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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。通告に従い発言を許します。 

４番、太田君。 

○議員（太田宏司君）：おはようございます。 

一般質問をいたします。１項目４点について質問

をいたします。 

豪雨対策についての質問です。今日も宗谷地方に

大雨警報が出されています。大雨による土砂災害に

警戒、低い土地の浸水にも注意するようにというこ

とです。猿払村にも大雨と雷の注意報が出されてい

ます。近年、気候変動により各地へ集中豪雨による

被害が発生しています。今月の１１日には、札幌市

を始め石狩、空知、胆振管内に数十年に一度の大雨

が予想される大雨特別警報が道内で初めて発表され、

約九十万人に避難勧告が出されています。８月２０

日の広島市では局地的豪雨による土砂災害で七十名

以上の方が亡くなり、 ２４日には管内の礼文町で

土砂崩れにより住宅が全壊し二人の方が亡くなって

います。礼文町では５０年に一度の記録的大雨とい

うことでしたが、猿払村を含む宗谷管内の多くの市

町村に大雨洪水警報が出されました。礼文では降り

始めから２４日の１６時までに２０７．５ミリ。稚

内市では  １９１．５ミリでいずれもこれまで最

多ということです。猿払村は８月２３日が６６．５

ミリ。  ２４日が６５ミリ。降り始めから１６時

までに １３１．５ミリの雨が降りました。幸い、

建物、人の被害はありませんでしたが、鬼志別西町

の以前公営住宅のあったところが膝近くまで冠水、

消防が出動し排水作業を行っています。この地域は

以前にも冠水したと記憶しています。原因の分析と

対応策についてお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の太田議員の御質問

にお答えいたします。議員おっしゃるとおり２日間

に渡る降雨のため、２４日、午後３時過ぎには徐々

に排水があふれ、道路が冠水したため、消防による

排水作業を行ったところでございます。大きな原因

の要素としましては、２日間の降水量が１３０ミリ

を超えたことにより排水路の出口である白取樋
ひ

門が

鬼志別川の増水により水没したことによるものであ

りました。この排水路は旧鬼志別川に埋設されてい

る９００ミリの管を経由して樋
ひ

門から鬼志別川に放

流されております。後日、建設課の調査では、過去

にない大雨のため、上流の水を飲みきれていない旨

の報告を受けましたので、現在、早急に詳細な調査

を行い、その工法について検討しているところでご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：今回１３０ミリ近くの雨で

冠水したわけです。過去には１日で１１７ミリとい

う雨も降っています。あそこの地域の冠水というの

は、いろいろな問題があると思いますけれども、北

海道は本州に比べ雨が少ない。少なかった。そのた

め本州のように度々の豪雨によって地表の土砂が流

されることがなく堆積し、礼文のように豪雨になっ

て土砂災害が起きやすい地域を見過ごしているので

はないかと言われています。あの地域においても今

までに雨が少なかった。異常気候による豪雨自体が

猿払村が少なかったことによって、その他の排水に

対して見通しがちょっと甘過ぎるんじゃないかなと

考えるんですよね。それについて、もうちょっとこ

れからの対応を考えていただきたいと思います。北

海道は本種に比べ雨が少ない。先ほども言いました

が。今回の礼文島。私も今月に入って礼文島を訪れ

たんですが、島のあちらこちらで土砂崩れの跡、鉄

砲水が走ったような跡が見受けられました。 

再質問をさせていただきます。今回の礼文のよう

な２００ミリ近い雨が降った場合、猿払村において、

土砂崩れ、そして、この度のような道路の冠水、あ

るいは住宅の浸水が懸念される地域はあるのか。ま

た、平成２４年度防災体制の強化。各避難所の指定

変更。防災計画の変更等にも必要不可欠であるとい

うことで津波ハザードマップ等作成事業を行ってい

ます。このハザードマップは土砂崩れ、洪水にも対

応しているのかお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君）：お答えいたします。村

のハザードマップの作製。昨年度末に完成させてい

ただいてシステムとしては残っております。その中

で礼文町で起こったような大量の雨による災害危険
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箇所はないか、そういう押さえはしているのかとい

う質問がまず１点目であったかなと思います。猿払

村にも礼文町と同様に土砂崩れですとか、河川の増

水による氾濫によって浸水が危険とされる区域はも

ちろんございますし、そういった地域については計

画の中で網羅をしているつもりではございますが、

たくさんの日本全国での災害を受けて、北海道でも

今回の災害を受けて、北海道の方からも改めて水防

について、土砂災害、それから水害についての対応

について各市町村できちっとした形で計画をするよ

うにという災害後に改めて指示がございましたので、

その辺も含めて地域防災計画の、今計画を新たには

設けましたけれども再度内容を検討修正作業をして

いる最中でございます。そういう形で地域の方への

危険区域の周知という面では、現在のところ遅れて

いる現状となってはおりますけれども、そういった

計画を見直した際には各地域での説明会はもちろん、

住民への方への周知を徹底したいというふうに考え

ております。答弁漏れがあったら後ほど、また、回

答させていただきます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：先ほども言いましたけれど

も、猿払村においても過去には１日で１１７ミリの

雨が記録されています。豪雨災害というのは、ほか

の地域と同じようにこの猿払村でも起こりうること

だと思うんです。洪水、土砂崩れに対応してですね、

ハザードマップ、ぜひ、早急に整備していただいて

活用できるようにしていただくようお願いいたしま

す。 

局地的な集中豪雨が全国的に増えている。２０年

前の１．４倍だそうです。本州に比べ雨が少ない北

海道ですが、その傾向は同じで、この度の札幌の数

十年に一度の大雨。札幌で１時間に５０ミリ以上の

雨が降るのは極めてまれですが、３年に１回という

頻度の１時間に２０ミリ以上の雨が降る回数は確実

に増えているとのことです。局地的な集中豪雨。地

球温暖化が原因と言われていますが、気温が１度上

がれば降水量は数パーセント増えるそうです。札幌

の平均気温は１００年前に比べて２．１度上昇して

いる。気象学の専門家によると気候変動で気温が上

がる傾向は今後も続く、局地的豪雨は予想が難しく

さらなる警戒が必要とのことです。猿払村でも８月

２３日、浜鬼志別の観測所で１時間に２０．５ミリ

の降水量が観測されていますし、前の年の８月２４

日には１時間に５０ミリの雨が観測されています。

幸い短時間で済んだんですが、今回猿払村で２日間

で１３１．５ミリの雨が降ったわけです。それによ

り鬼志別川が増水し側溝から鬼志別川に排水する排

水口まで水が達し排水できなくなった。先ほど村長

に答弁いただいたとおりなんですけれども、今後、

猿払村でも異常気象の影響で、この２日間以上の雨

が降る可能性が高まるのではと懸念されます。今回

排水した地区には高齢者向け住宅がすぐ近くにあり

ますし、また、公営住宅の跡地は今後の利用を考え

ると重要な場所です。この地区の排水能力が少なす

ぎるのではと懸念されます。排水口を含めた見直し

が必要ではないかと考えるんですが、どのように考

え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）：ただ今の太田議員の御質問

にお答えさせていただきます。詳細な工法が決まり

次第、排水路の整備を実施していきたいというふう

に思っております。なお、排水路の整備が完了する

までは、今回の経験を生かし、消防による排水及び

水中ポンプなどの利用により迅速に対応してまいり

たいというふうに考えております。今回の災害に至

っては、旧鬼志別川に埋設されている排水管の検証

をまず先に実施させていただきました。それと白取

樋
ひ

門についてのフリューム管の大きさ等も含めて早

急に検証させていただきました。その結果、今後に

つきましては、対応策の検討としましては、旧鬼志

別川の埋設管の変更。この管を大きくするかどうか

ということと、それから雨水の流域面積の分散につ

いて本間樋
ひ

門に排水を回すような形の方法をとれな

いかということで、今現在早急に検討している最中

でございますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：再質問いたします。今回豊

栄橋近くの樋
ひ

門に８インチの水中ポンプを入れ鬼志

別川に放水したところですが、業者に発電機、水中
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ポンプを借り排水をしました。大きな発電機を持っ

てきて時間的にもかなり掛かったと思うんですが。

近くに電源があり、水中ポンプを常備していたら今

回以上の急激な増水にもスピーディーに対処できる

のではないかと考えますが、今後の水中ポンプを含

めた対応。また、今回水中ポンプにより排水をした

場所の下にも樋
ひ

門があると聞いていますが、その樋
ひ

門からの排水も含めた対応についてどのように考え

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）：議員おっしゃるとおり水中

ポンプ等については村で持っておりません。業者さ

んの方からお借りしたというふうに聞いております

ので、その部分についても早急に来年度に向けて何

とか水中ポンプの役場での常備という形も検討して

まいりたいというふうに考えております。 

 また、２点目の御質問ですけれども。先ほど対応

策の検討ということでありましたけれども、雨水の

流域面積の分散ということで白取樋
ひ

門から本間樋
ひ

門

への雨水を迂回させるというか、回すという対応策

も今現在考えておりますので御理解を願いたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：もう１点再質問させていた

だきます。雨が５時頃に上がっても、消防が排水活

動を続けても水が増えていく。消防の方も夜中の２

時過ぎまで排水活動を続けた状況でした。今回の経

過をよく検討して今後の豪雨に備えていただきたい

と思いますが、今回最高に冠水した時の水位が、一

番上がった時点で住宅の横の車庫の入り口付近まで

水が来ました。雨が降り続いていたら住宅への被害

も懸念されたわけですが、緊急時の土嚢
のう

の備蓄、準

備はどのようになっているのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君）：お答えいたします。土

嚢
のう

の備蓄については、役場裏にあります倉庫の方に

ある程度の物は揃えてございます。ただ、土嚢
のう

は袋

の物と、それは土を詰めなければなりません。作業

が生じます。緊急時には少し、作業するには時間が

掛かってしまうということで、最近は水を吸うと膨

らむという非常に便利な土嚢
のう

もできております。緊

急時にすぐ使える土嚢
のう

ということでも、昨年度整備

をさせていただいて、十分な量とはいいませんけれ

ども緊急で使う分についての量は保管しております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：それでは次の質問に入らせ

ていただきます。２３日から断続的に降った雨で鬼

志別川が増水し、小石の住宅近くまで水がきたとの

話しを聞きますが、鬼志別での氾濫注意水位は５．

１３メートル。氾濫危険水位は６．５４メートルと

のことですが、９月１日、２日の雨が上がってから

１週間ぐらい経ってからの水位を見ますと、鬼志別

のふれあい橋地点で２．４メートルくらいです。通

常これくらいの水位かと思いますが、８月の２３、

２４日の水位は調べられなかったんですが、２５日

の夜中の１時のデータで  ５．６６メートル。氾

濫注意水位の５．１３メートルを５０センチ近く超

えています。当時、猿払村を含む宗谷地方に大雨洪

水警報が出されています。当日、他の河川を含め、

万が一の川の氾濫に備えた対応はどのようになされ

た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）：ただ今の御質問にお答えい

たします。今回の大雨洪水警報の発令につきまして

は、結果的に災害対策本部の設置はせずに、総務課、

産業課、建設課及び消防猿払支署の職員で２４日の

お昼前から村内の危険箇所のパトロールを実施して

おりました。川の氾濫の警戒につきましては、国土

交通省の川の防災情報などによる水位変化の確認と

職員が現地に行き目視による危険箇所の確認をして

おりました。また、川の氾濫による水害の危険のあ

る地域の住民の方へは、自治会長さんとも連絡をと

り地域の集会施設を避難所として開放し、状況をみ

ながら自主的に避難するよう伝えておりました。議

員おっしゃるとおり小石地区におきましては、御自

宅のトイレがうまく流れない状況にあった１家族２

名の方が小石交流センターに避難をしていただき、

一晩宿泊をしていただいたところでございます。村

内を流れる川で水位計のあるところでは、鬼志別川
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が氾濫注意水位を超え、氾濫危険水位に迫る状況と

なりましたが、降雨量も少なくなった状況と判断し、

避難勧告の発令までには至らなかったという状況で

ございます。今回の大雨による被害では、宗谷管内

でも議員おっしゃるとおり礼文町で２名の方が土砂

崩れに巻き込まれてお亡くなりになっております。

猿払村におきましては、大きな被害はありませんで

したが、礼文町で起きた被害と災害と同じような災

害が起こる可能性がある地域は先ほども御説明した

とおり存在いたします。危険区域に住む方々の安全

を確保するために、今回の災害は私共行政として早

め早めの措置をとらなければならないことを再認識

したところでございます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：村長もおっしゃっていまし

た。先ほど私も述べましたけれども地球温暖化によ

ると思われる集中豪雨。当然この猿払村においても

あり得ることを想定し備えなければならないことだ

と思っています。 

今の点でもう１点再質問させていただきます。２

３、２４日は土曜日、日曜日でしたが、万が一に備

えた対応。土日、夜間の災害に即応した連絡。動員

の体制はどのようになっているのか質問させていた

だきます。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○眞坂総務課長：お答えいたします。防災担当を総

務課で受け持っております。理事者との協議の中で

緊急時には連絡をとり、まず第一次招集ということ

で各課長管理職の方に連絡を入れ、役場へ集まって

いたただくという対応がまず第一にする対応でござ

います。そこで対策本部の立ち上げということにな

りまして、以下それぞれの役割が各課で決まってお

りまして、その役割の内容に従って職員を動員し、

災害を防止する係、それから避難所を担当する係と

いうことで、それぞれ役割を持った対応をするとい

う形になっております。今回は災害対策本部の立ち

上げをいたしませんでした。所管課である総務課は

もちろんですけれども、さまざまな村の道路、河川

を管理している建設課、それから農地等の管理も含

め産業課の職員が早めに車で村内のパトロールを今

回も実施したところでございます。その判断の中で

は、避難までいかないという中での今回本部の立ち

上げには至りませんでしたけれども、礼文町の事例

をみてもこういった対応について遅いとさまざまな

後で問題が生じるということは、今回本当に改めて

再認識をしたところでありますし、今回の事例とし

ては、今の防災計画を作成したものの中でも十分災

害対策本部を立ち上げるべき事例となることは間違

いなかったかなと、後の反省となりますけれども、

たまたま運がよくて災害が起きなかったということ

で、今後肝に銘じて対応したいというふうに考えて

おります。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：次の質問に入ります。礼文

町の災害において、道と稚内気象台が土砂災害警戒

情報を発表。道、危機対策課は、町に避難勧告を出

すよう電話で働きかけたが町は発令しなかった。避

難勧告は災害対策基本法に基づき市町村長が発令し、

住民に対し安全な場所への避難を進めるが強制力は

ない。避難勧告や避難指示をめぐってはこれまでも

適切な時期に発令されなかったり、発令されても避

難しなかったりするケースがあり、国は自治体に発

令基準などのマニュアル作りを促していたとの報道

がありました。 

最後の質問になりますが、猿払村において大雨の

災害が予想されるときの避難勧告を発令する基準な

ど対応のマニュアルが作成され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）：ただ今の御質問にお答えい

たします。平成２６年３月に策定いたしました猿払

村地域防災計画一般災害対策編におきましては、北

海道防災計画の策定により、市町村防災計画に盛り

込まなければならない事項が追加され、現在、内容

を修正中であります。村民の皆様には今だ新たな計

画をお知らせするには至っておりませんことをまず

はお詫びを申し上げたいと思います。新たな計画の

中には、さまざまな災害時に避難勧告等の発令を判
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断する時期の基準を定めております。今回のような

大雨洪水警報が発令され河川水位の上昇のある場合

には、猿払川、鬼志別川、その他の河川において定

められている待機水位に達し一定時間後には氾濫注

意水位を超えると予想されるときに避難準備情報を

発令し、さらに氾濫注意水位に到達し一定時間後に

は氾濫危険水位に達すると予想されるときは避難勧

告を発令するとしております。このほかにもさまざ

まな細かな判断基準が明記されております。私も今

回の反省としまして、なるべく臆病にならず、注意、

それから勧告等を発令してまいりたいというふうに

考えております。また、地域防災計画の修正作業が

終わり次第、それぞれの地域での説明や広報、回覧

等により村民の皆様に周知をしてまいりたいと考え

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）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：先ほどの再質問でも質問し

ましたけれども。土曜日、日曜日、祭日、担当の課

長とか居ないときが結構あると思うんですよね。そ

の時にもマニュアルがあるとやはり発令しやすい。

そのように思います。自治体の職員が、今村長おっ

しゃいましたが、臆病になったと言いますけれども、

警報を出す時にオオカミ少年効果ですか。いつもオ

オカミがきたぞと警報を出し過ぎて実際に災害がき

ても誰も信用せず被害を受ける。的確な情報を流さ

ないと空振りをするんではないかと、またかと心理

的に影響を受けて警報を出すのをちゅうちょする。

実際に避難勧告が発令されたケースの６割が災害が

起きてからだそうです。逆に居眠り羊飼い効果です

か。そういうのも指摘されています。オオカミがき

たぞと、オオカミがきたのに居眠りしていて警報を

出さずに羊がオオカミに食べられてしまう。過剰な

反応、警戒も問題あると思いますけれども、被害を

最小限に抑えるためにもマニュアルを整備し、的確

な時期に的確な警報、指示を出せる体制を整備する

必要があると思います。気候変動による集中豪雨。

そして、豪雨による災害。何度も言いますけれども

猿払村で起き得ることを想定し最悪の場合を想定し

た準備が必要と思います。住民も職員も即応できる

ような体制をつくっていただくようお願いいたしま

して私の質問を終わらさせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：ここで１０時４５分まで

休憩します。 

 

休憩 午前１０時２８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。 

２番、佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：一般質問通告書に従って質

問したいと思います。地域活性化について。地域活

性化について同僚議員も何度か質問されていますが、

具体的な対策は大変難しい問題ではあると存じます

が、行政として鬼志別商店街の立て直しは急務であ

ると思いますが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）：ただ今の佐々木議員の御質

問にお答えしたいと思います。議員御心配のとおり、

今年の７月にガソリンスタンドと商店が閉店し、猿

払村の中心である鬼志別におきましても商店などの

減少が進み、村民の生活必需品の購買環境は低下し

てきているというふうに私も思っております。３月

の定例議会の一般質問の中でもお答えいたしました

が、遅ればせながら本年２月から商工会役員と担当

課でそれぞれ何をすべきか、どのような施策が必要

なのかなどの協議を始めておりました。その中で村

民の生活を支える商店などの活性化に向け、今議会

で商業振興条例においての助成制度を提案させてい

ただいております。この条例の詳細は後ほどの審議

の中で御説明いたしますが、意欲を持って商業経営

を行う方々を支援し、鬼志別のみならず村内での生

活必需品などの購買環境の向上につなげていければ

というふうに考えております。また、この助成制度

を使う方の掘り起こしも商工会と共に進めてまいり

たいというふうに考えておりますのでよろしく御理

解をお願いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 
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○議員（佐々木淳君）：振興条例も概略はお伺いし

ておりますのでね。ただ、補助金を出せば活性化す

るかというと決してそうではないと思うんですよね。

今、非常に地域が、どの地域も人口が減少している。

過疎化が進んでいる。その原因は一体何なのかとい

うと、やはり地域に経済がない。働く場所が少ない。

どこの地方も。今、国の方でも地方を再生しようと

いう機運が高まってはいますが、しかし、今、我が

村においては非常に遅い対応ではないのかなと思う

んですよね。一つの私は案として、村で購買の施設

を造って、そこに販売業者を募集するとか。あるい

は、あの地域に村の住民課などが出先機関として置

くとか。そういったその、行政が主体となって、た

だ補助金を出すだけではなくて、具体的に、積極的

に対策を練るという方向も一つお考えになったらい

かがでしょうか。提案したいと思うのですが村長は

どのように思いますか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私もこの度閉店した商店の

方とちょっと若干お話しをさせていただきました。

その中で閉店に至った経緯としては、やはり後継者

がいないということが一つの問題であったというふ

うにお聞きしております。今、議員さんから御提案

のあったとおり、そういう集中的なストアーといい

ますか、スーパーといいますか、そういう大きな建

物の中に商店を入っていくと。入れていくという形

の方法も過去には、そのような話しもあったという

ふうに聞いておりますけれども、ただ、前段で申し

上げましたとおり後継者がいない中でそこの中に、

もし仮に大きな店舗を建ててそこの中に商店が入っ

ていただくという形になっても、やはり長期的な目

でみるとなかなか投資が難しいというようなお話も

過去に私が産業課長時代そのような話しもございま

した。そういった中でこれから商店が閉店、閉鎖し

ていく中で買い物弱者といわれる方々がどんどん増

えてくるという部分については、私としても非常に

危惧をしているところでございますから、手法とし

ては来ていただくんではなくて、こちらから逆に赴

いていくというような形での、今１か所、車での移

動販売という形でやっていただいているところもご

ざいますけれども、今後そういうことも含めながら

検討していきたいなというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：実際そのとおりなんですけ

れどもね。例えば漁業者は後継者がきちっと居りま

すね。それから農業者っていうのはなかなか、今は

後継者も段々できているようですけれども、なかな

か農業の後継者というのも少ないという。一体どう

いう差があるのかというと簡単ですよね。経済的に

自立できるのは一体どちらかというと、今は漁業者

の方がずっと自立できます。ですから後継者も育ち

やすい。それと同じように商店街の方も自立した経

済ができないからこそ後継者ができないという。こ

れは我々工業者、建設業も含めて同じようなことが

言えるわけですよね。つまり、魅力のないような業

種になると段々少なくなってくる。そこで、どのよ

うな案を出し、どのように改善し、改革していくか

っていうところが村長さんの手腕。また、我々議員

の手腕でもあると思うんです。我々も提案し、村長

さんもお考えになり、新しい村づくりをしないと、

どんどんどんどん寂れていくと思うんです。後継者

がいない。後継者がいないというのは他に道がある

からですよね。尚かつ継ぎたいと思うような状況に

ないということです。ですからそういう状況をどう

やって乗り越えていくかというのが、我々の使命で

もあると思うんですけれども村長さんはどの様にお

考えですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：確かに議員おっしゃるとお

りだと思います。これから商工業の部分については、

商店関係については衰退していくというふうにつき

ましては、これ非常に猿払村にとっても、私にとっ

ても困る状況であります。その中で今回、先ほど言

いましたけれども商業振興条例の部分で、助成を出

せばいいのかというような話しもありましたけれど

も、その部分で新規に商店を開業される方、それか

ら後継者の方、そういうような方々の若干の手助け

をさせていただく中で、少しでも商店の活性化をし

ていければというふうに考えておりますので、それ

が一つの手法でございます。また、いろいろな手法
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が多々あるかと思いますけども、今後も含めて商工

会の方ときちっと担当課も含めて相談をしてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：次にですね。観光事業は基

幹産業になるのかということを質問したいと思いま

す。ここ最近、観光事業に力を入れて、かなりの助

成金も出ておりますけれども。私共がこの６月に東

北の方に、道の駅の視察に、見学に行ってまいりま

した。もちろんこれは聞いてらっしゃる方に不明な

点があったら困るので説明しますけれども。この見

学は、視察は自分達で、議員が自分達で積み立てし

たお金でもっていろいろなプランを立てながら２年

に一遍とかいろいろなところ、各地を視察に行くと

いうそういうものであります。今回は道の駅という

テーマでもって東北の方に行ってまいりました。私

共が行ったのは岩手県の遠野市と、それから葛巻町

というところの町をみてきました。遠野町というの

は御存知のように柳田国男という民俗学者、民話学

者の遠野物語。これ大変有名でありましてね。河童

とか妖怪とかね。あるいは天狗、そういったものの

民話を基に柳田国男が編さんして出したのが遠野物

語。今だに観光客が来ているというそういう町であ

ります。私も盛岡に何度か行った事あるんですけれ

ども。遠野町には車でないと行けないもんですから、

なかなか縁がなくて是非行きたいと思っていたとこ

ろに今年そのようなチャンスをいただいたので感激

しながらみてきましたけれども。そこにある道の駅。

産直、農家や酪農家が作った物を直接売るという。

そこの産直の道の駅のやり方としては、売り上げの

１０パーセントを振興公社がいただくわけです。売

り手とかそういう人件費は振興公社で持って、尚か

つ修繕費もすべて振興公社が持つと。そこに行政は、

行政はただ造っただけですね。すべてのことを自立

で賄っていると。大変に近隣の農家も含めて全ての

方が潤っている。尚かつ有名なところでありますの

で観光客も多い。あるいは近隣の人達が新鮮な野菜

や新鮮な乳製品を求めて日々来ているということで、

黒字経営でやっていますよということで胸を張って

おりました。また、葛巻町。なかなか縁がなくて私

も何処にあるのか分からなかったんですけれども。

久慈市というところに向かう盛岡の本当に青森の側

をとおって近くですね。久慈市です。久慈市といえ

ば日本のチベットと言われた本当に誰もが行かない

ような、岩手そのものがそれほど発達していない。

なんせリアス式海岸で山も深いですから。そういっ

たところで人がなかなか住めないということで日本

のチベットと名が付いていました。私が付けたので

はないから大丈夫だと思うんですけれど。そういう

ところの葛巻町の道の駅でさえ黒字ですと。案内を

していただいた葛巻町の役場の若い方でしたけれど

も胸を張って言ってました。凄いなと。ただ、助成

金を出すだけでなくて、きちっと利益を上げて町民

に還元できるというそういったお話を。また、ワイ

ン工場もあったんですけれど。ちょっと話しが長く

なって恐縮ですけれども。全ての事において活性化

をしていると。尚かつそういった売り上げが町民に

もきちっと還元できるような感じを受けました。ぜ

ひ、私も村長さんにこの町のようにとは言いません

けれども、ただ助成金を出すばかりではなくて、何

とか利益を上げて少しでも福祉に還元できるような、

そういった方向でこの観光産業が発展してくれれば

いいなと望んでいるのですけれど村長さんのお考え

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）：ただ今の御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。観光が基幹産業にな

るためには、私はいくつかのハードルを越えて、か

つ時代の潮流に乗ることが重要であると考えており

ます。まず一つ目は、住民の方々に観光について興

味を持っていただくこと。二つ目は、現在基幹産業

として確固とした基盤を持つ水産業、酪農業との融

合であると思います。三つ目は、猿払村を、また、

地場産品をより多くの方々に知っていただくために

継続してＰＲし続けることだというふうに考えてお

ります。また、その中で先日、世界的に有名な中国

料理人、脇屋氏を観光大使に任命していただきまし

た。脇屋氏におきましては、本村を売り込んでいた

だくために、御自分のお店やメディアを利用しなが

ら現在御協力いただいているところでございます。
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また、観光まつりとは別に、札幌教育大学、札幌市

立大学及び札幌天使大学の栄養学科の学生達の協力

を得ながら事業を実施し、また、各種イベントや地

場産品を利用した料理の提供をしていただき、住民

や観光客の方に楽しんでいただいた事はもちろんの

ことでございますが、この学生たちに猿払村や本村

の地場産品を知っていただいたことも大きな収穫で

あるというふうに私は思っております。また、企画

政策課で商品開発を進めておりました試作品も、先

日、議員各位に御正味いただきましたので、御意見

等を踏まえ、もう少し味付けなどに工夫をしながら

できるだけ早いうちに商品化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。本村では観

光事業を生業としている事業主は少ないとは思いま

すけれども、それでも村としては観光協会などと協

働し、さるふつ公園を核としながら、可能性を見出

しながら私は進めてまいりたいというに考えており

ます。そのことによって将来観光事業を副業でもい

いからやってみようかという方々が出てくれば、さ

らなる地域の活性化や住民の活力につながると思い

ますし、少しずつでも基幹産業へ進むというふうに

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）：観光産業を発展させるのに、

特にこの北海道なんかはそうだと思うんですけれど、

常に行政が持ち出しをするという。補助金を出すと

いう。そういったところが多いと思うんです。最終

的には立ち行かなくなって、ホテルなんかもそうな

んですけれども。稚内もそうでしたね。全日空ホテ

ルを売却したりとかですね。そういうふうに常に負

の財産が膨らんでしまうという。そういった事がな

いような。きちっとした。業者にももちろん利益を

上げてもらう。だけども村が造ったものについては

きちっと手数料、あるいは地代なり代金をきちっと

払ってもらう。そういった中で健全なる観光事業を

発展させていくっていうのが村民にとっても望むべ

き姿ではないかと思うんですよ。どうもこう、我々

もそうですけれども、この過疎地において、どうや

って事業展開をしていくかというのは非常に難しい

ですから、ついつい補填、補填ということで、限り

ある村の財源というか、財政がせっぱ詰ってしまう

ような状況に落ち込んでしまうことが多々あります。

これからはぜひ、考えを変えていただいて、利益の、

採算の取れないものはすぐ後退してしまう。例えば

遠野町の道の駅では、まず参加するのに参加料とし

て３万円取られるそうです。その他に売上げから１

０パーセントですから暴利と言ってもいいぐらいだ

と思うんですけれど、それでもきちっとして生業と

してやったということですから。そこまで私は猿払

村のこの観光事業に望んではいません。ただ、村民

が納得するような。せっかく出したお金が少しでも

村民に還元できるような、そんな村長さんのこの采

配を期待してるということなので、ぜひその辺につ

いても一言お考えをお聞かせください。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：今議員の方からお話しあり

ました、遠野町と本村との比較をされているんです

けれども、なかなかそこの遠野町と本村との出店も

含めて若干なかなか成り立たないところがあるんで

はないかと思います。遠野町につきましては全体的

な大きな建物の中にいろいろな方々が出店していた

だけるような状況というか、建物もありますけれど

も、本村についてはそういうところが今だありませ

ん。本村の地場産品だとか道の駅の活性化のために

猿払村が建物を、売店を建てさせていただいて、そ

こに出店して、家賃を払って出店していただいてい

るという状況の中で、なかなかそこで利益を生んで

振興公社等の中で全体的にやるというのはなかなか

今の状況としては非常に難しいんだろうなというふ

うに思います。ただ、今後、前回からお話ししてお

ります複合店舗という話しも、現在改めて煮詰めて

おりますので、そういうことも含めて今後どういう

体制にしていくのか、個々にするか複合店舗的な話

しになるのかということで、また、話しが後戻りに

なるかもしれませんけれども、改めてそういうこと

も検討していきたいなというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：今の質問は遠野町の真似を

しろということではなくて、考え方として少しでも
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村民に還元できるような、そういった事業を展開す

るようにこれから考えて、お互いに、村民とも皆で

考えていくような、そういったコンセプトにしてほ

しいというお願いでありますから。昔のように建物

を造って、ただ、どんどんどんどん補填していくと

いうような、そういう時代ではありませんよねと。

これからは少しでも造った以上は多少でも村民に還

元できるような、そういった考え方で皆で知恵を出

して頑張っていきましょうというそういう話しだっ

たので、これからもお互いに意見を出し合って前向

きにいきたいとそのように考えております。 

次に福祉行政についてでございます。これは前回

も質問させていただきましたが、今回どのように経

過が進捗してるのか。今、国民年金は。もちろん村

長さんはその辺のプロですから、国民年金の方がど

のくらい貰えるかもちろん御存知だと思います。そ

の辺も含めて今福祉行政はどのような状態にあるの

か教えて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）：ただ今の佐々木議員の御質

問にお答えさせていただきます。年金額は幾ら貰っ

ているか御存知かというような御質問でございます。

年間での老齢基礎年金額につきましては、７７万２

８００円であるというふうに承知しております。ま

た、その内、年額で介護保険料３万円と後期高齢者

医療保険料５千円を差し引きますと、手取りで７３

万７７００円になるというふうに思っております。

また、消費税値上りに伴っての対策についてですが、

福祉という観点からは当初予算で計上させていただ

きました福祉灯油購入助成事業を行ってまいりたい

というふうに思っております。さらに消費税の値上

げのみならず、電気料金等の光熱水費の高騰、子育

て支援の観点からも現状の乳幼児からお年寄りまで

の各種助成事業の拡大について、来年度に向けて今

さまざまに検討協議を進めております。また、福祉

タクシーにつきましては、福祉タクシー無料チケッ

トの進捗状況ですが、来年度に向けて、現在、年間

の無料チケットの枚数や対象者をどの範囲までとす

るかなど、また、他の議員の方からも過去に御質問

のありました片道５００円の料金の値下げをどこま

でするかということにつきましても、現在、さまざ

まなシュミレーションを行い、細部に渡って協議を

している状況でございます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：今、国民年金は年間７３万

円ということだそうですけれども。私は月額で調べ

てきました。上限で大体６万６千円くらいがいただ

けると。年金については民主党政権の時に一元化と

か、あるいは最低年金保障７万円とかってことで非

常に年金の問題で論議されておりましたけれども、

最近そういった議論も少ないというより全然ないわ

けであります。一体、年金生活者はどうやって暮ら

せばいいんだと。私共もそろそろそういった年代に

入ってきまして、私も非常に興味がありまして、私

の年金は大体どのぐらい貰えるのかと調べたところ

ですね。大体、厚生年金、私共で１０万、９万切る

か９万から良い人で１１万から１２万。１２万まで

いかない人が多いですね。共済年金となると、これ

は公務員の方。職業加算金というのがあって非常に

これが優遇されておりますね。これは大体１９万。

月額です。１９万ぐらいだそうです。そうすると、

この国民年金だけで暮らしている人との差というの

は１０万以上になるわけですよね。国民年金に入っ

ていた人が悪いのかということになるわけです。こ

れは国民年金に入りたくて国民年金に入ったわけで

はないんですよね。国が決めたんです。事業主は国

民年金。それから会社に勤めている方は厚生年金。

そして公務員の方は共済年金。このように決められ

たわけですよ。我々の老後を国が決めちゃったわけ

ですよね。私達が共済年金に入りたいといったって

入れない。事業主が厚生年金に入りたいといっても

入れない。こういった状況を生み出してしまった。

それは当然行政として、その老後というのをある程

度、少しでもいいから多少応援してあげるぐらいの

気持ちがなかったらいけないと一議員としてやはり

思うわけですよ。だから、もし福祉タクシーについ

ても全て無料にするんであれば構わないと思うんで

すけれども。仮に何歳以上と決めた場合、これはや

はり税金の払える方と払えない方、税金を払えない
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方には厚くするとかそういった配慮っていうのは必

要ではないのかなと思うんですよね。やはり年寄り

が安心して、老後を安心して暮らせるような国をつ

くるっていうことが国家としての当然の責任だと思

うんですよ。若い人、子供ばかりが大事、もちろん

大事です。だけど子供だけが大事じゃないんですよ。

お年寄りが大事なんです。我々のお父さんお母さん

がやはり社会で面倒見るような、そういった親の面

倒は子供がみれよみたいなそういう無責任な国であ

っては私はいけないと思うんです。やはり頑張った

お父さん、お母さんの面倒は、我々、今働いている

世代が少しでも助けていこうという、そういう気持

ちが必要じゃなかろうかなと思うわけです。ですか

ら、そういった意味でこういうふうに年金制度にも

区別があるわけですから。たくさん貰える人から少

ししか貰えない人。そこをやはり村長さんも、皆さ

ん行政の方が深く考えていただいて。全員が満足す

るなんてことありえませんし、当然、多少の御不満

もあっても理事者が考える。これで大体みんな公平

になるなというような配慮をしていただきたいとお

願いをして。お考えを聞きましてね。お考えをお願

いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私も議員のおっしゃるとお

りだというふうに思います。確かに乳幼児、学童も

当然これからの、次の世代を担っていく方々ですか

ら、これも非常に大事ですけれども、今まで地域に

貢献されてきたお年寄りの方々についても十分厚く

手を差し伸べていきたいというふうに考えておりま

す。その中で先ほど答弁させていただきましたけれ

ども、福祉タクシーの部分につきましては、議員お

っしゃられましたとおり所得制限だとか、年齢をど

こまでするかとか、それによっては６００人規模か

ら３００人とかいろいろな対象によっては、いろい

ろな対象者の人数が関わってきますし、全体的な来

年度に向けて助成事業の拡大ということも考えてお

りますけれども、ただ、全体的にはやはり村のかま

どということもあります。そういうことも検討を入

れながら、できる限りの事は高齢者施策の方に取り

組んでまいりたいというふうに考えております。ま

た、確かに今、国民年金の保険料は１万５２５０円

ですかね。年金料も２６年度から０．７パーセント

減額になって月額６万４４００円の手取りになった

というような状況でございますから、そういう部分

を踏まえて、これからは国民年金のみならずお年寄

りの方々にも厚く何かかにかの手助けをしていけれ

ばなというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：佐々木君。 

○議員（佐々木淳君）：以上で終わります。 

○議長（山須田清一君）：引き続き一般質問を続行

します。 

７番、山森君。 

○議員（山森清志君）：それでは通告書に従い質問

をさせていただきます。 

まず一番最初に定住自立圏についてお伺いをいた

します。２００９年４月に政府や道が人口減少対策

強化ために開始された広域行政制度。いわゆる定住

自立圏の活用が各自治体で続々と進められています

が、宗谷管内でも本村を含め稚内市を中心とする９

町村が定住自立圏形成協定に参加をしています。こ

の定住自立圏形成は、中心宣言を行った市が、経済、

社会、文化などにおいて密接な関係を有する近隣の

自治体との間で議会の決議を経た上で１対１で協定

を締結し、人口定住のために必要な生活機能を確保

するための役割分担を決めるものであります。人口

減少対策は各自治体において喫緊の最重要課題であ

ることは疑う余地のないものでありますが、この定

住自立圏協定に関しては、今現在も具体的な連携策

である共生ビジョン策定の段階であると認識してい

ます。この定住自立圏協定を今後活用し、また、取

り組む意思があるのかまずはお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の山森議員の御質問

にお答えさせていただきます。若干ちょっと定住自

立圏の今までの流れをちょっと質問させていただき

たいと思います。定住自立圏の形成につきましては、

平成２１年４月から本格実施されておりますけれど

も、宗谷におきましては平成２１年２月に宗谷広域

圏振興協議会において定住自立圏構想に取り組むこ

とを確認し、同年６月の首長が出席する宗谷広域圏



  －11－ 

振興協議会総会において稚内市が中心市宣言に向け

た取り組みを進めていく旨の意向を表明しておりま

した。その後、担当者レベルでの検討会から首長の

意見交換など、数々の協議を経て平成２２年１２月、

管内各市町村議会において協定の議決をし、翌年１

月に合同調印式が行われ、稚内市と各町村との協定

が締結されております。共生ビジョンにつきまして

は、協定の締結後、稚内市と各町村との個別協議を

はじめとした各種検討を重ね、平成２３年５月に策

定、公表を行っております。また、昨年１２月に協

定に行政委員会の機関を共同設置し、事務の効率化

を図るための施策として機関の共同設置を追加した

ことにより、共生ビジョンにおいても機関の共同設

置の項目を追加し、具体的な事業として公平委員会

の共同設置が盛り込まれたところでございます。 

質問ですけれども、今後の定住自立圏の形成に関

する協定の活用につきましては、現在実施している

施策の継続はもちろんの事、費用対効果が高く住民

サービスの向上につながる施策を優先的に活用して

いきたいというふうに考えております。その中で、

特に広域図書サービス提供事業や社会教育施設等の

活用事業にも積極的に稚内市と協議をしながら取り

組んでまいりたいというふうに考えております。ま

た、先週末より教育文化の分野に分類されている稚

内北星学園大学活用推進事業を活用した北星学園大

学との遠隔授業が浅茅野小学校において開始されて

おります。今後は、同じ分野のＡＬＴネットワーク

事業の活用も可能ではないかと私は考えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君）：少しずつでもこの定住自立

圏構想が活用されていくことは良いこととは思いま

すが、まずこの宗谷管内において定住自立圏構想は、

先ほど村長が述べていたように、稚内市を中心とし

て残りの９町村が協定に参加をしていますね。その

中でも注目すべきは、枝幸町、浜頓別町、中頓別町

は、この宗谷管内の定住自立圏の他に名寄市、士別

市が複合型として形成している中心市の方にも重複

して参加をしております。これは地理的状況も手伝

ってはいますが、名寄市、士別市との協定の方が現

実的であることから、そのような形になったと考え

られます。しかし、もう一つ、それはこの中心市で

ある稚内市の状況であります。この定住自立権構想

には最低でも５万人、若しくは４万人超の人口が必

要とされていますが、この稚内市を中心市とする定

住自立圏構想では３万９５９５人とそれにも満たし

ていない状況であります。また、近隣市町村すべて

含めても７万  ３０００人ちょっとという部分で

あり、全国的にみても、こういうところはなかなか

ないぐらいの人口減少が続いているような地区であ

ります。その中で、その稚内市と定住自立圏構想を

組むわけですが、実際に稚内市がそのぐらいの余力

があるのかどうか、これも見極めていかなければな

らないと思っています。また、双方が、これは構想

を練るにあたってメリットがあるものでなければな

りません。この定住自立圏に関しては、財源として

一般の財源ではなく補正予算を組むにあたって、ほ

とんど地元自治体に負担が掛からないようなものに

なっていると私は理解をしております。その中で、

これを活用しない手はないなということも考えられ

ますが、この特別交付税措置を扱うことによって事

業がしやすくなる部分も私はあると思っています。 

その中で、これは医療、福祉、教育、産業振興な

どいろいろな部分で協定を結んでいると思いますが、

私がみた中で、例えば医療。医療に関しては、医療

機関情報の共有を目的としたネットワーク体制の構

築うんぬんというものがありますが、これ例えば稚

内市が医療に関して本村と協定を結んだ場合、これ

稚内市自体が医療分野でなかなか結果を出していな

い部分もあります。これはなかなか協定を結ぶには

難しいなという部分もあります。 

それから福祉。福祉に関しては子育てネットワー

ク強化に向けた連携を図る。物凄い大ざっぱな協定

内容はすべて、すごい大ざっぱなものでありますね。

だから場合によっては良い方に取るとどのようにで

もできるという部分もあるのではないかと思います。

この子育てネットワーク強化という部分も、これも

稚内市がいろいろな事をやっているようですが、な

かなか結果が出てこないという部分もあり、難しい

かなという感じもします。 
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また、教育に関しては、生涯学習機会の充実、先

ほど村長も答弁の中で申してましたように着々とそ

れは進んでいるのかなと私は思ってます。これを今

後も進めてほしいなというふうに思います。 

次に産業振興に関しては、これは四つぐらいの項

目があるようですが、その中で着地型広域観光の現

実により地域経済への波及効果の拡大を図るという

ものが含まれております。これも取り方によっては

いろいろな部分があると思いますが、例えば稚内市。

稚内市には稚内空港という空港があります。これは

観光拠点とするには、なくてはならない今や部分で

あると思っています。そのためのこれは事業を今す

ぐ始めるという協定ではありませんので、連携強化

を図り、それをお互いに考えていこうじゃないかと

いう施策でありますので、その部分に関しても広域

観光ルートの設定。例えば今お互いに観光協会など

で広域的なパンフレットなども発行しているようで

ありますが、それをお互いに自分達を全面に出した

ような部分があると思いますので、それはお互いに

お互いの立場で対等な立場でものを考えて、これか

ら宗谷管内全てで観光客を迎え入れるような形のも

のをぜひともつくっていただきたいなと思っており

ます。 

次に鳥獣被害防止対策の連携強化を図る。これも

対策の強化ですので、この中で例えば今一番問題な

っているのは、私が常々一般質問等でもお伺いして

ますエゾシカ対策の部分が凄いウエートを占めてい

るものだと思っています。この中心市である稚内市

は、これはエゾシカ対策に関しては、たぶん管内で

は一番出遅れて施策を練っている町ではないかと私

は思っています。それであるが故にお互いに知恵を

出しあって、また、本村も対策、対策といってもま

だこれといって特効薬を出していない状況でありま

すので、お互いに連携してこの部門も協定を結んで

いけるのではないかと私は考えております。 

また、次に水産物の付加価値に向けた調査研究を

推進するうんぬんとありますね。協力体制を構築す

る。これもお互いに漁業協同組合を持っている部分

であり、お互いに競争力をもって対等してやってい

る部分ではありますが、これも企画立案を練るとい

う部分ですから調査研究を進めるという上で、例え

ば猿払は皆さんも御存知のように５年物の天然ホタ

テ、これはもうブランド化されて世界中に輸出をさ

れております。それから宗谷ではタコ。これは有名

ですね。たこしゃぶなんかも有名になってブランド

化されております。水産物に関しては、例えば先ほ

ど誰かが述べていたように農産物に関しても牛乳、

これは加工製品として独自産業化を見込めるもの、

これもスタートしたばかりですので、これからの施

策次第ではどんなふうにでもなると考えています。 

というように、この定住自律圏構想の策定ビジョ

ンを見るだけでも、たくさんこれから使っていけう

ようなものがあると思います。私が言いたいのは、

先ほど言ったように、これ何するにもお金が掛かる

んですね。お金は掛かるんですが、この定住自立圏

構想の利点というのは、先ほども言ったように財源

が特別交付税措置であるということ。これが凄い考

えてみると大きなものになるのではないかと思いま

す。そういう点も含めて今後もう少し一歩進んだ連

携強化を図る意思があるのかどうかまずその辺をお

伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：ただ今の議員の御質問に

お答えをしたいと思います。まず最初にこの定住自

立圏の部分ですが、先ほど村長が述べたように、議

員も今述べていらっしゃるように、地域の課題をい

かに周辺市町村、中心都市と魅力を活用して、相互

に役割を分担して、協力して圏域全体、いわゆる宗

谷圏域全体で必要な生活機能とか、人口定住を促進

するということが一つの目的であると思っておりま

す。それには、やはり各市町村の自主性と特色をや

はり尊重しながら、この定住自立圏については積極

的な事業を展開していかなきゃいけないと思ってお

ります。その部分でいくつか今言われているように

産業振興、医療、福祉、教育、文化、環境、防災な

どのいわゆる住民にとって村民にとって必要な生活

機能の強化をすることがまず一つの目的。それと弱

者対策といいますか、足の確保、老人、特に高齢者

になると免許を返したりする形があるので、やはり

地域公共交通、あるいは道路網の整備、その辺につ



  －13－ 

いてのインフラの整備について結び付きやネットワ

ークの強化をしていかなくてはいけないのではない

かと。それとやはり宗谷全域で今後考えると、やは

り次世代の人材を強化していくと。いわゆる人材育

成をつくっていくようなことも将来的に見据えてい

かなければいけないんではないかと思っております。

財源的には今現状では中心市には１市４０００万程

度。周辺市町村、うちの村もそうですけれども  

１０００万。年間１０００万という形での特別交付

税の措置もされていることは確かでございますし、

これを利用することによって地域活性化、必要なそ

の事業等に対して地域活性化事業債の措置も講じら

れる。いわゆる充当率９０パーセントというところ

もありますので、今後のやはりまちづくりの部分で

は、やはり圏域的な、単独でできるものもあるのか

もしれないでしょうけれども、やはり特色等を尊重

しながら共同でやっていかなければいけないものも

当然出てくると思っております。この圏域の、宗谷

圏域の部分については、いわゆる平成２３年から２

７年度の５か年計画でございましたので、来年度が

一応その５か年にあたるということもあります。で

すから、その辺、  ２３年からの経過を踏まえて

今後の宗谷圏域をどうしなきゃいけないってところ

も含めてこれから考えて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。 

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）：今、副村長の方から答弁い

ただきましたが、この交通インフラ整備や次に質問

をしようと思っていたんですが、結び付きやネット

ワークの強化に関わる政策分野という部分で定住自

立圏構想の中に含まれていますね。交通インフラ整

備。陸、海、空の交通アクセスの確保と強化等圏域

のネットワーク化につながる交通網の整備を推進す

る。分かったような分からないような内容なんです

が。これは本村と稚内市は当然のように交通網でつ

ながって隣り合わせの地区であります。最近あそこ

の、東浦から増幌に向けた道路も開通して時間的に

も距離的にも便利にはなったとは思いますが、まだ

まだ冬期間にはすぐに通行止めになったり、例えば

崖崩れもありましたね。最近物凄く多いのが交通事

故があそこの道は凄い増えています。事故に関して

は。去年の夏ぐらいから、こちら側の入り口とか出

口で交通量のカウントをしていたようでありますが、

今後あそこは道道ですので北海道がどのように動く

か、それも注視しなければなりませんが、あそこは、

あの道が整備されたという理由の一つに確か私の記

憶では空港へのアクセスという部分であの道が整備

されたと私は聞いております。その部分からも先ほ

ど言ったように空港というのは観光、それから産業

振興、新規産業、何をするにも今の時代なくてはな

らない交通網であります。空港に到着した方が本村

に来る場合にあの道を通るのが一番手っ取り早い方

法でありますが、その道があの様な状態で今後も維

持されるとなると、なかなか物事が先に進まないの

ではないかという懸念も私は思っております。この

ような事から先ほども副村長が答弁いただきました

ように、この定住自律圏というのは、ほとんど、あ

らゆる全てのものが網羅されて形成されているもの

でありますので、考え方次第によっては、どの様な

取り方も取れますし、また、いろいろな優遇措置も

あるようであります。しかし、今、政府が創りまし

た、まち、ひと、しごと創生本部ですか。いわゆる

地方創生本部、これができた事によって、この自立

圏構想も今後どのようになっていくのか、まだ見通

しが立たない状況であると私は思ってますので、今

後政府だとか道だとかほかのものにいろいろな事に

注視しながらこれを進めていただきたいなと思って

おります。 

次の質問でありますが、人口減少対策についてお

伺いいたします。今申したように日本創生会議が今

年５月に公表した、いわゆる消滅自治体リストが呼

び水となり、政府がまち、ひと、しごと創生本部と

いうものを設立しました。人口減少問題や地域活性

化に本気で取り組む姿勢を示してますが、今後の動

向次第では地方自治体に対する支援がどの程度補償

されるかは流動的であります。しかし、その中に求

められているのは既存の施策だけではなく、自治体

の独自性であり、将来を見据えた事業展開であると

思っています。人口減少対策の重要課題として特に
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３０歳から３９歳の若年女性の人口をこの地域の将

来を決定付ける指標と位置付けており、その中で宗

谷管内において本村は人口減少率が最も低く予想さ

れています。しかし、将来的に人口は確実に減少す

るのはこれは明らかであります。早急な対策を検討

すべきと考えます。特に若年層の雇用対策、それに

伴う子育て環境の充実は今後の重要課題であります。

雇用対策は本村の現状では先行きを見通せるものは

なく対策を早期検討しなければなりません。また、

子育て環境ではさらなる行政サービスの充実を図る

必要があると考えますが村としての考えをまずはお

聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。日本創生会議は２

０４０年、昭和５２年に若年女性の流出により全国

の８９６市区町村が消滅の危機に直面することを発

表し、そのことが呼び水となり、政府は人口減や少

子化など地方の問題に取り組む、議員おっしゃると

おり、まち、ひと、しごと創生本部を創り、地方の

魅力や特色を生かし若者が働くことができる場、子

育てを自然の中で行うことができる場づくりをつく

り上げることなど、地域再生について重点政策とし

て打ち出されたのは、議員の御承知のとおりだとい

うふうに思っております。現在、猿払村においての

出生率は平成２０年から２４年度まで１．７５と北

海道の中で５番目の高い位置にあり、また、人口減

少推計では若年女性人口変化比率が４１．７パーセ

ントと道内でも減少が低い将来推計が出されており

ます。これは本村においては一次産業、漁業、酪農

業の就業率が３３．４パーセントで一次産業の基盤

がしっかりしていることが大きな要因として私は段

階考えております。 

議員の御質問でございますが、人口減少に対する

村の考え方、それを踏まえた若年層の雇用対策、子

育て支援策についての考え方についてお答えをさせ

ていただきたいというふうに思います。村としての

人口減少対策の考えですが、まずは本村の基幹産業

である漁業、酪農業の安定した基盤づくりや後継者

担い手対策をし、安定した日本の食料基地として、

さらなる一次産業の振興及び発展を図ることが必要

であるというふうに考えております。また、商店が

減少していくことは生活基盤そのものに大きな影響

を促すものでありますので、商業者に必要な助成措

置を行ってまいりたいと考えます。更に地場産品を

利用した六次産業化に向けた特産品の開発など、独

自性を持った個性あふれる村づくりを推進すること

により、定住、移住対策につなげていきたいという

ふうに思っております。また、子育て支援対策につ

きましては、後継者担い手対策等を考えると、そこ

には次世代を担う人づくりに向けた子育て環境の充

実は必然的なものであるというふうに私は考えます。

現在、保育料の軽減、高校通学助成の増額、乳幼児

等医療助成の拡大等、子育てをしやすい環境に向け

て、来年度に向けて、現在協議検討をしているとこ

ろでございます。また、若年層の雇用対策について

は、私が掲げた高齢化社会を見据えた福祉施設の建

設、住まいづくりとあわせ、施設で働く若者の雇用

創出を生み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）：山森君。 

○議員（山森清志君）：つい先日の報道ですが、こ

んなものがありました。消費税を８パーセントに据

え置いた場合、来年度消費税が１０パーセントにな

るという噂が流れておりますが、消費税を８パーセ

ントに据え置いた場合、政府が消費増税によって確

保しようとしている子育て支援の財源 ７０００億

円に対し、３０００億円程度の不足が２０１５年に

生じることが厚労省の試算で判明したというものを

目にしました。仮に財源不足が生じた場合、これは

人口減少対策が足踏みする可能性があります。政府

の方針が我々この小さな猿払村にまで及ぶ影響がこ

れはあるわけですね。その政府の方針にも注視しな

がら、それに左右されない、先ほど村長も述べてお

りましたように独自の施策を打ち出すことが求めら

れております。これはすべてのものに言える事です

が、右へ倣えではなく、本村が自分で考え、自分で

行動し、自分で事業を立ち上げ、自分で物事を解決

する。その独自性が今どこの地域にも求められてい
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ると思っています。この地方創生本部でも同じ予算

は重複して出さないと、もう一度精査すると言って

ますね。これは言い方を変え、名称を変えて同じも

のに同じ予算が付けられているというものが全国に

たくさんあるそうであります。このことを踏まえて

右へ倣えというものでは同じようになってしまいま

すので、ぜひ独自の事を、これは全村、住民も巻き

込んでアイディアを出し合って、これはどんなもの

でも同じことですが、考えていかなければならない

のではないかと思っています。 

それから若年層の雇用対策。これについても現在

の状況では新規産業の創出を見出せるものほとんど

ないのが事実であります。本村の人口減少率が低い

のは、一次産業、特に先ほど述べておりましたよう

に漁業者の若い世代の影響であります。しかし、こ

れにも限界があります。例えば漁業者、同じ世代の

若者が結婚をし子供をつくる。それが多い年、少な

い年がありますね。これが漁業だけではありません

が、本村の現状をみると、この漁業者の若い世代の

影響をもろに受けていると言っても過言ではないと

思います。仮に今年２０人子供が生まれました。で

も来年２人しか生まれなかったとなると、それだけ

でこのパーセントはガクンと変わるはずです。その

ことも含めて、これは数字だけの問題であって現実

をみると本当に綱渡りをしている状態であると私は

考えています。その事も含めて、その依存度を軽減

するような産業の創出を研究、検討すべきと考えま

すがその点についてお考えをお聞かせください。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：議員の御質問にお答えしま

す。石破大臣の方もこれからはばらまきの補助制度

はやめるというな話もありますので、議員の申した

とおり、これからは各自治体が独自性を持った施策

を考えて国の方に提案型の事業を発信していかなけ

ればならないというふうに私も思っております。ま

た、これからは若者をいかにうちの村に呼び込んで

いくかという部分につきましては、先ほども申し上

げさせていただきましたけれども、高齢者福祉の施

策の部分で何とかそこで就労していただける方をう

ちの村に招へいをしながら何とかやっていきたいと。

確かに議員おっしゃるとおり今は一次産業、漁業と

酪農業の上にあぐらをかかしていただいている様な

状況でございます。これを何とか打破していきたい

なというふうに考えておりますので、その一つの案

として先ほど観光産業も含めて、これからまた新た

な産業の創出に向けて職員一同頑張ってまいりたい

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）：今村長より前向きな答弁を

いただきましたが、これは考えて、数字の上だけで

物事を考えてもしょうがない事ですので、ぜひ、行

政、議会、そして住民、これもう皆含めた上で、ぜ

ひとも新しい産業の創出や子育て支援の対策、これ

を検討していただきたいなと思っております。 

産業振興という部分もこれは人口減少対策の重要

課題であると私は考えておりますが、これはもう私

は一般質問の度に大体同じようなことを言っている

のではないかと自分で思っていますが、この産業振

興というのは、何もないところからものをつくって

いくのは物凄い労力と、お金と、全てのものが必要

になってきます。この部分に関して、やるやるとは、

当然、答弁の中で申すのはこれはもう当たり前の事

でありますが、今現在どのような事が村長の頭の中

にあるのか。やるやるとは言っても何も考えないで

やると言っているのと、こういうことをしたらいい

んじゃないかと持っているのと、それは現実的に可

能かどうかは分かりません。私も頭の中にはいろい

ろなものがあります。ただ、ぽんと言ってしまうと、

そんな事できるわけないんじゃないのかと言われる

ようなこともあります。しかし、それを現実に行っ

ている地域も、これはあるわけです。新しいものを

つくるという部分と、それから、これは言い方、良

いかどうか分かりませんが、よその物をパクルとい

う部分もこれは含まれると思いますが、先日、つい

先日、美唄の市長と私はお話しをする機会がありま

して、お話しをさせていただきました。というかお

話しを聞いてきました。その中で美唄市長が、この

宗谷管内のことを最後に言っておりました。それは

観光の事なんですが、枝幸町歌登地区のことを言っ

ておりました。以前に同僚議員もそのことについて、



  －16－ 

いろいろ質問をした経過もあるようでありますが、

委員会等でもいろいろ話題になりました。ビデオも

見ました。歌登地区で、グリーンパークホテルを利

用して外国人客を誘致して、すごい反響が出ている。

毎回、あそこに外国人客が来てテレビの取材も受け

ているという部分がありましたね。それを見た現在

の美唄市長がパクろうじゃないかということを考え

付いたそうです。ところが美唄地区は高速道路がで

きた事によって、どんどん衰退をし、宿泊施設に関

しては３００人ちょっとしか全体で泊まるところが

ないそうです。町にしてもね。商店街はどんどん廃

れてきているという部分で、どうしたら真似ができ

るかと、誘致するにも宿泊施設がうんと言ってくれ

ないということで、考えたのは、お寺さんのお坊さ

んと結託をしまして、お寺に泊まらせようと。日本

人ならイヤというところが、外国人客には物凄い大

ウケで、出して来る料理も地域のおばちゃんたちが

作る料理、つまりは精進料理みたいな、昔からの日

本料理ですね。それを食べさせたところ、物凄い好

評であって、凄い外国人客がどんどん来ているとい

う部分を申しておりました。美唄市も財政負担比率

が物凄いことになっておりまして、火の車だったと

ころを今の市長が立て直して来年には目途が付くそ

うでございます。黒字転換にね。その時に職員の給

料を３０パーセントカットしたそうです。物凄い組

合からは反発があったそうでありますが、そんなも

の関係ないと言って、もちろん自身の給料も含めて

３０パーセントカットし、５、６年間かな、来年よ

うやくそれが通常どおりになるそうであります。そ

のように言っておりました。また、基金。これビッ

クリしたのが、基金を開けてみたら、市長になって

基金を開けてみたら、使おうと思って開けてみたら

１７万円しかなかったということであります。それ

で考え付いたのが誘致しようと。その外国人のお客

様に自分の市でお金を落としてもらおうと。大体来

る方というのは富裕層の方がほとんどだそうですね。

例えばホテルにしても某有名な三星、五星みたいな

ホテルに普段泊まっている方が来るそうです。それ

は今美唄市にあるホテルでは恥ずかしいと思ったそ

うですね。考えたのが、そのお寺だそうです。どの

くらいの規模のお寺かどうか分かりませんが、そこ

に大きな仏像があってね。その大部屋に寝るそうで

す。何十人もの人が布団を並べてね。それでもう大

喜びして、いろいろなものを催して、日本的なもの

を催して、日本というものを見せるわけですよね。

昔からの。そういうことでまちおこしをして奮闘し

ている町もあるそうです。その自慢を私が代わりに

したわけではありませんが、本村もパクリではあり

ませんが、それも独自の考えだと思います。いろい

ろなことを参考にしながら、また、自分達でものを

考えて、どのようにしたらできるだけお金を使わな

いで、今できる最大限のことをどのようにするのか

という部分も先ほども言ったように行政、議会、そ

して住民も含めてお互いに話し合ってこれはつくっ

ていかなければ。今は良いです。人口減少率も先ほ

ど言ったように低く抑えられている。高齢者の福祉

施設もこれから造ろうとしている。じゃあ１０年後

はどうですか。子供の数も減ります。と同時に老人

の数もこれは減るわけですよ。今１００人福祉施設

に仮に入ったとします。じゃあ１０年１５年後は、

その方達が何人になっているんですか。これはちょ

っと計算しなければ分かりませんけれども、たぶん

半分くらいになっているのではないですか。若者も

減るけれど老人も減るんですよ。ということは、も

ちろん老人福祉、社会福祉は物凄い重要課題です。

日本の財政の財政難を引き起こしている原因でもあ

るぐらいにお金を掛けなければならない事ですよね。

そのぐらい今高齢化社会になってきていますが、将

来、そんな遠い将来ではありません。本当の近い将

来、その老人も減っていくわけです確実に。という

ことは、今すべきことはそれと同時に今の生まれて

くる子供、これから生まれてくる子供、今の小さい

子供が将来この町に留まっていてもらえるような施

策を今考えなければ、これは１０年１５年後の猿払

村は、もしかすると存続していないかもしれません。

ということを私自身も行政も肝に銘じていただきた

いと思っています。ということを願いを込めて私の

質問を終わりたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：ここで昼食のため１時ま

で休憩いたします。 
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休憩 午前１１時５０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。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君）：３点について質問をいたし

たいと思います。 

一番最初に医療費の助成ということですが、子育

ての中で掛かる医療費の助成ということで質問した

いと思います。私も何回か子育てと申しますか。今

日も午前中、同僚議員さん方の質問の中で、やはり

次世代を担う方々が猿払村に定住をしていただかな

いと、やはり猿払村が、やはり人口的に少しずつ少

しずつ減少していくと。こういうことは将来的に否

めないのであろうと。しかし、そういうことの中の

一つとしても大変これ私重要な事でもあると思いま

すし、現在住んでおられる方、そういう形の中で、

やはり子育てをしていると。そして、子供さんとい

うのは大人と違いまして、保育園ですとか、保育所

ですとか、学校ですとか、そういうとこを集団で生

活をしていると、誰かが一人貰ってくるとすぐ感染

をするというような病気の事例もございます。そう

いうことの中で猿払村、地元にある国保病院だけで

終わればいいのですが、子供さん方は小児科の専門

外来へ行くと。村内にはそういう施設はありません

と。近くは稚内市の小児科医、あるいはまた、少し

離れると名寄市とかの小児科という形で、病院に行

くにしても１日がかりで行ってこなければいけない

と。そんなような状況は目に見えてとれるわけでご

ざいますが、そういう中で子供は本当に宝でござい

ます。ただ、今までは皆さんそれなりに子育てをし

て普通に親が治療費を払ってくるというのは、これ

当たり前の世の中でございました。しかし、やはり

時代も変わりました。共働きの家庭ですと二人で、

お父さんとお母さんが仕事をして一家稼いで、仕事

をして賃金をいただいて、それが一つの家庭の成形

になっている。そういった中で子供さんが病気にな

ってお母さんがビッチリ付いて行くということにな

るとお母さんは休みになってしまうわけですね。収

入も減るというような形でございます。たくさん収

入がある方は別でございますが、そういう営みをさ

れている家庭の方々というのは非常に村内でも多い

と思います。ただ、こればっかりを私突出してやっ

てくださいとこういうことではありませんが、たま

たま今年の村の広報の９月号にも特命希望というこ

とで、子供のそういう医療に関する助成をしていた

だきたいというお願い事がありました。それで先日

担当課の方に資料のちょっとこういうところを一つ

調べていただきたいという形で答えをいただきまし

た。また、平成２５年度の決算ですね。決算の中で

もひとり親家庭の医療給付事業とか乳幼児医療給付

事業ですとか、そういうのを見てまして、これ本当

に取り組んだ場合に、どの程度までやって、どの程

度まで掛かるのかなと。もう少し踏み込んでできな

いんだろうかと。町村の中では中頓別町さんが高校

３年生までの医療費の助成を行っている。中学生ま

では礼文町、幌延町。小学校までは稚内市。後は猿

払村もほかの町村さんも北海道と同じということで

就学前までという形なっております。猿払村はその

他に特定疾患って申しますか、そういう予防の方は

少しずつ、１回目無料ですとかってことはやってい

ることは存じておりますけれども、こういう点につ

いて基本的に村長さんがどういうふうにお考えにな

られていらっしゃるのかそういうことをまずお聞き

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。まず、子

育てということでございますけれども。８月末現在

で、村内の小学生未満のお子さんの人数は １７４

名で、小学生は１８１名、中学生が８５名おります。

この子供さん達をお持ちの御家庭、いわゆる子育て

世帯への医療費助成ということで、現在、乳幼児等

医療費助成とひとり親家庭医療費等の助成がござい

ます。改めて乳幼児医療とひとり親の方の整理をさ

せていただきますと、乳幼児医療等医療費助成につ

きましては、現在、北海道の補助と同じ基準で給付

を実施しております。就学前の乳幼児には入院と通
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院を。小学生には入院の助成をしております。いず

れも自己負担をお願いすることとしており、３歳未

満児と村民税非課税世帯のお子さんは初診時一部負

担金を。村民税非課税世帯の３歳以上のお子さんの

場合には医療費の１割を負担していただいておりま

す。また、対象とする世帯の判定には所得制限があ

り、就学前乳幼児では１７４名中７０名がこの制限

に掛かる現状となっております。また、ひとり親家

庭等医療費助成につきましても、北海道の補助基準

を基本として１８歳未満のお子さんと１８歳から 

２０歳未満の学生のいるひとり親家庭について、親、

お子さんと共に入院と通院を助成をしております。

また、乳幼児医療費と同様に自己負担していただく

分として３歳未満児と村民税非課税世帯のお子さん

は初診時一部負担金を。課税世帯の３歳以上は医療

費の１割負担を御負担いただいております。また、

過去に佐々木議員から御質問があって取り組まさせ

ていただいた部分で、村独自の助成分としましては、

親の通院、歯科、調剤等の医療費と本人負担の上限

額を入院外来とも北海道基準より下げることで負担

を軽減しております。なお、こちらも対象世帯の判

定には所得制限がございます。 

さて、御質問の子育て世帯の負担の軽減というこ

とにつきましては、先ほど来答弁をさせていただい

ておりますけれども、現在、乳幼児等医療費助成の

拡充につきまして協議をしております。主だった内

容としましては、対象を中学生まで拡大させていた

だきたい。それと所得制限の緩和をさせていただき

たい。これに掛かる所要経費などについて子育て支

援の施策として新年度に向け、現在、協議検討を進

めておりますので御理解をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：今、村長さんの答弁では、

村の独自の施策として中学生まで、それから所得制

限をもう少し緩和すると申しますか、引き上げると

いうことで、次の新年度から目指すという理解でよ

ろしいでしょうか。そういう答弁がございました。

ほかの町村の事を引き合いに出して非常に悪いんで

すが。前にも申し上げたこともあると思いますが、

東川町さんですね。ちょうど    ７０００人を

切れた頃。平成１５年ぐらいだそうですが、今現在

の町長さんが当選をされたそうでございます。何と

かしなきゃいけない。この人口の減少を何とかしな

きゃいけない。しかしながら我々はそこに住んでも

おりませんし、私はここの猿払村に居りますから、

猿払村がどういうふうにすれば人口が増えるのかな。

ただ、東川町さんはいろいろなパターンを考えて、

そして、いわゆる町内に雇用者の住宅を建てて、そ

して、民間アパートですよね、それを起爆剤にして

町外から少しずつ人を呼び込んでいったと。それが

一つだと思いますし、そこからまた写真の町、ある

いはまた、いろいろなユニークな施策でしょうね。

それとマイ椅子ですか。そういうような施策も聞い

てまいりました。そして、そういうことの延長線上

の中で、不妊治療をされている御夫婦の方々にも一

定の補助制度を設けているんだと、そういうお話も

されておったわけでございます。しかし、本当に東

川町さんは少しは人口を、その後は回復の兆しにあ

りまして、現在は７０００人を大分上回っているよ

うでございます。そのように聞いております。先日

も日刊宗谷の中で、枝幸町の新しい町長さんになら

れました村上町長さんは、次の世代の、若い世代が

町に定住するようにという形で全庁的に各界各層の

人方に議論をしてもらって、なんとか次の世代が枝

幸町に安定して住めるようにその第一歩でしょうね。

今までもいろいろなことをやってこられてると思う

んですが、そういう強い所信も反映しているようで

ございます。ただ、私がこの医療もやれ、次１２月

はたぶん今度保育所のことをもう少し勉強さしてい

ただきまして、そういう保育料の問題ですとか、そ

ういうことが、何だ野村うるさいなではなくて、議

員さん皆さん方のいろいろな形でやっていると思う

んですが、どこまでこれやればいいのかっていう事

もございます。しかし、私は次の世代の人方が住ん

でいただくような村でないと私達も高齢者に入って

きましたから。そしたら私達今まで何にしてきたん

だろう、次の世代の人方が住んで、そして生産を上

げていただかないと私達もここの村でずっと最後ま

で迎えることができるだろうかなとそんな思いでも
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ございます。今、村長さんはいろいろな形で検討し

て中学生まで、それと所得制限ももう少し引き上げ

たいと、そういうようなことでございますから、か

なりいろいろな形で理解をしているようでございま

すので、ぜひとも庁内だけとは申さず、もう少し幅

広い意見の中から、いろいろな意見を酌み上げてい

ただいて、良いものになる様に一つ検討していただ

きたいなと思います。 

中学生までと申しましたけれども、例えば管内の

中頓別町さんは高校３年生までやっていらっしゃる

んですよね。ちょっと私中頓別町さんには申し訳な

いんですけど、財政水準と申しますか、猿払村は公

債比率が平成２５年で１４パーセントを切ったとい

う決算の内容が届いております。中頓別町さんはま

だ２０パーセントを切れていないのではないのかな

と、そんな推察をしているところでございます。そ

れを切れたからどんどんやれということではなくて、

しかし、財政というものは見通しがあるんではない

のかなと。こんなに急激に平成２４年度は一気に１

５パーセント。その前は１８パーセントか１９パー

セントぐらいでしたよね。それでも財政も見据える

力。そして、起動、プロモーションを掛けていく、

そういうのも必要ではないのかなと。そういった中

で、この中頓別町さんのやっている事というのがど

ういうことなのか。こういうことまで。私、村内で

高校生が通うということになれば外へ出す。管外へ

出す。あるいは通学費も当然、今、確か定期、浜頓

別高校とか稚内高校に行きましても通学費７割補助

ですよね。３割は自己負担ですよね。そういった中

で医療費も行けばやはり親が付いて行く。学校行っ

て学校の帰りに病院へ寄るとかってなれば親御さん

も付いて行って帰ってくるということもございます。

そこまでは無理なのか。中学生までしか検討ができ

ないのか。高校生まで広げて検討できないのかなと

そんなことをどうなのか。ちょっと村長さんにもう

一回お伺いを立てたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：先ほど来から御答弁させて

いただいておりますけれども、新年度に向けて乳幼

児からお年寄りまでの、今の助成制度の拡充に向け

て協議をしている最中でございます。その中で各課

にお願いをして私のところでいろいろ相談させてい

ただいておりますけれども。中学生までで、見込み

として拡大所得制限等も含めて拡大した場合につい

ては約３７４万円ほどの医療費が村の負担として増

えるだろうと。そういうことを含めて、各種、学童

保育料金の見直し、それから保育料金の見直し、そ

れから高齢者等の福祉タクシーの無料券、もしくは

負担金一部５００円の値下げ、全体的に協議をして

いる最中でございます。当然その中で来年度に向け

て、どの位の予算が必要だろうということも当然考

えていかなければなりませんので、まず乳幼児等に

ついては１５歳と、中学生までという形の方でやら

していただきながら、高校生まで検討することは全

然やぶさかではないので、そういう形の中でシュミ

レーションしながら検討させていただきますけれど

も、全体的な予算をみながらやらしていただきたい

というふうに考えておりますし、間違いなく議員さ

ん方の御同意を得られれば実施をしていきたいとい

うふうに私も考えておりますし、また、過去の議員

さん方の御提案があった中の議事録を掘り起こしな

がら実績としてなるべく早いうちに執行に向けてや

ら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）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：できるだけ早い検討を重ね

ていただいて、できるだけ子供さん方の医療費が軽

減をされて、少しでも子育ての役に立つような形で

実行できることを期待いたします。 

次にごみの収集と料金について。前回の議会で生

ごみの分別について村が先導して村民に分別の協力

をお願いするということが大前提の話しではないだ

ろうかというお話しを６月の議会でしたつもりです

が、その時点では村の関連のところには専用の袋が

あって、その袋の中に何でも詰めて、生ごみも、燃

えるごみも、燃えないごみも詰めて出していたとい

う経緯があったと聞いております。ただ、その後そ

の部分について分別がきっちりされたのかとその辺

についてまず先にお話を伺いたいと思います。 

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

させていただきたいと思います。生ごみの分別につ

きましては、自治会や地域のステーションを利用す

る皆様方の御協力も得ながら一丸となって適正な分

別、排出に取り組んでいただいております。その結

果として、生ごみ袋の売上げ枚数で申し上げますと、

平成２５年度１年間で袋の売上げ枚数が３万２７５

０枚。内訳としましては、５リットル用で１万５９

２０枚。１０リットル用で   ７８８０枚。１５

リットル用で１万１３５０枚でございます。金額に

しまして６６万５４０円であったものが、本年度８

月末現在で袋の売上げは３万２９９０枚で、売上げ

金額６３万４２６０円と昨年１年間分の使用量を上

回る結果となっております。また、燃やせるごみの

南宗谷衛生施設組合への搬入量も前年度と比較しま

して、４月では前年度６６トンの搬入に対して６１

トンと約５トンの減量。５月では６３トンの搬入に

対して５２トンと約１１トンの減量となりました。

６月、７月もそれぞれ燃やせるごみの排出量は１５

トン、 １９トンの減量となっております。このよ

うなことから、目にみえて生ごみと燃やせるごみの

分別が徹底されてきているものと判断をしておりま

す。そのことによって燃やせるごみの焼却に掛かる

村の負担金の軽減にもつながりますことから、引き

続き村民皆様方には分別の徹底の周知をお願いして

まいりたいと、徹底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）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：今の答弁に追加をさして

いただきたいんですけれども。公共施設。村の所有

している公共施設の部分について、分別をしている

かってところも含めて御答弁させていただきたいと

思うんですが、村としては生ごみの袋をきちっと買

って、病院も保健センターも含めて徹底して今はや

っているという形で押さえております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：村がこの６月の質問の後か

らそういう形できっちり始めたということで理解を

して間違いないですね。今は生ごみは生ごみ。答弁

ありますか。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：生ごみと資源ごみの分別

の部分につきましては、従前から村としてはきちっ

と公共施設の分としては分別をしてやっているとい

うことで村は押さえております。 

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）：そういうふうには私理解し

ていないですよ。その前はとにかく役場の専用の袋

に全部詰めて出しているとそういうふうに聞いてお

りますよ。そうおっしゃるのであれば、生ごみの使

用簿みたいのがありますでしょ。猿払村でどこに何

枚か出しているというのは。例えば給食センターだ

って残ざいが出たり、病院の炊事の方だって出たり、

各所で、各学校なんかもそうでしょうけど。私はそ

ういうふうには押さえていなかったんですよ。 

○議長（山須田清一君）：小林住民課長。 

○住民課長（小林勝彦君）：ただ今の野村議員の御

質問に対してお答えをしたいと思います。以前から

村の各公共施設につきましては、燃やせるごみの袋

につきましては、事務的な関係から用紙等の排出が

多いということもありまして、銀色の比較的質の落

ちる袋でございますけれども、それを使う事によっ

て村の方で販売しております燃やせるごみの袋より

値段も安くなります。それを燃やせるごみにのみ使

っておりまして、それ以外については一般の御家庭

にも使われております燃やせないごみの袋、それか

ら空き缶の専用袋と各種専用袋を使っていただいた

中でもって、ごみ処理にはあたっていただいており

ます。生ごみの袋につきましては、基本的に南宗谷

の衛生施設組合で販売してるもんですから、うちの

方ではきた段階での引き継ぎはしておりますけれど

も、請求だとかそういうものについては、直接、台

帳も南宗谷の方で最終的なものは押さえております

ので、取り扱っているところの仲介、例えば一般の

小売店の方が来られて生ごみの袋をいくらいくらく

ださいと言われたことについてのその申し込みの控

えはこちらの方で把握しておりますけれども、実際
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の料金の発生だとかそういうものについては、南宗

谷衛生施設組合の方でやっておりますので、公用の、

このいろいろと燃やせるごみ、それから燃やせない

ごみ各種の各施設に配付した資料はございますけれ

ども、燃やせるごみの袋の控えについては、うちの

ほうでは現状把握していないような状況になってお

ります。生ごみの関係につきましては、という状況

になっております。それを調べるってことになれば、

うちの各公共施設で例えば病院で生ごみの袋を何ぼ

購入したかというのは、病院の方の中でもって買っ

ていただいているので、それはうちの方では、住民

課としての課としてその把握はしていないのが現状

であります。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君）：課の方は南宗谷の生ごみの

袋については取り次ぎだということでございました

から、そうしたら一旦取扱店に行ってから各公共施

設で使うか、あるいは部課によってそこそこの人が

調達をするということで考えていいですか。そした

らどうですか議長さん、これ水かけ論になるかもし

れませんけれど、こちらでは生ごみの出荷は公共施

設に対する出荷というのは把握をしていない。そし

たら私は何か６月か５月か分からないんですけれど、

私の質問になってから生ごみがそういうふうに切り

替えらさったというふうな認識がいたもんですから、

ずっとやっているんだと言うんであれば、例えば病

院の炊事の方もありますし、給食センターだってや

はりどっかで生ごみ出て、それに残さいだとか出ま

すから、そういうところで使ったところで年間どの

程度の、どのくらい使ったかきっちり出してもらっ

た方がいいんじゃないんですか資料として。お願い

できないですか。 

○議長（山須田清一君）：それに対しての答弁は。 

休憩とりますか。答弁調整のために１０分でよろ

しいですか。１５分。１５分の休憩を取ります。 

 

休憩 午後 １時３０分 

再開 午後 １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。 

眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：すみません。休憩をいた

だいてありがとうございました。先ほどの生ごみの

購入枚数の部分につきましては、各公共施設、給食

センター含めて全部、資料を作成して後ほど御提示

をさせていただきたいと思います。現状では各所管

課で袋を購入して、無くなる、劣化とかもあるもん

ですから在庫を置かないで、無くなる寸前に購入す

るという形でしてますので、ただ、今、使用枚数の

部分、購入枚数は伝票等で分かるんですが、使用枚

数についてやはり帳簿をきちっと付けなきゃいけな

いと思いますので、今、現在無くなるときにという

ことなもんですから帳簿も付けてはいません。です

から今後は基本的に個人で使うとかというところも

防ぐということになれば、やはり帳簿をきちっと付

けていくことが重要だと思いますので、その辺もあ

わせてきちっと徹底をしていきたいと思います。な

お、分別については従前から生ごみの部分について

は袋を購入して行っているということでございます

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。 

○議員（野村雅男君）：今、資料も調べて出してい

ただくと。ただ、副村長の方から答弁で以前から生

ごみを使用していると。それが全部完結になされて

いたかどうかということでいえば私はそうではなか

ったんではないのかなと。一部では何かのパーティ

ーと申しますか、催事があったりした場合に、やは

り混じって捨てていた部類はあったのではないのか

なと、そんなふうに私考えておりますが、しかし、

やっているということで済ませましょう。 

しかし、なぜ私ここをうるさくやるかというと、

前回の議会でも申し上げましたけど、せっかく皆さ

んで守ろうとしたことが、本当に生ごみ、それから

燃えるごみ、燃えないごみ、いろいろなごみの分別

が本当に村民の皆さん方も本当に協力をして凄く良

い状態になっているそういう時でございますので、

私達ももちろんそうですけれど村も率先して、個の

ごみも村に勤めている職員さん方というのは家庭に
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帰られましても、その辺のところをきちっとしてい

ただくとそういう上で、また、村民さんの協力もい

ただくとそういうことが基本ではないのかなという

ふうに思います。それと村長さん最初の方の答弁で、

大変その生ごみの袋の使用料は前年度から比べたら

倍以上に伸びていると。その分燃えるごみの販売量

が減っていると、こういうことでございまして、さ

らに付け加えて当然燃えるごみの搬出量によって南

宗谷衛生施設組合の負担金の料金が変わってくると

いうことで私も認識をしておりましたので、以前か

らみると、今年度につきましては前年度よりも大幅

に減ってくるのかなと、そういう私は予想を立てて

いるんですが、せっかく今年はこういう形で分別が

皆さん方の御協力でできたんです。そういうことで

費用も、負担する費用も少なくなるということの押

さえを続けていかなければいけないとそういうふう

に思います。 

それで２番目、先日ちょっと浜頓のある家に行き

ましたら。平成２６年９月。ですから今月９月に入

りましたね。９月から全ての資源ごみの回収が無料

化されたと。さらに遡っていろいろ見ておりました

ら、昨年の４月から資源ごみの一部ですね。缶とか

紙パックとかそういう物が一部先行して昨年の４月

から無料で収集しますよと。町の袋は使わなくてい

いですよと。ただし、半透明と申しますか、中身が

きちっと見える状態で出していただきたい。市販の

袋で結構ですよと。残った袋については、燃えるご

みの代用にしたり、燃えないごみの代用にしたりし

て残りの分は使ってくださいとこういうように書い

てあります。９月から全部無料になったと。ちょっ

と私も浜頓別町役場の方に聞いてみたんですが、あ

まり確たる返事はいただけなかったんですが、背景

には資源ごみが当然分別された後に個別に売却とい

うか、そういう廃品プラスチックならプラスチック

だけ、あるいはペットボトルならペットボトルだけ、

そういう形で缶は缶だけという形で売却をされるん

ですが、多少そういう値段が少し上がっているのか

なと、そんなような背景から町長さんが予算編成時

にトップダウンで検討しろと、こういう様なニュア

ンスだったと、そういうふうに押さえているところ

でございます。今、一番で燃えるごみの量が現在グ

ッと少なくなっている。そして資源ごみの方は、猿

払村の方については、経緯というか、どの程度の収

益があって幾らほどやってるのか分かりませんけれ

ども、ごみ袋の売上げっていうのが先日出していた

だきましたよね。そうしたら平成２５年度、去年で

すね。資源ごみ用の袋の売却というのが１２６万９

５００円。村で一般村民の皆様方に売った金額が１

２６万９５００円。ちなみに燃やせるごみは、平成

２５年度は６０２万１千円になっておりますね。ま

ず、この６０２万１千円が大分減るだろうと。それ

とあと資源ごみの売却価格が上がっているのではな

いかなと、これは推察でございます。ただ、資源ご

み用が１２６万９５００円ということであれば、あ

る程度そういう形で予測していくと南宗谷さんの方

の負担金はたぶん燃やせるごみの袋の売却代よりも

まだ下がるんじゃないのかなとそんな気がいたしま

すが、そこまで言ってしまったら村長さんの権限を

越えてしまいますので、村長さんこの資源ごみの趣

旨という形ではどういうふうにお考えをなされてい

るのかお伺い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）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。猿払村における資

源ごみの回収につきましては、議員皆様御承知のと

おり、缶、ビン、ペットボトル、紙パック、段ボー

ル、白色トレイ、新聞雑誌の７種類の再利用を目指

した資源化でございます。これらの回収専用袋につ

きましては、段ボールの専用袋が１枚４５円。残り

の缶、ビン、ペットボトル等につきましては１枚２

５円とそれぞれ条例において規定し、村民皆様方に

御購入いただいて御利用いただいております。近年

の、３か年の分別基準適合物の売払収入は、平成２

３年が約１６４万２千円。平成２４年度が１７３万

４千円。昨年度、平成  ２５年度で６２万６千円。

平成２５年度の売り上げが半減している理由としま

しては、アルミ缶及びスチール缶のリサイクルの集

荷が少なかったものというふうに押さえております。

本年度は７月にスチール缶の出荷をしており、今後、

アルミ缶も出荷計画を立てていることから、分別収
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入につきましては、昨年度より伸びるものと判断し

ておりますが、資源ごみのリサイクルに掛かる人件

費をはじめ、光熱水費や燃料費等の高騰からコスト

が増加してきている状況でもございます。先ほど例

として議員さんから出されました浜頓別町におかれ

ましては、町の専用袋を廃止し、町民の方が各商店

から半透明、又は透明の袋を購入して排出するとい

うふうに私も聞いております。その部分につきまし

ては、私としては無料ではないんではないかなとい

うふうに考えておりますけれども、本村における資

源ごみの収集、分別作業に掛かる経費として毎年約

１８００万ほど掛かっております。売捌き収入より

支出の方が多い状況にあります。私は今後も容器包

装リサイクル法に基づき、資源の少ない日本におい

ては、再利用は欠かせないものと考えておりますし、

管理型の埋立処分場の延命化を図る上でも資源ごみ

の分別は重要であるというふうに思っております。

また、本村は資源物につきましては、引き取り業者

からモデル品として展示されるなど高い評価を得て

おりますので、私としましては、市販のごみ袋を購

入して排出していただくより村民の方々には割高に

はなると思いますが、引き続き定着している現在の

方法で資源リサイクルを継続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、村長さんは市販の袋も

タダではないと。コストが掛かっているという答弁

でございましたので、それ以上深くは追及しません

が、ただ、私はこの一つは生ごみ、それから燃える

ごみ、燃えないごみ、資源ごみ、こういうものをき

ちっと分別して出していただくという姿勢を今後も

ずっと継続して、やはりやってくと何処かで人間っ

て緩む時もあるんですよね。ただ、そういうところ

をやはりまた、いろいろな形で元に戻す力を持って

進めていただきたいと。無料化というのは浜頓さん

も随分思い切ったやり方だったなとそんなふうに思

っているんですが、これは一つ村長さんに家庭のコ

ストもあるかもしれませんが、確かに分別する人件

費だとか大元では掛かっておりますが、今までも村

民さんから徴収しているのは１２６万ぐらいでござ

いますので、燃えるごみ、生ごみの分別によって南

宗谷さんへの負担が減ると。燃えるごみが減ってい

る事によってですね。そういうことも踏まえて今後

検討していただければとそういうふうに思います。 

３番目。浜鬼志別地区の土地の分譲についてとい

うことでお伺いをしたいと思います。ここにも書い

てありますが、村による分譲。過去３回、４回かな

と思うんですけれど、私の数えたところでは、今現

在、住宅が建っているのが３７戸。それから民間に

よるもの。いわゆる株式会社ササキさんが道道沿い

に分譲した。それが民間の造成でしたので１区画し

か買えないというわけではないので、中には２区画

を買った方が大半でございましたので、現在そこに

は８戸建設をされております。しかし、大体、土地

の残りというのもほとんど上の方というか、家が建

っている方の方は売れたようでございまして、道路

を一本挟んで原野に近い方は何区画か残っていると

いうお話しは聞いておりますが、しっかり確認は私

はいたしておりません。しかし、民間によるものも

在庫はゼロという状態。それから、なかなか民間同

士での流通というのも、なかなかやはりしにくいと

ころでもあります。ただ、少し今になって、やはり

歳を召されて転居をやむなしといった方が次の方々

に引き継いでいくというのもここ何年かに何件か出

てきたようでございます。そして、来年度から前に

公営住宅の建設計画というのも、浜鬼志別地区の公

営住宅の建設計画も示されておりましたけれども、

来年度から一応その当時の計画では着工予定だとい

うことでございますが、今現在は民間アパートに向

ける住宅や、あるいはまた一般の住宅、それから単

身者向けなども、鬼志別には村の単身者向けの住宅

が３棟くらいあって、２０件近くがあるんではない

のかなと思いますが、浜鬼の方も最近単身で仕事に

来られてる方も多い。そういうところが無いからあ

るところに集中をする。なかなかそこにいないので

一時的には稚内市から通ってきたり、浜頓別町から

通ってきたりして、空くのを待って入っているとい

う状況でございますので、そうしたら浜鬼志別地区

を今後どのような形で押さえていくのか。そういっ

た中でやはりそういう公共的なもの。それから民間
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に任せるもの。そういうものも含めて、大まかな、

そして細部に渡る今の公営住宅の浜鬼志別団地です

ね。そこもただ壊して公営住宅の建て替え用地だけ

にしていくのか。やはり年代が、当時公営住宅を建

てた年代と違いますから。これからやはり先の事を

みて、今ここに公営住宅を建てるのが適当なのか。

あるいは民間に売却するという手も無いわけでもご

ざいません。公営住宅はまた別な土地を求めるとか。

そういうことで、ただ役場の部局だけで、私も何回

か課長さん方とお話しをするんですけれど、もう少

し広く意見を吸い上げた、そういうプロジェクトま

でいくのかどうか分かりませんけれど、そういうと

ころでいろいろな方々のお話しも聞いて、そして、

そういう計画をなされていって、それに基づいたま

ちづくりの計画を立てていければなとそんなふうに

思いますが村長さんはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。現在のところ浜鬼

志別地区の新たな場所において土地の分譲計画はご

ざいません。しかし、浜鬼志別地区では来年度以降

に公営住宅の建設を計画しておりますし、それにあ

わせて公営住宅の解体跡地を活用しながら区画整備

を進め、公営住宅の建築や民間アパート及び個人住

宅用地として活用できるような方向で考えてまいり

たいというふうに考えております。その後いろいろ

な形で出てきた場合については、まちづくり懇談会

等で地域住民の方々の声を拝借させていただきたい

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）：たぶん今の村長さんの考え

方、答弁の内容では新しく分譲を考えるとか、そこ

まではこういっていないような気がするんですよね。

そうしたら村政懇談会で、まちづくり懇談会でとい

うお話しですが、まちづくり懇談会でも前には要望

書をお挙げしたことがございます。そういうのも検

討の課題にも載っていない。そして、公営住宅の計

画は来年度からということになっております。まだ、

具体的に来年度になっていないので、どれをどうし

ていくのと。しかし、やはり地元としては将来的な

そういう計画も含めて示していただいて、果たして

今のところに公営住宅を造っていったほうが良いの

か、あるいは民間に売却した中で新たなそういう用

地を求めて、そちらの方に公営住宅を建てる。例え

ば今年、公営住宅ちょうど２棟４戸ですかね。壊し

たんですけれど、ちょうど会館の真向いぐらいであ

りますよね。ただ、会館も駐車場だけだと、会館の

駐車場だけだと手狭なんですが、ちょうど向かい側

にそういう公営住宅が解体されて新しく空き地、広

い空き地ができたわけですよね。駐車場にも、大き

な葬儀の時などは駐車場にもなりますし、また、駐

車場が子供たちに開放されるそういう公園であって

もいいかな、だからそこの中の一つ位そういう形で

残していただきたいなと。例えば先日も地域の人方

と葬儀の手伝い等でお話しをしておりましたら、野

村さんどうして開発の上の方に１本道路を付けて公

営住宅というか、民間の住宅用地の開発をしないん

だという御意見もありましたし、その他にもまだ空

いているところがあるのではないかなと。そういう

ところにやはり次の世代の人方が住む。あるいはま

た、民間アパートなりの用地をやはり確保すべきで

ないかと、そんな意見もございました。しかし、前

にもまちづくり懇談会ではそういうお話を申し上げ

た。要望したつもりでございます。その辺もう一回

村長さんがそういうことを踏まえた中で、どういう

ふうな考え方を持ってるのか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）：今議員の方から御質問の、

御提案のありましたことも含めて今後きちっと検討

させていただきたいいうふうに思っております。 

○議員（野村雅男君）：今後、十分皆さん方の声を

聞いて検討していくという御答弁がありましたので、

これで質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：２時２０分まで休憩しま

す。 

 

休憩 午後 ２時０９分 

再開 午後 ２時２０分 
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○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

８番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：一般質問通告書に基づき、

１項目３点について質問をさせていただきます。猿

払村では、平成２３年度より２７年度までの５年間。

第６次総合計画の上、さまざまな行政施策が行われ

ております。第５次の計画では、平成  １８年度

から平成２２年度までの５年間を計画期間として、

まちづくり計画、スローガンとしては、北方に立つ

個性と調和の大地
ふるさと

猿払、私たちが創り・活かし・

守り・育む、ということで第５次計画が行われまし

た。今のところ第７次計画までは１年半という期間

を残してはいますが、これから第７次に向けての計

画が策定されると考えられます。過去の例のスケジ

ュールをみますと１年半ほど前から村民に対するア

ンケート。また、１年ほど前から審議会等を設置し

て計画を練り上げた事例が多いです。今この時期１

年半としてちょっと時間が長いかと考えるところで

すが、現時点での実行できた施策。また、この残り

１年半でのこれからの施策について考えを村長にお

聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の小山内議員の御質

問にお答えをさせていただきたいと思います。第７

次総合計画につきましては、先般プロポーザル審査

により支援業務委託業者を決定したところでござい

ます。今後は、この業者と連携を取りながら策定作

業を進めてまいりたいと思います。第６次計画全体

の評価、検証は、第７次計画の策定作業の中で実施

する予定でございます。現時点での実行できた施策、

これからの施策についてですが、現時点で完了して

いる主な事業につきましては、一般廃棄物最終処分

場嵩上げ工事、除雪機械購入事業、農業集落排水施

設整備機能強化事業、じん芥収集車購入など。計画

期間内に完了予定の事業で主要なものにつきまして

は、ふるさとの家大規模改修工事、漁船保管施設拡

張事業、消防救急デジタル無線整備事業などでござ

います。また、道営草地整備事業、公営住宅整備事

業などは、６次計画から第７次計画へ引き続き実施

していく予定となっております。いずれの事業も村

民の生活や産業の振興に関わる事業となっておりま

す。ただ今述べました事業はいずれもハード事業で

ありますが、村政を運営していく上でソフト事業も

不可欠なものと考えております。ソフト事業の大半

は６次計画以前からの継続事業であり、今後も事業

の検証を行いながら必要事業は継続して実施してま

いりたいというふうに考えております。また、第７

次の計画策定にあたっては、就任当初に私が掲げた

誰にでも優しいまちづくりを進めるために柱の施策

を基本方針、もしくは基本目標として盛り込んでま

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：村長の就任期間が４年間。

猿払村総合計画の計画期間５年間。非常に前村長の

時は難しい時期に引き継ぎが行われたと私の記憶の

中であります。２２年の１２月に前村長は就任し、

２３年の４月から計画が始まるという時期。今回伊

藤村長に関しては２５年の１２月に就任し、新しく

総合計画が始まるのが２８年の４月からと。あと１

年半計画段階が残っていると。非常に良い時期に私

は就任したのではないかと。自分の思いがあるこの

１年半の内に計画をし、また、残りの任期の１年半、

約１年半の中で計画を実行していく段階にあると私

は考えます。今ソフト面の話しも伊藤村長の方から

話しが出ました。まだ、第７次に向けて１年半と期

間はありますが、村の総合計画にあたって大きな目

標である基本構想、また、その下に基本計画、最後

にはそれを実施する具体的な実施計画等があると思

います。今の段階で村長の思いのある基本構想、基

本計画等のスローガンの一体にでもなる思いがあれ

ば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）：私は就任の時に、先ほども

述べましたけれども、六つの柱を述べさせていただ

きました。まず１点は「個性と活力にあふれる地域

産業づくり」。それと「健やかで夢や希望・生きが

いをもって暮らせるまちづくり」。それと「行財政
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改革の継続」。それと「人を育み思いやりの心を育

てるまちづくり」。「安全・安心で住みやすいまち

づくり」。「人・もの・情報の行き交うまちづく

り」。この６点を大きな柱として、これからの総合

計画の中に反映させていただきたい。また、その六

つの大きな柱の中に、それぞれの小項目を掲げてお

ります。私も自分の政策をたまに忘れることがあり

ますので、必ずこれを持ち歩いて、どこまで進んだ

かというの自己評価も含めながらやっておりますの

で、今後もこういうことを職員と共に共有をしなが

ら総合計画の策定に進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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：私も村長が持ち歩いてい

る就任時に出したパンフレットを常に持ち歩いてお

ります。常にこの思いを持ってやっているのかなと

思いながらいます。その中でこの約１０か月の間、

村長と議会でのやりとり、また、いろいろな場面の

やりとりの中で村長が重点施策として挙げているの

が保健福祉施設等の充実。高齢者福祉、児童福祉、

障害者福祉、地域福祉と四つの柱を挙げていろいろ

な場面でお話しされていることを聞いております。

今もありましたが７次の計画に向けては、これが非

常に重要な施策ではないかなと私も考えるところで

あります。午前中からの一般質問でも同僚議員の中

から地域活性化について、高齢者福祉について等も

いろいろお話しはありましたが、まだまだ６次の中

でできなかった福祉施策等もあると考えます。もし、

具体的な例等があるのであれば、これからの１年半、

６次の中でできるもの、また新たに７次の計画に盛

り込んでいくもの等の考えについて村長にお伺いい

たします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私は保健福祉課長も含めて

村長に就任させていただいた当時から保健福祉施策

につきまして、健康づくり、地域福祉、高齢者福祉、

障害者福祉サービスなど現総合計画上に掲げてもあ

りますけれどもソフト面での事業が多く、また、６

次計画以前からの継続事業で大半が現在も事業を施

行中であり、その部分につきましては今後も継承し

てまいりたいというふうに考えております。また、

新たに第７次計画につきましては、これらの事業を

基本的に継続していくと共に、新たに障害者福祉団

体への支援、それとハード面としては介護サービス

の充実を目的とした小規模多機能型居宅介護施設と、

そのほかの介護予防事業等を総合的に実施できるよ

うな福祉施設の建設を盛り込んでまいりたいと。目

指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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：ハード面の方だけやや取

り上げられそうですが、私はこの度の２６年度の村

政執行方針において、伊藤村長が保健福祉のところ

で健康づくり支援体制の充実から始まり、最後には

子育て保育行政の充実、社会保障制度の充実と約７

点について具体的に挙げられています。その中で今

年、高齢者福祉の充実という項目の中で福祉施設等

の建設を見据えた基本設計業務を実施しますとあり

ます。４月から新年度が始まり約半年間が過ぎ上半

期が終わりました。これは伊藤村長が目指す目玉事

業の一つだと私は考えます。私もぜひこの福祉施設

だけのみならず、ソフト面の対応も含めてスピード

感のある実施が必要だと考えます。ここに基本設計

業務を実施しますとあります。今現在の進捗状況等

が分かれば進捗状況をお知らせ願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐藤企画政策課長。 

○佐藤企画政策課長：ただ今の質問にお答えいたし

ます。介護福祉施設につきましては、企画政策課高

齢者障害者支援係の方で担当させていただいており

ます。その施設につきましては、まず道内の先進地

である足寄町の施設を、ちょっと時期は忘れたんで

すけれども視察をしております。その中で、そこの

施設でやっている事業等をいろいろな面を聞いてま

いりました。その中で猿払村に活かせる部分が多々

あると感じてまいりました。その中で設計業者とも

相談しながら、まだ委託はしておりませんが、業者

と話しを進めながら今後対応していきたいと考えて

おります。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 
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○議員（小山内浩一君）：課長の答弁理解しました。

先進地を数多く見ていただいて、猿払村の現実にあ

った、村民にあった、また、この地域にあった施設

造り。また、ソフトな面でのサービスができるよう

な形での建物、サービス内容を計画していただきた

いと思います。 

３点目の質問に移ります。保健福祉施策を進める

ためには、今計画している新規の施設。グループホ

ームや介護福祉施設、施設のための職員住宅等さま

ざまなハード的な建物が必要になると考えておりま

す。また、この議会の中でも度々質問の対象になる

村有施設の遊休公共施設や、不要か遊休かというの

は人の価値観によって違いますが、また、新しく更

新時期にきている公共施設、また、すぐにでも解体

をしなければならないような施設等も数多くありま

す。また、維持管理の面においても、これから多大

な維持管理費用が掛かる建物。前に話しました保健

福祉施設の新しい新規建設費用と、これから多大な

予算を計上していかなければならない財政状況にあ

ると考えます。具体的例で言いますと、古くなって

空き家になっている職員住宅、また、公営住宅、更

新をしなければならない村営プールや生活改善セン

ター、国保病院等の経営の在り方も含めて、施設の

在り方も考えなければいけない。また、各学校施設。

３月には浜猿払の小学校も閉校という形で決まって

おります。その計画も今練っているとは思いますが、

具体的には、現実的にこれといって決まっているも

のはありません。長年空き家状態で続いている猿払

小学校の旧校舎。また、土地利用の方でいくと鬼志

別川の旧河川。また、同僚議員もおっしゃっており

ましたが、浜鬼志別の旧公住跡地などさまざまなと

ころで計画をしなければならない事案が多々あると

思います。７次の計画に向けて、また、６次の中で

もすぐやらなければならないこと。これらの財政状

況を考えた時に村長の施策の考え。また、先ほど話

しに出た、村長が最初に出した誰にでもやさしいま

ちづくりの６点の重点事業の中で行財政改革の継続

ということで、村民生活を優先しまちづくりを進め

てまいります、その中で施策の重点としては、選択

と集中が非常に重要でそれを進めていくと村長がう

たっております。これからのその手法と財政運営の

考え方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）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。前段の答弁の中で

小規模多機能型介護施設の建設について申し上げさ

せていただきましたが、議員おっしゃるとおり、こ

こに就職をしてもらうにあたっては、住宅の確保は

私は必要不可欠なものであるというふうに考えてお

りますので、施設建設と並行して現在住宅建設につ

いての手法も協議検討しております。手法といいま

すのは行政で建てるのか、それとも、民間に建てて

もらってそこの住宅を借り上げするのかということ

も含めて現在検討しております。また、遊休公共施

設、不要施設、更新時期にきている公共施設につき

ましては、前の議会でも御答弁をさせていただきま

したが、総務省が進める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事業に基づき公

共施設等総合管理計画の策定を進めることにより、

来年度策定予定の第７次猿払村総合計画とも整合性

を図ることはもちろんでございますけれども、施設

の統廃合も視野に入れながら公共施設の解体、改修、

改築に掛かる財源確保に努めてまいりたいと思いま

す。また、年度に突出した事業投資とは極力ならな

いような形の中で平準化した財政運営を目指し計画

化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）：各自治体の財政の状況を

表わす指数、比率として、ここ１０年余り実質公債

費率という数値が多様されてきました。猿払村にお

いては平成１９年度が２２．９パーセント。２０年

度が２２．７パーセント。２１年度が２１．４パー

セント。中飛ばしますが、平成２４年度は１５．２

パーセント。２５年度は１３．２パーセントと約１．

５パーセント強の減少率で今推移しております。こ

れは市町村の合併時に用いられた指数で、今これが

本当に各自治体の行財政の中身を表わす指標になる

のか私自身ちょっと疑問ですが、どこの自治体も今

下がってきております。全道のレベルからいっても

当初猿払村は１７位、 １８位くらいの位置に占め
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ていましたが、平成 ２４年度は３４位という位置

になっています。ということは、各地域が全て、こ

の指標だけでいうと財政状況が良くなっていると考

えます。また、この指標だけにとらわれず、要する

に実質公債比率がどんどんどんどん減ることが良い

事なのかなというものに関しては私は少し疑問を生

じます。言い方は悪いかもしれませんが、何もやら

ずに行財政を行っていけばこの指標は下がるという

ふうに考えております。選択と集中においてソフト

面でもハード面でも投資というのは非常に重要だと

考えます。午前中の同僚議員の質問にも地域の活性

化のためにはどうするんだ、補助金だけ出せばいい

のか、制度を考えなくていいのかというようないろ

いろな話しがありました。この指標の推移と、また、

これからの猿払についてどうしていくのかというこ

とがあれば村長の方から一言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）：ただ今の御質問にお答え

させていただきます。いろいろな公共施設たくさん

ありまして、現在各課から資料が挙がっているのが、

修繕とかそういうの含めて、これは道路とかの部分

は除いても１１４施設くらいのものが今現在挙がっ

ております。現行、数字が、金額が先回りといいま

すか、鵜呑みにして先回りというか、その情報だけ

が先回りして勘違いされても困るんですが、およそ

２７年から３３年までで、数十億。現状で捉えてい

るのがだいたい３１億くらいの修繕料。今のこの現

状の公共施設を維持していくとすれば、そのくらい

の修繕料がっていうところもありまして、現行これ

を割ると７年間なんです。３３年までということに

なると。そうすると年度でいくと約８億程度という

ところもあるんですが、これはあくまでも今の現状

のものを維持しながら修繕をどこまで掛けるかとい

う問題もありますので、これがひとり歩きしてもら

っても困るんですが、最終的には住民の必要なもの

の部分の選択はしていかなきゃいけないのかなと。

その時にやはり先ほど来言っております公共施設の

管理計画がやはりきちっと作るのが先決だろうと。

これについては最低でも人口ベースを基準に考えて

３０年スパンが最低でも必要ではないかと言われて

いるところもありますので、その辺で何が必要か財

政状況を、先ほど村長も言われましたけれども突出

した年度が無いような平準化した部分で、できれば

公共施設の管理計画をきちっと選択をして作った上

で皆様にお示しをさせていただきたいというふうに

思って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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：副村長の方から答弁がご

ざいましたが、２７年から３３年までの間に３１億。

新設ではなく、投資ではなく、維持管理費用だけで

年間８億円程度のお金。非常に多大な費用だと考え

ます。やはりこの維持管理計画の中で思い切った施

策が必要ではないかと。不要なものに関しては表現

が良いか悪いか分かりませんが、ばっさり切り捨て

ることも必要ではないか。各市町村と連携して行え

るような施設等もあればそれを模索していく等が必

要ではないかと考えるところです。これから２７年

度まで１年半ほど残してますので、それまでの間に

順次計画を再考していただいて住民負担が少なくな

るような、また、住民サービスが落ちないような形

での維持管理計画を作っていただきたいと思います。 

また、伊藤村長が目玉にしております保健福祉施

策を進めるために、保健福祉施設やグループホーム

等がハード面では必要であると考えると先ほどもこ

の場で述べさせていただきました。一つ懸念される

ことがあります。施設を造ることによって村民の負

担になる介護保険の上昇とういうものには直接結び

ついていかないのかということについて最後聞きた

いと思います。前々回の議会ですか。猿払村国民健

康保険税の議題になり、この度、猿払村の国民健康

保険税が下がりました。下がったといっても基本的

には一般会計からの繰入金によって下がったという

のが私は実情ではないかと。抜本的、根本的な節税

の解決にはなっていないというふうに考えておりま

す。国民健康保険税もそうですが、介護保険はその

施設の費用が直結する税金ではないかと考えます。

その費用負担の上昇を懸念される対応について村長

の考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 
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○村長（伊藤浩一君）：議員おっしゃるとおり、こ

の介護施設等を建設するということは、当然介護保

険料の方にも影響は出てきます。第３段階で５千円

だったかな。その部分で若干は上がると思います。

また、国民健康保険税につきましては、一般会計か

らのルール分以外の繰入をしておりませんので、今

年の賦課状況みますと、大体中間世帯、軽減世帯の

含めて３万円から１０万円の範囲でそれぞれの保険

料は減額になったんではないかなというふうに私の

方では押さえております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：保健福祉施策を進めるた

めにということで質問させていただきました。どう

してもハード面のものが先に出てしまいがちであり

ますが、今すぐできるソフト面のことも多分あると

思います。それはやすらぎ苑や保健福祉センターだ

けでなく、住民自ら、個々が取り上げることによっ

て私達議員も一人一人できることがあると考えます。

ソフト面についてもさまざまなところから意見をい

ただき、さまざまな人方がアイディアを持ち寄るよ

うな会議等も施策の中に組み入れながら保健福祉行

政を進め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。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 

 


