま出そうとするとき

につきましては、燃やせるごみの専用袋に入れて出

していただきたいというふうに思っております。燃

やせるごみに生ごみが混入する要因になるのではな

いかという御意見でございますけれども、確かに現

在、時期的にですね山菜のフキの皮や筍の皮、カニ

の殻、サケや手羽先等の骨は分解に掛かるコスト等

を計算した上で、生ごみではなく燃やせるごみとし

て当初から分類がされたものというふうに理解をし

ております。そういう状況を把握しますと確かに生

ごみが燃やせるごみと一つの袋の中に納まることに

なりますが、本来は生ごみとして堆肥等にリサイク

ルできれば良いのですが、現在の施設の対応として

はこのような分類が最も効率の良い方法として構成

４町村で決定されたことでございますので、改めて

御理解をお願いしたいと存じます。ただ、今後、機

会をみながらですね、これらの分別つきまして構成

４町村の住民の皆さんがより分かりやすい分別の方

法について実務者レベルで検討してもらえるように

改めて要望し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）：今の施設の問題もあります

から、やはり今はこのままでやっていくしかないと

そういうふうに思います。３年ほど前に連合自治会

の関係で美深町で研修することがありました。そう

したら名寄市、下川町と３市町で組合をつくりまし

て、生ごみについては炭化ごみとして新日鉄さんの

方に送っているというお話を伺いました。あと紙で

すか。子供さん方の紙おむつですとか女性用に使う

そういうものにつきましては、また別にきっちり集

めて、そういうものは道営飼料さんとかそういうと

ころへ送られて、そして燃やす焼却の施設がないと

いうふうに聞きました。私もそんな焼却施設のない、

そうしたら残りのごみは徹底的に、猿払村もかなり

細かく分別しておりますが、どうしても分別が不可

能なものについてだけ最後に埋め立て処理をしてい

るんだとそのようなところも見てまいりました。ま

た、先日訪問した岩手県の葛巻町では堆肥を発酵し

て、北の大地さんで設置したような、堆肥を発酵さ

せてガスを発生させて活用する。そうしたらそれに

生ごみも入れるような仕組みを最初からこしらえて、

町内で回収している生ごみを堆肥と一緒に発酵層に

入れてそれをガスで発電をして売電をしている。そ

れを実際に見てまいりましたので、今後やはりごみ

の処理の方法もですね、どこかでやはり次の世代に

向けたそういうものを考えていくときに、ぜひとお

らなければならない道だと思いますので、その辺は

今後いろいろ勉強する機会をつくってそういうとき

に備えていったらいいのではないかとそんなふうに

思うところでございます。 

３番目、さるふつ公園内にごみの回収箱がないと

いうお客さんがおりました。お客さんは猿払村に何

日も滞在している方で、そういう要望がありました。

設置すべきりではないのかなと思いますがどうでし

ょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。過去には、さる

ふつ公園にも金属製のごみ回収かごを設置しており

ましたが、道の駅の利用者以外の人たちが家庭ごみ

を道の駅のごみ回収施設に不法投棄していくような

ことがだんだんと恒常的に行われるようになり、一

斉に道の駅ではごみ回収箱の設置をやめた経緯があ

ります。現在、さるふつ公園内施設のキャンプ場利

用者について、受け付けの際に指定のごみ袋を渡し

それを退去後に改修するなどして公園内の環境衛生

と利用者への利便性を図っております。また、昨年

度、道の駅管理棟横の既存のごみ回収箱の横にごみ

ステーション一基を設置して対応を図っております

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：公園利用者にごみの袋を配

ってそういう形で御指導いただいている。そういう
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ことであればそういう施策をやはりきちっと今後も

徹底的に続けていかないとそれが不法投棄の原因に

なるんだと。ただ一つ言っておきたいんですけども、

かつては、例えば東浦の国道の駐車場といいますか、

そういう休めるところがありますよね、そういうと

ころにはずっとごみかごがいつも置いてありました。

たぶんあそこもあまり入ったことないんですけれど

も、猿骨のシェルターの中にもごみを入れるところ

もあったと思います。あるときを境にして全部一斉

に取ってしまいました。それは、集中的に私どもの

前だったりいろいろなところへ来た時期がありまし

た。それはなぜかというとごみ袋が有料になったか

らです。それと分別ができたからです。ちょうど村

長さんが当時担当していた平成１５年頃ごみの分別

が始まって料金が掛かるようになった。開発さんは

一斉に全部取っちゃいました。それはそれで一つの

時代の流れですからそれからまた皆さんもそれぞれ

に学習をして、今だいぶいい環境になってきのたの

ではないかなとそんなふうに考えております。 

次に役場内に専用ゴミ袋がある。これ、私も２年

前か３年前、お墓の方でいろいろと住民課の方に相

談をしていたら、この袋に入れてなげてくださいと

始めてその時点で知りました。これですね、役場の

中だけ専用ごみがある自体がおかしいんじゃないか

なと。職員さんはなんでも入れてね、何か事業があ

っても燃える物も燃えない物もあわせて入れてなげ

ているのかなそんなふうに思いますがこの件につい

てどうでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。現在、役場始め

保健福祉総合センター、病院、保育所等公共施設に

おいて燃やせるごみ用に一般の燃やせるごみ専用袋

より安い価格で作成しているごみ袋を使用して公共

施設での専用袋の経費節減を図っております。また、

生ごみやペットボトルなどの資源ごみについてもそ

れぞれ分別して市販のごみ袋を用いてゴミの分別を

して出しておりますので、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）：私どこがコストが安いのか

分かりません。安いごみ袋作ったって何円かの違い

でしょ。ただ私は意識の問題として村民さんにはそ

れぞれ皆さんお金を払って買ってもらっているわけ

ですよね。そこを使うかで年間のごみの量、出るご

みの量も把握できるだろうし、余りたくさん出てく

るとやはり場所によっては今回の生ごみのように持

っていかれないものも当然出てくる。公平にやると

いうことになれば。別にコストに関係ないでしょ。

どうですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：この専用袋でのごみの収集、

回収、分別を始めたときについては、各役場も含め

て公共施設も燃やせるごみ、燃やせないごみ、カン、

ビンそれぞれの専用袋を使用しておりました。ただ、

こういう公共施設いろいろな人が出入りする中でご

みの量がやはり一般家庭より大量に出るということ

で同じ厚さのごみ袋、高いごみ袋を使っているとそ

の部分村の方の支出も多くなるから役場として薄い

ある程度自分たちで分別ができる薄いごみ袋作ろう

ということで、そこの袋の中には燃やせるごみも燃

やせないごみも全部混在して入れているわけではな

くて、燃やせるごみは燃やせるごみ、燃やせないご

みは燃やせないごみという形の中できちっと分けた

中で排出をしてるという状況でございます。ただ、

一般家庭と同じようなごみ袋を使ってしまいますと、

役場の方の支出額が多くなってしまうという状況で、

今現在公共施設では灰色の薄いゴミ袋を作って使用

させていただいてるという状況でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：私は別に作る必要があるの

かな、一緒の袋でちゃんときっちり９種類ですか。

そういう形で分別をして出すと。して、掛かったコ

ストにつきましては当然やはり村という公共の施策

ですから、それについてはやはり使った枚数ぐらい

はきっちり把握をしておいて、当然南宗谷さんの

（聴取不可）にかければ、その分当然負担はしなき

ゃいけないわけですから、ごみ袋がコストが安いと

いう問題ではないような気がします。今ここで議論

してもですね結論出ませんので。 
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次にごみ袋の料金の値上げ。来年１０月に消費税

も上がる。それにあわせて実施をするということで

この年度末の少し前にそういう文書が村民のところ

にきました。そうしたら、今生ごみのお話を先にし

ましたけれども、猿払村は他の町村よりも燃えるご

みの量が他の町村の倍もあるんだと、そして生ごみ

の出方が少ないんだということは前課長さんからも、

伊藤課長さんの時代もちょっと聞いたことがあるか

どうか分かりませんけれどもこうやって減ってきた。

それとやはりリサイクルをきっちり敢行するために、

ごみの袋の料金というのをただ消費税１０パーセン

トになるから上げるんじゃなくて、どういう性格で

皆さん方から徴収すべきかということを念頭にふま

えて、私ごみ袋の料金を決めていけばいいのではな

いのかなというそんな提案です。実際、前回の値上

げのときにかなり大量に買い込んだ人もおりました

し、そして、やはり他町村から猿払村に引っ越して

きた人はすぐ次の日から料金の上がったものを同じ

ゴミステーションに入ってるんですけれど、後から

転入してきて燃えるごみ燃やせるごみを出した人は

１０枚入ってますから５００円ですよね。買い溜め

した人はしばらく前の価格のまま。それが私はね公

共料金というのはある程度皆さんが公平に負担して

るものだというふうに思うわけですよ。そういうこ

とも含めましてね、今分別ということを重点に置い

た中でね、ごみ袋の料金もそして分別によって生じ

たね、分別するということは資源ごみに回収されて

いますよね、それを多少ともやはりできた物を売っ

ているわけですよ。収入微々たるものかもしれませ

ん。ですけれどそれをまた手間と暇もかけてますけ

れど多少村民にね皆さんに協力いただいてるってこ

とで還元するそういうごみ袋の政策もあってもいい

のではないか。ですけれど、どうしてもやはり燃や

してしまわないといけない、あるいは埋め立てしな

きゃいけない、どうしてもそれはまたコストはやは

り掛かっていくと思うんですよ。もう少し値上げす

るとか。どうですかそういう考え方は。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。現在、消費税は

本年４月より８パーセントとなっており、これが来

年１０月ごろには１０パーセントまで引き上げられ

ることが予想されます。現在の各種ごみ専用袋の仕

入れ価格は条例で設定している販売価格を下回って

いるものの、今後、原材料の値上げ等により販売価

格の見直しをしなければならないような状況になる

ことが十分予想されると思います。その地点で今議

員が言われるように、ただ燃やす経費、又は最終処

分場の延命を図るための燃やせないごみの減量化を

図るため、リサイクルして新たな資源を生むものの

分別の推進も積極的に取り組んでもらえるような方

法を考え、それぞれの料金の見直しも考えていかな

ければならないと考えております。そのためにはご

み分別収集が始まってから１６年ほどが経ちました。

思い切った対策、例えば資源ゴミ袋の無料化をする

などの対策も有効な分別推進策につながり南宗谷衛

生施設組合の負担金の減少や、最終処分場の延命に

もつながるものと考えておりますので、今後そうい

う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）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：次の質問に移ります。村の

公用車についてお尋ねをしたいと思います。ここに

も書いてありますが、本年度は消防司令車が更新の

予定であるということで３月の予算に載っておりま

す。当然、防災時、緊急時には司令塔としてなる。

ですからやはりどこの道でも、あるいは天候にも左

右されないで目的地なり指令車としての使命をたた

えるためのそういう車でなければいけない。ただで

すね、平時ってのはやはりこう何もないときですか

ら。やはりコストはどうなんだろう、そしてまたエ

コというのですか、それはどうなんだろう。こうい

うこともですね、やはり考えてやっていって、また、

防災、緊急時にはやはりある程度そういう能力を発

揮できる。右か左かのお話なんですが、当然そうい

うことは計算上に十二分に入っていると思います。

ただし、消防の指令車も約２０年以上、先日資料を

いただきましたら２０年以上経っている。それに近

いのが病院の院長先生の乗って歩く車であったり。

それから考えてみますと村のこの今この本体の中に
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そのような今緊急車両となり得るような大きな、そ

してどこでも行ける車はあるのだろうかと。そした

らパトロール車と水道というのですか下水道ですか。

そっちの方にあるっきりでね。それも普段ある程度

防災パトロールだとか仕事に使っていると。そうい

ったような車両でありますんでね。先日、村長さん

と南宗谷議会で一緒になったらハイブリットを乗っ

ておりましたけれども。やはり平時はいろいろなと

ころで使っていただきたいと思うんですが、村長さ

んの公用車であってもいいと思うんですが、やはり

緊急時あるいはそういう防災の時に、そういう役に

立つ車両が役場の中に少ないのではないのかなとそ

んな気がいたします。村長さんに今後どのような形

で入れ替えする考え方なのかお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。村の公用車車両

につきましては、車両管理計画に基づき更新を計画

しているところでございますけれども、基本的には

使用可能な状態であり修理が可能な車両については

継続して使用する方針であります。 

今年度、購入いたします消防司令車等の特殊車両

につきましては、仮装等もありますことから発注か

ら納車までに長い時間を要しますので、定期点検等

で車体や動力系統の状態を見極めながら更新年度を

設定しておりますし、購入する際には低コストはも

ちろんでありますし、村も推進しておりますエコ運

動の観点から今後エコ車両の導入についても検討し

てまいりたいというふうに思います。また、ＲＶ車

等につきましては、現在、建設課の方と産業課の方

に１台ずつございます。そういう車高の高い車両も

今後必要だろうというふうに考えておりますので、

そういうことも視野に入れながら今後検討してまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：村長さんから言われた緊急

車両につきましてそういう提案を申し上げたいと思

いました。村長さんもそのような方針であるという

ことでございます。ただ、もう一つ付け加えたいの

ですが陸運局ナンバー。軽自動車は猿払村は少ない。

今４ＷＤでもかなり性能が良く長期間こなしてもい

いと。やはり車検のコストだとか、税金のコストだ

とか、取得税のコストというのも今は非常に、それ

とハイブリッドといいますか村内だけ走るぐらいの

車であれば、そういう車両も今使用している車の中

ではあるそういうふうに置き換えもできる物もたく

さんあるんではないかとそんなふうに思いますので、

答弁はいりませんがそういう形で今後お考えをいた

だければありがたいなと。 

次３番目の質問に入りたいと思います。私の前の

皆さん方もいろいろと鬼志別市街地といいますか猿

払全体をとおして住宅ですとか公営住宅とかいろい

ろ質問していましたけれどこの私も似たような質問

なんです。ただ、私、少し過去を検証したいと。現

在、鬼志別市街地の形成についてということなんで

すが、鬼志別川の切り替えによる流域の面積。旧国

鉄鬼志別駅構内、そして当然稚内の方から汽車が来

る途中で複線になっていますよね。それが駅を挟ん

で、また、浜頓別方面に行くところで複線にもなっ

ていたし、それから貨物の引き込みもあったり、向

かい側にはかなり（聴取不可）。まだ小学校高学年

か中学生の始めの頃にはありましたから相当な面積

があったのではないのかな。ですけれど、今その川

に切り替えしてそこはもう川ですよね。そして、そ

こから旧河川それを埋め戻ししましたね。どのくら

いの違いがありますかね。数字を客観的に出してい

ただければいいです。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口 豊君）：ただいまの御質問につ

いてお答えさせていただきます。鬼志別川の改修に

つきましては、稚内建設管理部が所管する二級河川

でありまして、確認しましたところ平成４年から平

成７年の４年間で行っておりました。現況河川の拡

幅をすると市街地の計画に影響があるとのことで河

川を迂回させ改修しております。旧河川の敷地につ

きましては、約３万３７００平方メートル。新河川

につきましては、約４万平方メートルでその差約７

３００平方メートルの増となっております。また、

旧河川の埋め立てた面積、川の流れていた部分の土
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を埋め戻した部分は１万平方メートルと聞いており

ます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：前にも質問をしたことがあ

りますが、旧鬼志別川を埋め立てた面積は１万平方

メートルと。河川だった頃は、堤防も含めて３万３

７００平方メートル。新しい方は堤防も含めて４万

平方メートル。今は新しい河川は４万平方メートル

で旧鬼志別川が３万３７００平方メートルあったう

ちの１万平方メートルを埋め立てて、今は１万平方

メートルしかないということですね。そういう認識

でいいですか。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口 豊君）：ただいまの質問にお答

えさせていただきます。１万平方メートルと申し上

げましたのは旧河川の敷地の内の川が流れていた、

水が流れていた部分の埋め立てをした部分の面積で

あります。 

以上でよろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：水が流れてて埋めた部分。

そこは何か後でいろいろ質問等でもお話を聞きまし

たら下にそれぞれの排水のパイプが入っていて、最

終的には利用できない売却もできない場所だとそう

いうふうに認識をいたしております。それ以外につ

いてはほしい方、隣接するところにだいたい整理を

されたように、また地権者からも旧河川の部分につ

いては鬼志別はそういう形で分けてもらったんだと

いう人も何人も確認をしております。ということは、

私は面積が４万平方メートル新しいところを使って、

新しい川を作って１万平方メートルしか今使えてい

ない、そこの使えないところの何も計画をされてい

ないただ更地になっている。これはね、誰も皆さん

方に責任があると言っているわけではないですよ。

ですけど、こういう平成４年から７年の時の選択が、

後でこういうふうになるんだということを私は申し

たいんです。それは、次の質問を、個人住宅あるい

は今回覧でもまわしてますね、民間アパート用地と

か個人住宅用地。斎場の方に近付くところを分譲し

ていますよね。そして、民間の方々が豊里に行く方

にね、まだ何戸もありますよ。どうですか私考えた

らね両極端の場所に伸びて行っている。真ん中の方

に何もきていないんです。そして、もっと言わせて

いただければこの役場の前から、今除雪センター新

しくもう大分前にできていますよね。そこの道路を

付けても新しくできた建物はそこの除雪センターし

かないんですよ。サルフツ燃料さんのところから豊

里の方に上がっていきますよね。あそこに道路、橋、

芦野線に行ったまでのところに、両わきに家とか何

も建っていないですよね。それと芦野の方、柴田さ

んの方からきて豊里地区から降りてきたところから、

いわゆる道道鬼志別浜鬼志別港線ですか。ちょうど

佐々木さんの寮から橋を越えて行ったところに山の

方から下りてくる道路ありますよね。道路。いいで

すか１本、それから濱野さんのところ２本、それか

ら役場のところから１本、もう一つ言わしていただ

ければ、この役場の神社の裏の方から道路がありま

すよ。だけど全部見たって、道路の脇に家が一軒も

建っていない。これ、たぶんね猿払村のお金は何分

の一しか使ってないと思うんです。国のお金。道の

お金。自分たちのお金が少なかったからそのほかの

ことは何も計画しなかったのではないですか。ただ

ね私今ここにいる人方だって当時は若いけど役場に

いたと思うんですよ。そういうことをね、やはりよ

くあれしながら今後のまちづくりがどういう形でや

っていけばいいのか。それとまだ分譲可能なところ、

道路沿いどうですか。元の国鉄用地の防雪林ですか。

あそこまだ、防雪林として必要なんですか。私はや

はりこういうあれでね、やはりまちづくりというの

はそういうところからやはりこう始めていくべきで

ないかなと思いますが提案に対してどうですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。宅地分譲につき

ましては昨年まで役場横の２区画及び民間の分譲地

があったことから新たな分譲地の造成は控えており

ましたけれども、現在は民間の分譲地が１区画とな

ったことから、今年度鬼志別西町の苗畑地区の小石

側に分譲を予定しております。議員の御指摘は、東
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西に延伸するのではなくて旧国鉄鉄道沿いなど鬼志

別市街地内を分譲すべきと理解いたしておりますけ

れども、今回の場所の選定にあたってはできる限り

費用をかけないで分譲できる場所を検討した結果で

あることということで御理解をいただきたいと思い

ます。なお、今後小石側についてはこれ以上延ばす

計画はありません。今後の分譲につきましては、旧

鉄道沿いも含めた鬼志別市街地の中で福祉関連施設

など公共施設用地、住宅地、民間アパート用地を網

羅した中で計画を立てて今後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）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：私はね、村長さんだってこ

の三階のこの机に何年上がってきましたかね。もう

かなりの年数上がっていると思うんですよ。課長さ

んなってきて答弁席に座って。いろいろな形でね。

議員さん方も提案してて、今急にそこの席に来たわ

けではないんですよ。今度は責任はもう重くなって

おりますけれども。ですからね、やはり議員さ方も

私もすぐばばっと言ったり、うまく説明はできてい

ないんですけれど、やはり今回のごみのように住民

からいっぱい協力をもらうところはあるわけですよ。

そしてそういう事に対してやはりきっちり村も答え

ていく。住民さんも近くなって協力していただける

のではないのかなと。これは、やはり少しこれ考え

方を変えていただかないとうまくないのですが、こ

の住宅も私たちも東川も見させていただきました。

美瑛も随分昔に見させていただきました。今回また、

葛巻さんも見させていただきました。ただ他の町見

てきても我が町ではないんですね。我が町には我が

町のあったようなやり方があるということなんです

よ。それをやはり何があるかというとやはり住民の

方々といろいろなお話をしていかないと解決をして

いかない。ですからそこに何が必要なんだではなく

て、次の質問にもありますから、次の質問は次の質

問であれしますけど。今ちょうど我々も入ってきま

したけども過去に苗畑ですとか、鬼志別の町なかも

含めてそうですけどね。そろそろ定年にもなってリ

タイアしてあるいは怪我もしたりして車で移動でき

ているうちはいいんですけれど、この車での移動が

困難になってきたとき、まるい中の近いところに先

ほどの病院が近いということであそこに老人住宅を

作ったんだってことなんですけれど。そしたら若い

方でも遠いところに公営住宅作ってそこに３０年入

ったらやっぱりそういう形でかけた時に歩いてこら

れるのかな、そのために福祉タクシーがあるんだか

ら使えや、そういう問題では私はないような気がし

ます。冬期間もですね十二分に考えた中で、そして

また、そのまちづくりというのはそういう責任を皆

さん方も、もしね卒業された暁にですね、やはり皆

さん方がやってくれた時にこういうところやってく

れてよかったなとそういうふうになって終わりたい

のではないのかなと私は思いますけど。これはこれ

でよろしいです。 

まちづくり懇談会について。これ２月ですね。２

月とそれから５月ですね。特にこの件についてはま

だ村長さんも就任されて少しというのもありますし、

２月とそして５月にいろいろな要望に耳を傾けてき

たと。そしてまた今はいろいろな諸問題を解決する

ということでいろいろな具体策を考えている最中だ

ろうなとそういうふうに思います。しかし、先日で

すね浜鬼にきた時にシネシンコ地区にある民家が時

化で、これ２月にもこういう要望申し上げました。

で、５月にも要望申し上げましたけれど、村の方か

らは建設管理部さんの方にお願いをしてきたと、お

願いをしてきたけど、その後何もないと。どういう

ふうになるんだろうとその住民から私相談を受けま

した。私も動かなければいけないので。新聞に投稿

でもしてね、動かないのであれば、動く方法を考え

なければいけない。道議さんの方には連絡をして、

お願いして何とか見て何とかこう応急処置でもして

おかないと秋だったら大きな時化になってきます。

そしたら、波際の近いところまで土手が取られてい

る。そういう状況でございますから少し時間をかけ

なきゃいけない問題もあると思います。それからす

ぐできることもすぐしなければいけないことあると

思う。その点についてですね、村長さん、お話をい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 
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○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

をさせていただきたいと思います。まちづくり懇談

会においての村民の皆様からの要望につきましては、

村として対応できるものは可能な限り実現するよう

努力しております。しかし、対応が過去に遅れたケ

ースもあったことは事実であり村として反省すると

ころでございます。要望の内容により早急に対応で

きるものもあれば、時間をいただかなければならな

いものもあります。また、財源を確保しなければな

らないものなど様々なケースが考えられます。村と

しては先ほど述べましたとおり、できる限り要望に

お応えできるように本定例会に補正予算を計上させ

ていただいておりますし、また、要請などで解決し

た案件もございます。ただ、要望の中には国もしく

は北海道が所管するものもあり、その対応について

は国、北海道に要請をしております。国、北海道に

おいても村と同様に要望内容によって対応に様々な

ケースが生じることと思いますが、対応が遅れてい

るものについては状況確認しながら随時要請をして

まいります。さらに各地区での要望内容につきまし

ては、進捗状況なども含め、次回の懇談会で丁寧に

説明をさせていただきたいと思います。 

また、議員の方から今一件ございました、浜鬼志

別の前浜の侵食対策についての関連の御質問があり

ましたので、その進捗状況について御説明をさせて

いただきたいと思います。この関係につきましては

私も浜鬼志別に２回ほどお伺いした時に話をお聞き

しまして現状を見てまいりました。その中で、現在、

宗谷総合振興局の建設管理部へ護岸対策について要

請をしてきておりますがその対策に苦慮している実

態にあります。土地の登記については法務局に登記

されておりますが、現況についてはこれまでの土地

所有者等の実測図と申告をもとにおさえております

が、過去に行った地籍調査についても現地を確認す

る構図が発見できず地籍図にはその地番が確定され

ておりません。現在、法務局とも協議してその位置

を確定するための作業を行っておりますので、もう

しばらくお時間をいただき構図の作成をした中で建

設管理部に改めて要請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御理解をお願いいたし

ます 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：今の件につきましては、や

はり人が住んで商売をして高齢とは言えどもまだ元

気でやっておられると。そしてそこはもう数メート

ル先のところが取られていると。今はまだその取ら

れた先は浜がありますよ。ですけれど、また、時化

が来たらまたそこを超えてくるんではないかなそん

なような感じでございます。夏はまだ入ったばかり

ですけれどやはりもうお盆を過ぎると秋になります

ので早急な対策をぜひお願いいたしたいと思います。 

それからまちづくり懇談会の中でいろいろな形で

取り上げられてること、村長素直に答えていただき

ましたのでね。ただ、今までこうだったからこうだ

という形ではなくてね、村民の方に少し耳を傾けて

いただくと、何が心配だということももう少し見え

てくるんじゃないのかなと。そういった中でいい方

法をやはり皆さん方とお話をしながら探っていく。

そんなようなことが必要かなと思いますのでそれは

申し上げておきます。 

最後に老人介護施設について。猿払村で特養施設

が３０床、ショートは９床ということでございます。

先日ある方から相談をされまして、何とか特養一人

入れないだろうか。満床なのは私も分かっておりま

すが、たまたま隣町の浜頓別町で１床空いていたと。

たまたま行ったらそこの１日くらい空いていたのか

な退所された方がいて。そこへ、ちょうど間に合っ

たということでことなきを得たんですけど。数字と

かは把握しておりません。把握しておりませんけど、

やはりそういうものを猿払村内にあるというのは急

務ではないのかなとそんなふうに考えている一人で

す。ただね、巽村長さんを弁護するわけではないで

すけれど、巽村長さんも村長されになられるときは

特養を増やすんだという形でね、かなり意欲を持っ

てやってた。私も後で少し時期をずらして議会の方

に出てきたものですから、そしたらそういうふうに

指示をしたら指示をしている内にいろいろ、各委員

会、職員さんの委員会等でいろいろ議論をしたら今

の段階では必要ないんだと、そういう答えが返って
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きたんだというふうに聞いておりますが、この辺に

ついてはどうですか伊藤村長さん御答弁いただけれ

ば。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただいまの御質問にお答え

させていただきます。現在、やすらぎ苑の待機者は

１４名おります。介護５が２名。介護４が２名。介

護３が４名。介護２が３名。介護１が３名となって

おります。ショート利用にあっては８床に対し長期

ショートに９名が利用し１床が短期利用なっており

ます。これまでの議会でも数度にわたりやすらぎ苑

の増床ということで御質問をいただき、前村長時代

に現状では増床せずショートステイを利用した在宅

でということでお答えし在宅サービスの充実という

ことで高齢者の皆様に安心して暮らしていただける

よう関係部署の連携により、介護予防を始めとした

教室の実施や訪問、緊急通報、除雪支援などの政策

を継続しており、また、やすらぎ苑のショート利用

につきましても平成２５年度実績では８８パーセン

トの稼働率がありましたが現状では入院者の退院調

整など、病院、やすらぎ苑と地域包括支援センター

との連携により調整を図っております。議員のこれ

で十分かという御質問でございますけれども増床と

いうことではなく、他の施設をということと理解し

てお答えさせていただきますけれども、これまでも

他の議員の御質問の答弁にも申し上げましたが、私

としては高齢者介護を含めた福祉施設の建設につい

て現在検討を進めておりますので御理解お願いした

いと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）：村長もね３０床それからシ

ョート９床、それから病院との入院調整。やはり無

理がある。いろいろ工夫をして、ですけど現実には

そういう人が、前段で私が申したようにまたおそら

く出て、結局猿払村では塞がっている状況。ですか

らどこか他へ行く。それとまだそういうふうにはな

ってないですけれどもある一定程度になって、何人

か私も知っている方々が猿払村にずっと残っている

んだろうなと思ったら引っ越していってしまう。一

つはやはり病院の通院だそうで、あるいはまたお母

さんの介護であったりそんなのが聞こえてきました。

稚内市の状況ですけれども、稚内市は民間でここは

特別養護老人ホームですけれども、札幌あたりに行

ったらやはり少し入る施設が高い。１３万とか１４

万ぐらいで、稚内市はいくらか私も不勉強でみてお

りませんけれども、そういう施設が２０床とか３０

床とか増えてね、その他に富士見苑の方ですとか、

あるいは緑ヶ丘学園の方ですとか、ここおそらく工

藤市長さんになってちょうど３年終わって４年目に

なると思いますけれどかなりの部分増えたんでない

かな。どうですか、その辺具体的な数字抑えており

ませんかね。やはり私はねそのぐらい少し勉強して

おいた方がいいと思うんですよね。猿払村の現状の

ことも。やはり住民はどこを見てるかったら、やは

り自分が生きていかなければならないわけですよ。

そこの中で選択したときに猿払村を出るという決断

になったらこんな寂しいものはないと思いますよ。

私だけでなくてね皆もそれぞれ年になってきたらそ

ういうことを考えてきますよ。せっかく今政策課の

方で私もちょうど６５歳なったものですから用紙頂

いているんですけれど私は記入して出しておりませ

ん。まだ元気だと言っているんですけどね、それは

冗談ですけどね。ですけど、そういう年になったら

考えてくるんです。皆さん方もねこれから考えると

思いますが、そういうふうになったときにどういう

判断をされるか、されたら寂しいものだと思います

よ。その点もう１回ですね。伊藤村長の考え方をも

う１回聞きます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私も今のやすらぎ苑の３０

床、９床では十分だというふうに正直いって思って

おりません。ただ、増床ということを考えると宗谷

管内の増床数のいろいろな検討も出てきます。また、

私は新たにですねそういう高齢者介護関連施設のも

のを循環型になるかどういう形なるか、これから今

きちっと私が進めたいと思ってる部分については他

のところで先日オープンしたところがございますか

ら、そこのところに職員を派遣してきちっと見てい

ただいて、それを今後の施策の中に反映させていき

たいというふうに考えております。ですから私も、
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新たに入所それから通所も含めたそういう施設の場

を作っていきたいというふうに先ほどから説明させ

ていただいておりますけども、それもやっていきた

いというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：ここで４時まで休憩いた

します。 

 

休憩 午後 ３時４２分 

再開 午後 ４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。 

これで一般質問を終結いたします。 


