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◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

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。 

２番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：おはようございます。

それでは、通告に従い質問をさせていただきます。 

２項目ございますが、まずは林業の振興につい

てお伺いいたします。 

本村の基幹産業は、漁業、農業といった一次産

業であり、地域経済を支えている重要な産業であ

ります。 

しかし、以前には林業も地域経済を支える重要

な産業の一つでありました。輸入木材拡大への転

換等により、本村にあった事業所も撤退し徐々に

衰退したものと考えます。しかし、村の面積の大

部分を占める森林は放置することで、資源の利活

用も困難になっていくものであり、特に本村では

伐期を迎えた又は伐期を超えた森林がかなりな面

積を占める事態になっています。北海道の森林は

５０年から５０年に１度という伐期を迎えており、

更にこのサイクルを４０年まで短縮するという案

も検討課題になっているのが現状です。 

また、輸入木材に押されてきた道産材が近年

徐々に輸出を拡大してきており、それと同時にＣ

ＬＴ集成板などの技術の進歩により、木材の使用

用途は広がりを見せています。近年、多くの自治

体が林業施策の一環として木質チップを活用した

事業に取り組んでおり、その中でチップを生産す

るにあたっては、現在の主流は、工場での生産で

はなく重機によるチップ生産であり、ランニング

コストは以前の試算に比べローコストな運営が可

能となっているのが現状です。林業の振興は今や

全道に広がっており、本村においても今後、森林

整備、治山事業等に着手しなければならない時期

が必ず訪れます。 

また、林業については、京都議定書第二約束期

間における森林吸収量の確保や森林整備、木材使

用促進、また林業活性化による雇用安定化や川上

から川下に至る森林整備、林業再生対策といった

意見書も本村議会から政府へ提出しております。 

また、木質チップボイラーの活用で新エネルギ

ー対策の普及にも貢献できるものであり、以前計

画にあったホテルさるふつ「ふるさとの家」に設

置する計画も今後の検討課題に取り入れるべきで

あると考えます。更に、そのエネルギー活用し、

他の施設との共有を検討すべきであり、それによ

り、総体的に将来の負担軽減につながるものにな

ると考えます。 

林業においては、その事業の形態による補助金

の活用も多岐にわたっており、今後、調査や事業

計画等において、将来の林業のあり方を検討し施

策を進めるべきと考えますが、村としての考えを

お聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの山森議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

本村の森林面積は全体の７５％以上を占めてお

り、その森林を基にした林業は、議員の仰るとお

り、開拓前から村の基盤をつくる上で主要な産業

でありました。しかしながら、時代の衰勢等によ

り本村の産業としての林業は衰退の一途をたどり、

村内最後の木工場も廃止となって１０年ほどが経

過し、完全な成木の搬出地域となっております。 

村としましては、貴重な自然環境や海を守る目

的も含めて昭和５４年から国有林内や村有地、会

社所有の未立木地などで分収造林事業を４４０ヘ

クタールほど実施しており、そのほとんどが狩別

地区や上猿払地区で、樹種はアカエゾマツを中心

に植栽をしております。これまでも分収契約に基

づき、保育や除伐などの管理作業を行ってきまし

たが、標準的な生育速度より遅い森林が大半であ

り、今後、生育状況確認しながら除伐や間伐を行

っていく計画であります。 

また、搬出にあたっては植栽場所と鬼志別間と

では、おおむね４０キロほどの距離があり、更に

冬期間スノーモービルでしか行けない場所もある



- 2 - 

ことから、作業道の整備なども必要であるため、

それらの補助制度や費用対効果を見極めながら対

応してまいりたいというに考えております。 

また一方で、村内の森林全体では国有林と数社

の会社所有林で大部分を占めている状況にありま

すので、森林活用や今後の整備の考えなどをそれ

ぞれ確認をさせていただきながら、林業施策を今

後進めてまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の答弁では、やる

のかやらないのかどっちにもつかない答弁であっ

たというふうな感じはしておりますが、まずは今

後、計画をしてみるという受けとめ方でよろしい

のかと思いますが。例えば、先ほど今、村長が言

った林道整備。これに関しても林道整備に至ると

ころから伐採、また、そこから運んでくる運送、

それに関しても恐らくこの林業の予算というもの

で補助対象になっているものと私は理解をしてお

りますが、その部分では今後十分に検討する課題

があるのかと思います。 

また、本村の森林というのは、これはもう５０

年以上手付かずの状態。これ国有林に限ってです

けども。本村の森林の役半分が国有林と認識して

います。残りの半分は民間の企業や私有地であり

ますが、その国有林だけでも２５４００ヘクター

ルと聞いております。これは宗谷管内でも随一の

面積だということでありますが、その５０年以上

放置した森林を今後も例えば１０年、１５年、  

２０年と放置するとどういう事が起きるのかとい

うと、木が死んでしまうそうでありますが、そう

なってくると逆に環境にも良くないという事態に

陥ってくる可能性が今後十分に考えられます。 

例えば、近隣自治体でも近年、林業関連の事業

に取り組み始めています。その理由は、北海道の

指針でも林業の事業の見直しというものが取り上

げられているのはご存知かとは思いますが、事業

として、これは十分な可能性が生まれ始めている

という現状があるのかと思います。例えば、伐採

した木材をチップにすることで、その価値は  

３．３倍になるそうであります。ということは、

木を切ってそのまま原木である１万円の木がチッ

プにすると３万３千円なるということから、近隣

の自治体ではチップを重機によって細断してチッ

プにして、それを大きなチップを運ぶトラックを

見たことがあると思いますが、あれを毎日４台運

ぶそうです。それはもう年間通して。材木をそこ

の場所に持ってきて、そこでチップを生産して、

そこから直接江別のチップ工場に運ぶそうですが、

あそこではバイオマスエネルギーで発電施設が確

かもうそろそろ完成すると思います。そこは大規

模な施設ができあがるそうであります。そこに運

ぶそうでありますが、そうやって木自体の価値を

高めてそれを財政の負担軽減につなげていくとい

うことも実際にこれはもう始まっている事業であ

ります。 

例えば、過去を振り返ってみると昭和３５年だ

いぶ昔の事ですが、国内の木材自給率は８６．７％

もあったそうです。ところがその直後に木材輸入

が完全に自由化されました。それでその１０年後、

昭和４５年には１８．２％まで下がったそうです。

その後、国産木材の見直しが図られて平成２４年、

３年前ですが２７．９％、約３０％まで回復して

います。 

今では、本村はホタテ水揚げ日本一を達成して

経済を支えている漁業でありますが、過去の本当

に貧乏だった時代には漁師というのは漁業だけで

は生活が滞った。そういう時に林業に携わり、暮

らしを支えてきた人たちが今でも存在しておりま

す。一つの産業が滞ったときにそれを他の産業が

支えることで、地域経済は安定するものと思って

います。過去に本村の経済を支えてきた林業の事

業を今の時代の流れに合致させることができれば、

再び林業の活性化を図ることができるものと確信

をしております。過去にあったものを復活させる

ことは全く新しいものを作り上げるものとは違う

と思います。 

近年の道内の自治体だけを取り上げてみても、

地域性や環境の違い等はあるものの、既に事例が

あるものを模範として事業展開ができれば可能性
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を見い出せるものと考えています。また、そこに

は雇用というものも生まれ、将来の地域の活性化

につながるものであると思います。 

まずは、林業自体が本村で事業展開していける

ものかどうかをとりあえずは検証すべきであると

思いますが、その考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに山森議員の言

うように農林水産業ということで、林業について

は２番目の全体的な一次産業の部分であると思い

ますけれども、本村については先ほども言ったと

おり、国有林とほとんどが王子さん、三井さんの

民間企業の山があるという部分で、村有地につい

ては小規模の山の土地が点在をしているという状

況の中で、そこで林道整備をしていくというふう

になると非常に補助事業あるとは言いながら、村

の負担分も当然出てくるわけですから、今その時

点で林道整備をきちっと進める中で林業施策を今

すぐやっていくかというふうになると非常に難し

いところもあるかと思いますので、ただ、そうも

言っておられませんので、議員仰るとおり今後、

振興局等も含めながらですね、間伐、除伐もしな

がらですね、その部分の木が果たして利用できる

かどうかという部分も含めて今後調査検討してい

きたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まずは林道整備、こ

こから始めたいということでありますが、これ検

討するでは、しないと言ってると同じようなこと

だと私は理解をしておりますが、まずはそれがで

きるかどうかという検証をしてみないことには、

これはもう何も始まらないわけですから。その林

道を整備するにあたって村の予算の財政負担がど

のぐらいになるものなのか、例えば補助率がどの

ぐらいなものか。それによって何年、例えばしな

いと決めると、これはもうしなくていいんですよ。

何もしないわけですから。じゃあ仮にするとした

場合に、１年後、３年後、５年後この事業計画を

進めていった場合に、どのぐらいの予算が使われ

て村の予算の負担がどのぐらいのものかというも

のをまず検証しなければ。これもしかすると補助

率がね７５％、８０％、９５％あるのかどうかわ

かりませんけども、あった場合にその残りの分を

村が財政の予算の負担をして事業を始める。始め

てチップにする。それを販売する。それによって

収益が上がると見込んだ場合は、これはもう事業

として成り立っていくわけですから。まずそこか

ら検証してみることが重要かと思いますが。 

とりあえずは、なぜこの林業っていうものが必

要かという部分をこれはもう議員も含め役場職員

全てがそのどうして必要なのかということを必要

でないと思っているほうがたぶん今時点では多い

のかと思いますが。それはもう何十年も林業に携

わっていなかったからであって、これが細々でで

も林業ってものがまだここに営業所なり何なりと

いうものがあるとしたら、もしかしたら考え方が

変わったかもしれない。目の前にあるものが林業

っていうものが一切無いわけですから。そういう

部分もあってなかなか踏み切れないという部分も

あるのかと思います。まずはそのどうして必要な

のかという部分を検証していただきたい。考えて

いただきたいと思います。 

それとまず何よりもやろうと決めたときのやる

気ですよ。やる気が無かったらこれはね、検討し

ます検討しますって何十回言っても一歩も前に進

めないわけですから、そのやる気。 

それと一番大事なのは、先ほど村長も言ってた

ように予算の確保です。この予算の確保が無けれ

ばいくらやる気があっても村の財政負担になるば

かりですから、その予算の獲得はどうしたら獲得

できるのかという部分をまずは検証していただき

たい。 

私も関係のある部署、営業所等に行って実際に

話を聞いてまいりました。もちろん向こうは赤字

になるのは嫌ですから、もうやってくれ、やって

くれ、やってくれの一本できます。村の予算の事

は考えないわけですから。かといってそれを話す

ると、ではそのもっと上の組織に行ってくれと言

われて実際に行ってまりした。そうすると、これ
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私の夢物語であるのかもしれないけども、自分の

考えを申し述べました。林業整備から始まって最

後は公共施設まで至るところまで全部話してこれ

が可能ですかと聞いたところ、「可能です」と。金

額的なものは言えませんでしたけども、ほとんど

のことに対しては林業に対しては補助金制度は持

っていますという話を伺えました。 

ただ、一つ気になったのは、この林業の予算と

いうのは、北海道に関しては５年計画で今年度が

最終年度だそうです。また来年度２月ぐらいには

新しい年度からの予算の策定が提示されるものと

思いますが、恐らくそんなにさほど変わらないだ

ろうという話も伺っています。ですから、まずは

その必要性の認識とやる気と予算という、この三

つが揃わなければこの事業は進まないわけですか

ら。かといって、それが揃ったからといって、じ

ゃあ来年からすぐ何かやれっていう話でもないわ

けです、これ。 

私もこういう仕事になって思ったことは、民間

だと３日でできるものが、行政では３年も５年も

かかるということは十分理解しております。まず

はその一歩であるその認識性の確保というか、 

どうしたらできるのかっていう前向きな部分で検

討してみてはどうかという、これはひとつの提案

でありますがお願いしたいと思います。 

先ほど言った道の予算の中にも様々な私も独自

で調べさせてもらいましたが、予算があります。

その中には公共施設を木造で建築すると予算がお

りるだとかね。いろんな部分でこれも全部プリン

トアウトするとしたら１７０ページあったもんで、

プリントアウトはしませんでしたが、本当にたく

さんの、これ本当にこれ、予算の確保これでいい

のかというぐらい、たくさんのね補助金制度があ

りました。 

で、林業の予算のある一部分というのは、普通

は補助金で補助はしますが、その補助金を交付金

にしているという何か変わった制度があるそうで

ありますが、詳しいことは私もそれ以上調べてい

ませんが、そのぐらい林業というのは手厚い補助

が受けられるそうであります。その辺も含めて今

まで林業携わってませんでしたから、たぶん行政

側もそれに特化している人間は少ないのかと思い

ますが、もうちょっと調べていただいて、どうし

たら進めていけるのか。 

それで検証して、どうしてもこれはできないと

いう部分があれば、私も今後また何度か同じよう

な質問をさしていただくことがあるのかと思いま

すが、まずはそれまでに検証していただきたいと

思いますが、その点についてお伺いいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：当然あのう行政のほ

うでも森林整備計画という計画を持ってございま

す。 

この部分については、村有林の部分というのは

本当にごく僅かでございますので、あとは大部分

が国有林と民有林という部分でございますので、

そういうところとすり合わせをさせていただかな

いと、どうしてもその林業振興というところは難

しいというところもありますので、第一歩として、

そういうところとまず、すり合わせをさせていた

だいて、改めてまた森林計画の見直し、もしくは

新しく策定するという時期にまいりましたらです

ね、早急に調査をしながら森林事業というものを

進めていけるかどうか、そこまでが発展的に果た

してチップまで持っていけるかどうかというとこ

ろについては多少のお時間も要するかと思います

けども、ただ、調査をさせていただくということ

については、お約束をさせていただきたいという

ふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：これはあのう年が明

けるとすぐに当初予算の策定にもう入っていると

思いますが。まずはそこで調査研究、何でもいい

です。するという部分の予算もこれは確保してい

ただけなければ何もできないわけですから。役所

に行って、どうなったって言っても「予算があり

ません」って終わっちゃうわけですので、まずは

来年度の当初予算にその調査をするという名目で

予算をつけていただきたいと思っております。 
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これは答弁はいりません。 

では、次の質問です。 

公共施設の更新についてお伺いします。 

老朽化した公共施設は本村に幾つか点在してい

ますが、その中で早急に解体に着手しなければな

らない施設も存在します。特に旧役場庁舎に関し

ては解体しなければ危険を伴う可能性があり喫緊

の課題であります。 

また、村営プールは近い将来新設することが望

まれる施設の一つであり、住民からの要望もあが

っています。しかし、仮に新設してもその維持管

理費等が財政負担になることが懸念され、補助金

の活用等も含め、なかなか新設に踏み切れないの

が現状と考えます。しかし、その打開策のひとつ

として、新エネルギーを活用した温水プールとい

う案も今後の事業展開として調査するべきと考え

ます。 

村営プールは学生の授業の一環、健康促進事業、

漁業者の育成や研修等その利用価値は高いもので

あります。そのためには通年使用できる温水プー

ルが不可欠であり、その環境を整えるのは行政の

重要な役割と考えます。今後検証し近い将来の方

向性を示すべきと考えますが、村としての見解を

お聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの山森議員

のご質問にお答えをさせていただきたいというふ

うに思います。 

旧役場庁舎は現在、郷土資料室として使用して

おりますけれども、老朽化が進み内外ともに経年

による劣化が厳しい状況であることは議員もご承

知のとおりだというふうに思います。内部にあり

ますのは、郷土資料と猿払の凧の会の作品や材料、

道具等でございますけれども、来年度には旧浜猿

払小学校の校舎を生涯学習施設に位置付け、移動

をしようと考えております。その後、財政状況を

見極めながら早い時期に取り壊しを実施したいと

いうふうに考えております。 

また、村営プールにつきましては、村民各層か

らの要望も多いことから改築に向けて検討したい

と考えておりますが、プール単独での補助事業採

択はなかなか厳しい状況にありますことから、単

独施設ではなく様々な機能を持つ複合施設の一部

として可能かどうか、また再生可能エネルギーの

導入も視野に入れながら庁舎内でプロジェクトを

立ち上げ、実現に向けた取り組みを今後してまい

りたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まずはこの旧役場庁

舎についてですが、もう非常にこれ老朽化という

か、もうほとんどもう廃屋に近い状態になってい

ますね。裏の方を見てみると屋根も崩れてこれは

非常に危険ですので、この即急に解体なり何なり

することが望ましいと思いますが、そのためには

まずその次の段階、解体する予算もこれは必要で

すよね。 

これ来年度の予算に盛り込まれるのかどうかわ

かりませんが、その予算も確保しながら、単費で

やるのかどうかという部分もあります。話に聞く

と、そのための予算を獲得するにはその跡地に何

を次に利用するのかという部分がなければ、解体

費用も出ないというふうに聞いております。それ

も含めて十分に検討した上で、良い方向に持って

いっていただきたいと思っております。 

その運ぶ中に今ある物ですが、確か中には漁業

や農業の凧の会もありますけども漁業や農業の資

料も含まれています。その選定も確か済んでいる

と聞いておりますが、是非とも次の施設ではいい

方向にもっていっていただきたいと。また観光に

も利用するということですが、見栄えのするもの

を是非作っていただきたいなと思っております。 

それとこの中にあったプールの問題ですが、先

ほど村長も言ったように、これプール単体で作る

となると補助金は全くないんですね。私もいろい

ろ調べた結果、プールというものを作ることに対

して補助金は１円も出ません。しかし、その附帯

施設を作ることによって、附帯施設には補助金は

おりるということも聞いてます。 

村の施設の中には、建屋自体はあるんですが、
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中にはその使われていないスポーツ施設とか何と

かという部分がたくさんあるんですね。例えば、

スポーツセンターにある事務関係の。あそこでき

た当時、私も行っていろいろね体を使って運動を

しましたけど、今はもう何かガラクタにしかなっ

ていない状態で利用者もたぶんほとんどいないの

かと思いますが。そういう部分もまた新たに検討

してね、そのプールにふっ付けて附帯施設として

スポーツ施設として検討していことによってその

部分の補助金、半分なのかいくらになるのかわか

りませんけども出るのかとは思いますが。 

もう一つ先ほどの木材の話も林業の話もしまし

たけども、その中で空知管内のある自治体では、

木造建築で今プールを建設中であると聞いており

ます。町民プールですが、２５メートルのレーン

が４レーンあって、周りをぐるっと高齢者が歩け

るような水の中を歩けるような膝くらいまでの膝

か腰くらいまでのプールになっていて、それを今、

木造建築で作って来年早々に完成するそうです。

それに関しては林業の予算がおりているそうです。 

今、ＣＬＴ集成板などと言ってね先ほども言い

ましたけども、そういう合成板が非常にその鉄筋

よりも強度がいいということで、いろいろ活用さ

れているようでありますが、これは北海道のもの

ですから、平成２１年から２６年までの５年間で

この図書館とかプールとか木造建築でつくった施

設が１２０施設あるそうです。そういうことを活

用すると、もしかするとそのプールも木造で作る

ことによって予算の確保、まあ勿論これ全部出て

くるわけではありませんけども。それとあとその

設備の部分では、予算はおりないと聞いています。

しかし、そういったことによって予算の確保を少

しずつ探していくことによってね、少しでも財政

負担の軽減につながっていくと。 

このプールというのは、例えばね、これをあと

１０年使いますといったときに、例えばその年に

よっては５００万円かけて直しただとか３００万

円かけてあそこを直しただとかって言っとる間に

何千万円というものが飛んでしまうわけですよ。

そういうことも考え、そして今この今の時代にね

作るプールというのは、ほとんど温水プールなん

ですよこれね。というのは、例えばここのプール

をね利用する期間何日ありますかということなん

ですよ。ひと月、いってもひと月３０日。たぶん

無い年は３０日無いと思います。今日は寒いから

できません。使用できません。そういった部分で、

それのために年間何百万円も使うのかという話に

もなってくるわけですよ。そんなことを言ってし

まえば、きりがないですけども。 

そのためにはまずは、そのどうすれば先ほども

言いましたけども、どうすればこのプールを作っ

ていけるのか。温水プールは、当然通年使用する

のが目的で作るわけですから。そこでどういった

施設をそこに附帯させて作っていくのか。そして

その場所の選定も必要です。どのぐらいの規模で

どこに作ってどのぐらいの予算がかかるのかとい

うこともこれは検討していかなければなりません。 

そして、どのぐらいの補助がもらえるのか。も

う我々の猿払村のような小さな自治体はもう補助

金無しではもう成り立っていかないわけですから。

それを探すっていうのは、役場の職員のこれはも

う最大の仕事だと私は思っています。探してない

予算っていうのはたくさんあるわけですから。そ

の辺も含めて是非あのう検討していただきたいと。 

これは住民からの要望もたくさんあがっていま

す。意見書を出すという話もお聞きしていますが、

是非その今、その夏場のねプールが使えない時期

に、その学校の子供たちをバスに乗せて稚内市ま

で連れて行って水夢館で泳がす。まあ子ども達は

いいですよ、それでもいいと言う親御さんも確か

にいます。じゃあ子ども達はいいですけど、じゃ

あ子ども達もね、学校から帰ってきて今日ね天気

いいね、暖かいね泳ぎたいね、でも泳ぐところが

無いんですよね。そういうことも含めて検討して

いただきたい。そして、高齢者、まあ若い人でも

いいです。健康促進につながる。これによって医

療費ががくんと落ちたという自治体も聞いていま

す。 

勿論これは、運営していくためには大変な維持

管理費が必要です。ただ、住民サービスを維持管
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理費と比べてそれをじゃあ滞らせていいのかとい

う部分ですよ。プールじゃあね作ってどのぐらい

利用するんだって、今の状態のプールで利用する

気にならないわけですから。というか利用する日

が無いわけですから。それをじゃあね、今このプ

ールを作っていくら人が来るのよって、それは作

ってみないとわかんない話になってきますから。 

そういうことも含めて後は漁業者の育成。泳げ

ない漁師の人が沢山います。これはね、確かにラ

イフジャケットを着れと言われて着ている人もい

ますが着ていない人もいます。何故かと言うと、

あれ着るとね、すごく仕事がしずらいんですよ。

特に夏場なんて、あんな物を着たらね仕事になら

ないわけですから。私は命根性が汚いので着てい

ますけども。 

そういうこと含めてね、後は例えば今、自然災

害が非常に頻繁に起きていますねえ。今まで降ら

なかったような雨が降る。今まで降らなかった地

区にもの凄い１年分の雨が降ったとかと言って、

洪水になって大変だ大変だと言っているのをよく

見たり聞いたりしますけども。 

例えば、ここには降らないってみんな思ってい

るんですよ。ところがじゃあここに１年分の雨が

降ったとします。だいたい洪水になりますよね。

そういった時に、じゃあ水の中でね私これやった

ことがあるのですけど、服を着たままプールに入

って泳げますかって。だいたいの人がこれ泳げな

いですよ。しかも靴を履いたまま。まずは靴を脱

がなきゃならない。例えば、長靴を履いて長靴を

脱ごうとしたら脱げないですよ、これ水の中で。

服を着て服を水の中で脱ごうとしても、これ脱げ

ないです。段々それが重しになっていって泳げな

くなってくるんですよ。 

それは例えばちょっと名前は忘れましたけど、

ある自治体でプールを使って住民を参加させて災

害に対する備えということでそれをしてるところ

があるそうです。長靴を履いて服を着て、寒い時

も考えて厚着をするわけですよ。それでプールに

飛び込んでもらう。そこでどうやったら靴を脱い

で、服を脱いでその泳ぐことがしていけるのかと、

あとは遠泳ですよ。一人で２０キロも３０キロも

泳げるような方法があるんです。私もこれ高校時

代に習いましたけど。そういう泳ぎ方もあるんで

す。それを教えてくれる先生も教官もいます。そ

ういうことも含めて住民にやる、そういうことを

周知する、教えてあげるということも、これ災害

の予防に関してはもう最大のことだと思います。

というようにプールというのはいろんな利用方法

があるんですよ。 

今まで、このプールだったからという言い方は

ちょっと良いのかはわかりませんけども、ここで

１カ月も使用できないプールがあって、そこでじ

ゃあ何かやろうとした時にその時期しかできない

わけですよ。ところが温水プールにすると、１年

中それができるわけです。そういうことも含めて、

それはもう住民サービスというか災害の部分もい

ろんな方面のものがこれは絡み合ってきますから。 

それとじゃあ村の財政負担を比べてどうするん

ですかっていうことなんですよ。これは非常に難

しい問題です。例えば、これをじゃあやってみま

すかと言って調査を始めたとしても、これは２年、

３年、５年かかるかもしれません。ただ住民が思

っているのはもう来年にも建てて欲しいというの

が、多分これは住民の本心だと思います。作って

欲しいと思ったら作って欲しいんですよ、住民と

いうのは。ということも含めて、子供たちではな

く全住民のもので作るわけですから前向きに検討

していただきたいと思います。 

そして、これは先ほど林業の話ともちょっと関

連性があるのでそのプールを作る、木築で作ると

いう部分と含めて、あとはチップでそのエネルギ

ーをつくり出す。先ほどの最初の質問でもお伺い

しましたが、ふるさとの家に過去にはチップボイ

ラーをつくってそれであそに設置するという案も

浮上して、しかし、予算の膨大に伴ってそれを取

り下げたと。確かボイラー室の中にはそのチップ

ボイラーを作るスペースがね、あると思うんです。

今でも確か。そのままの設計図面で行っちゃいま

したから。あそこに設置をして、なお且つその附

帯施設をたくさんくっ付けた中のプールを温水ポ
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ールを設置するということは、これ不可能ではな

いですよ。一番の問題は予算だけなんですこれ。

人間の気持ちというのはなかなか対立があって解

決しないもんですけども、予算というのはもしか

すると解決するかもしれない。まあお金の話です

からね、お金さえあればできるっていうことなん

です。 

その辺も含めて、これはもう待ったなしの状態

だと思います。旧役場庁舎も含めてですが、この

プールというのはもうほんとに待ったなしです。

これをね３年５年引き延ばしすることによって要

らない予算が、要らないと言ったらおかしいです

ね、プールを改修するための予算がどんどん使わ

れていく。確かに今のプールをもっといっぱいお

金をかけてちゃんとした物に作り変えるという案

も出てくるかもしれません。ただ、それにもやっ

ぱりここで使用できる期間っていうのは限られて

くるわけです。それよりも通年使用できるプール、

または住民がそこに集って来れるような施設を同

時に作っていくと。 

思い切った頭の転換をしなければできないこと

かもしれませんが、その辺も含めて最後にお伺い

いたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに温水プールと

いう部分で建設という部分については、私のほう

にも教育長のほうにも住民の方々の声は届いてお

ります。 

ただ、昨年の６月にですね、温水プールという

部分でご答弁をさせていただきましたけれども、

一例として、利尻富士町の温水プールを例に出さ

せていただいたと思います。建設と設備で約４億

５千万円ほどかかると。その中で、ランニングコ

スト燃料費が１８００万円。この部分については、

利尻富士町については温泉熱を利用してるという

ことの燃料費だと。その部分で猿払村でその燃料

費を検討した場合については年間８３００万円の

燃料費がかかると。通年で。更に、そこに人件費

が出てくるというふうになると、約１億円近いお

金が毎年温水プールのためったら変ですけど、温

水プールに一般財源を投入しなきゃならない。本

当にその毎年１億円近いお金を温水プールに一般

財源から投入できるのか。 

確かに、温水プールは無いよりあったほうが僕

はいいと思います。無いよりあったほうがいいと

思いますけれども、本当に今後それが将来的にツ

ケとして回っていかないのかどうなのかというこ

とも、それは当然財政当局、我々としては検討し

ていかなきゃならない。更に、作った以上は、住

民の方々にきちっと利用をしていただけるような

施設も当然作っていかなきゃならない。 

今、山森議員のほうからひとつの案として浜鬼

志別の方の中核、公園の中に温水プールも建てて、

チップボイラーも利用しながら将来的にはふるさ

との家の憩いの湯も含めてチップボイラーにして

お湯を沸かしてどうかというようなご意見もあり

ましたけれども、それも検討をしないわけではな

かったと思います。そうするとですね、そこに配

水管だとかいろんな部分の水道管。それから排水

管、それから終末処理場までつなぐという部分に

ついては、２億円近いお金が当然設備としてかか

ってくるという形なります。これはどこに温水プ

ールを建てるかという部分について、またプール

を建てるかという部分については、当然これから

検討していかなきゃならないと思います。鬼志別

にするのか浜鬼志別にするのか、いろんな所にす

るのかというところについては、これから検討し

なきゃなりませんけども。 

ただ、本当に温水プールでないと駄目なのか。

今のプールを建て替えて３カ月から４カ月ぐらい

使えるようなプールでは駄目なのか。もう一回こ

れもきちっとですね住民の方々からいろんなご意

見をいただきながらですね、検討してまいりたい

というふうに思っております。 

また、教育委員会もそういう声は届いておりま

すので、教育委員会の中でですね、種々検討して

まいりましたので、教育長からその報告も含めて

ですね、追加答弁をさせていただきたいというふ

うに思います。 

○議長（太田宏司君）：大石教育長。 
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○教育長（大石 真君・登壇）：先ほどの質問にあ

ったように教育委員会としてもプールのあり方

等々について、いろいろ検討させていただいてお

りますし協議もさせていただいております。 

その中で、プールの必要性というところでは、

議員仰るとおり健康、勿論災害も含め、そして産

業についてもですねやっぱり必要であるというこ

とは共通認識されていますし、住民の方々そして

子ども達の夏の楽しみとかそういう意味でもほん

とに必要なことだろうということで、共通理解さ

れております。 

新エネの対策についてもですね、道のほうとい

ろいろ調べていただきました。そしたら、導入促

進ポテンシャル情報というのがあって、新エネに

対してどの地域はどれが適してますよというのが

全て出されているんですね。それについて、猿払

村のところについても検討させていただきました。

なかなかこれちょっと難しいというところがデー

タとして結果が出ておりました。そこのところに

ついても難しさもあるということ。それから、も

うひとつ国のほうで総務省だったかと思いますけ

ども、再生可能エネルギーに関するゾーイング調

査っていう結果が出ております。それについても

検討させていただいて、各地区別にその用途別の

ものがどうなのかというところで検討させていた

だいて、そういうとこも含めてですね、新エネの

対応については検討させていただいております。 

選択と集中をしながら今後やっぱり進めていか

なきゃならないだろうということで、第７次の中

でそういうところも含めて検討もしていかなきゃ

ならない。 

補助金ついても、スポーツ振興くじ、それから

公立学校施設整備負担金、そして学校施設環境改

善交付金等々のものはプールについてございます

けど、うちのほうに議員仰るとおり難しさが多々

あるんではないかなということで。ですが、仰る

とおり複合的な視点を持たなければ、なかなかそ

このところについての負担金や何かは無いので、

そこについても視点を持ってやっていこうという

考え方でおります。 

その中でまとまった意見としては、現在、規模

はそんなに大きくなくてもいいのではないだろう

かと。それからライニングコストを考えると健康

のものにっていうことで通年ということもありま

すけども、３、４カ月程度の開館でどうだろうか

と。そして、補助事業に該当させるために小中学

校の大規模改修というのと同時に改修するとです

ねえ、補助の対象になっていくのではないかと。

そういうことも含めて検討していかなければなら

ないし、単独施設としての形でいくとすれば、庁

内プロジェクトを立てて、その中で方向性も含め

やっていかなければならないのではないだろうか

ということで現在のところを進めております。 

それぞれの村民の皆様や子ども達にはですね、

健康でそしてこれからも水に親しみ、水を知ると

いうことが大事だというふうに考えておりまして、

その方向で進めさせていただきたいと思っている

ところです。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、検討しますとい

うことでありますが、是非検討していただきたい

と思います。 

先ほども村長が言ってましたが、結局最後は予

算なんですよ。予算があれば全てスムーズにいく。

ランニングコスト云々、これも以前の私の質問の

中でも答弁をいただきました。確かにかかります。

かかりますけども、じゃあそれと住民の要望、そ

の他先ほども言ったように漁業者の育成、災害対

策と比べるとどうなのかと。これは住民に例えば

同じ話をすると金かいと。確かにお金なんですよ。

予算ですからね。それが財政負担につながって村

の予算の足を引っ張ってしまう。もうこれは先行

き見えないわけですから今の時代は。今は良くて

も来年、再来年、３年後には村にいくらお金が残

せるのか、おりてくるのかというのはわからない

目先真っ暗な状態ですから、これはもうどこの自

治体も同じです。そういった中で、ほかの自治体

も切磋琢磨をしてアイデア、工夫を出して事業を

進めているわけです。 

この箱物を作るというのは、なかなかね必ずこ
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ういう問題が起きますから今の時代はね。ですけ

れども、これはもういずれは解決しなければなら

ない問題です。今のじゃあプールをね何千万円も

かけて直して３カ月４カ月使えるプールにする。

まあそれでも住民はね、今までよりは良くなった

んだからいいじゃないかと言う人もたぶんいると

思います。いると思いますが、どうせやるんだっ

たら、今ちょうどいい時期に来ているのではない

かと。 

老朽化施設もどんどん増えてきて、これ私２回

も３回も同じような質問をさせていただいてます

けども、公共施設がどんどん古くなっていって、

もう建て替えしなきゃならないがどうだろうとい

う施設がたくさんもうどんどんどんどん出てきて

る今こういう状態ですから、どうせだったら思い

切って、思い切ってって言ってもそんなとんでも

ない思い切った話ではないわけだと思っています

から。複合施設としてね、いろんなものをくっ付

けてスポーツ施設としてそれを作っていくことは

できないものだろうかとその検討もしていいただ

きたい。 

ほかの市町村が年間これだけかかっているとい

う実情も、もちろんこれも私も把握しています。

じゃあ猿払村にこのぐらいの規模の施設をプール

を作って、そこに附帯施設を作ってスポーツ施設

として活用して、なお且つ新エネルギーを使って

お湯を沸かす。じゃあここまでやっていってどの

ぐらい予算がかかって、どのぐらい補助がもらえ

て、どのぐらいの負担になるのかという部分は計

算していないわけでしょ。まずそこをやって、  

じゃあ仮に年間１億円近くかかると先ほど言いま

したけれども、じゃあこれが５千万円になったと

いった時にどうしますかということなんですよ。

１億円じゃ駄目で５千万円になるならいいのか、

逆に５千万円じゃ良くて１億円になるのは駄目な

のかいう話になってきます、これ。 

そういうことも含めて、まずはその計画を練っ

て検討するという、まず計画ですよ。先ほども言

いましたけども、そこをまずやってもらわないと。

これ検討しますだけじゃね、ほんとに口先だけに

なってしまいますので、是非その辺も含めてね、

もう一度最後に村長に答弁をいただきたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ええと、決して口先

だけの検討ではありません。 

ほんとにいろんな特財を探しながらですね、ど

ういう形がいいのかということで、種々教育委員

会も含めてですね、教育委員さんのほうも含めて

ですね、日々検討していただいてるところでござ

いますので、今、議員からご提案のあったような

形も含めてですね、まあ１億円がいいのか５千万

円がいいのかというような話もありますけども、

ただ、将来的な事もやっぱりこれは考えていかな

きゃならないというところも前提にありますので、

最終的には温水プールでなく、３、４カ月使える

プールにしましょうと。 

まあその部分は議員が仰られるとおり、健康増

進や漁業者その他いろんな育成、当然漁業が一次

産業の基幹産業ですから、その部分について私と

しても泳げない漁師を出すと住民を出すというの

は非常にこれ不徳のいたすところでございますか

ら、もし将来ですね、冬期間いろんな形でまだ利

用したいんだということであれば、稚内市の水夢

館を利用していただけるような方法も検討しなが

らですね、今後進めていかなきゃならない。 

そのために定住自立圏という部分もございます

ので、そういう形になったら、またそういう形で

進めていきますので、先ほど教育長から話があり

ましたとおり、いろんな多角的な方面からですね

これからプロジェクトチームを立ち上げて特財を

どうするのか、再生可能エネルギーもどうするの

かという形を含めてですねこれから検討してまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今のお話ですと、ど

うしてもその今のプールを改修して、ちょっとで

も長く使えるようにしたいという気持ちが大きい

ようでありますが、私はもうそれしかもう方法が

無いと道が無いというのであれば、これは住民を
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説得するしかないわけですから。そっちの方向に

持っていくしかないと言い切れるんであれば、そ

うすることも検討するべきだと思いますが、今の

時点では、これはもう何も無いわけですから、ま

ずは検討してみる。 

今のプールを改修して、それをちょっとでも長

く使えるように直すと。じゃあそれで予算がいく

らかかる、村の財政負担はいくらになるではなく、

先ほどから私が言っているように、全てを含めて

林業の部分も全部含めてつなげた中で最終的に村

の負担がこのぐらいになるということは、これた

ぶん計算できるはずなんですよね。今の時点でそ

れはもう刻々と年度が替わるごとに変わっていく

のかとは思いますが、出すことはできるはずです。

そこからまずやってみないことには、どれがいい

とはこれ断言できないわけですから。 

あくまでも住民が望んでるのは温水プールです。

これだけは確実に言えることですので、その検討

も含めて大変な作業ですよこれ、確かに職員にし

てみると。ですけども、それは試算できるわけで

すから算定していただいてね、その検討に入って

いただくということも最後にお約束していただき

たいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かにあのう現状の

プールは鉄骨が非常に古いという形の中で、来年

度鉄骨の部分については当然修繕をしながらです

ね１年でも２年でもこう使っていただくような形

になると思います。 

その期間の中で今、議員が仰ったとおり温水プ

ールを含めながらですね、きちっと検討してまい

りたいというふうに思います。  

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：先ほど言った空知管

内の自治体の温水プールですが、私も完成する前

に一度見ていきたいなと思っています。できれば

職員のほうにもね機会があれば、そこに行って見

てもらいたいと。ホームページの中に写真は出て

いますけども、住民説明会で見学会があったそう

で、それがもう終わったそうですから。見てきて

ね、どのようなものなのかということもちょっと

自分の目で確かめて見てきたいなと思っています。 

それからその木造に関しては、酪農のほうでも

ね、今そういった物を使っていろんな物を牛舎な

り何なりというものを作ってる所がたくさんある

そうであります。そういった部分で、林業も昔に

比べて随分様変わりしてきたと思っています。 

ですから、全てを含めてプールも勿論そうです、

私が今日言いたかったのは、林業も含めてプール

も含めて、どちらかというとプールのほうが重点

を置いていると思いますけども、こういったもの

があるよ、という提案のひとつもさせていただき

ましので、是非、今後検討していっていただきた

いと思います。 

答弁はいりません。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

１０時５０分まで。 

 

休憩 午前１０時３９分 

再開 午前１０時５０分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

一般質問を続行します。 

７番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：観光の振興について

他６点について質問をさせていただきたいと思い

ます。 

まず１点目、観光の振興についてということで

ございます。 

ここ質問の事項で書いてるのは、観光の予算は

増加をし、各種イベント等の出店参加も増えてい

る。効果や知名度の部分では一定の村の認知をし

ていただける、そういうところでは非常にアップ

につながっているのではないか。しかし、実際に

は観光客の入り込み、宿泊、あるいは村内物産等

の増加につながっているのかどうか。 

最近の新聞でも非常に観光面では、例えばトマ
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ムですと中国の資本が入って、そして星野リゾー

トさんがやっぱり資金面で楽になりますから、そ

ういう今度運営面で思い切った施策をとる。 

あるいはまた空港の利用につきましてもですね、

千歳空港もまあダントツですよね。羽田空港の次

ですから。そして道内空港も旭川、函館、稚内空

港、その他も出てましたけど、いずれもまず一桁

台の伸びは最低でございまして、二桁以上の伸び。

あるいはまた収益も上がっていると、そのような

報道があります。またニセコ、倶知安ですか、あ

の辺も非常にそういう設備投資がしている。 

ただですね、観光につきましてはそうですね、

３年前ですか、猿払村が９０周年を迎えた時の全

体的なその観光協会の予算が２４３０万円だった。

それもですね、前年度からみると、あのう前年度

が１６００万円ぐらいのような私、記憶がありま

すけれども。それがまあ２４５０万円ぐらい。そ

れから、その次の年が観光協会の４０周年という

ことで、それと事務局体制もできたということで、

３０００万円を超えたということになっておりま

す。しかし、今年はですね、もう既にそういう辺

からですね、非常に大幅にもう上回っていると。 

ただ、こういう私はやっぱり少しずつでもやっ

ぱり効果がですね、どの程度出てきているのか。

そういう押さえをですねしながらですね、やっぱ

り次のステップに動いていくと。あるいはこうい

うところが今また良かったんだけど、少しこう陰

ってきているので、こういうところを少しこうし

ていきたい。あるいは新分野でどうだろうかと。

そういうところもですね、やはりこう村のほうの

施策を反映する中で、こういう予算というものが

あると思うんですが、そういう点についてですね、

まず１点目はひとつ伺いたいと思います。 

よろしいですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの野村議員

のご質問にお答えをさせていただきたいというふ

うに思います。 

まず、平成２６年度の同時期とそれぞれ比較し

ますと、観光入込客数は道の駅全体で１万   

４５００人。２０％の増となっており、バス入込

台数は３０４台、３６％の増。ホテルさるふつの

宿泊者数については、１４５０人、２０％の減。

ホテルへの入込者数は昨年とほぼ横ばいであり、

民間への宿泊客数については１０００人、２３％

の増という状況でございます。 

また、村内産の物産販売の状況につきましては、

数字的には確認できておりませんけれども、昨年

度よりも売上が伸びているというお話を村内事業

主さんのほうから一部うかがっております。 

議員仰るとおり、村の知名度がアップしたと考

えられるものの一つとして、ふるさと寄附金の増

加が挙げられます。今年度は、今定例会に提出し

ております一般会計補正予算案のとおり、寄附金

総額で１億５０００万円を見込んでおり、昨年度

決算額の約３５００万円からの大幅な伸びを示し

ているところでございます。 

まずその要因としましては、クレジットカード

決済の開始に加え、寄附に対する謝礼品として提

供しております、村内各企業で製造、販売する海

産物や乳製品への高い評価をいただいている結果

であると思っております。従いまして、ふるさと

寄附の増加に比例して売上げも伸びているものと

いうふうに思っております。 

また、観光振興による地域への波及効果につき

ましては、目に見えない部分が多くありますけれ

ども、これらの状況から着実に地域経済の活性化

に結びついていけるものというふうに考えており

ます。 

また、今後の展開としては外国人観光客、いわ

ゆるインバウンドの部分については、本村につい

てはもう少しソフト、ハードの部分については、

軟弱なところがありますので、今後そのことも含

めて検討してまいりたいというふうに思っており

ます。  

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんの答弁

では、昨年度よりも今年度のほうが宿泊もそれか

らバスもそれから観光の入り込みも増加をしてい
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ると。それと、ふるさと納税によって猿払村の産

品、海産品、あるいは乳製品そういうものも増加

をしているというふうにお話を聞いてると、その

ような答弁でございます。 

私はお話をしたいのがですね、どういうふうな

ところにこの猿払村の観光が行くのかと。そうい

った中のゴールというのはないと思います。ただ、

今いろんな道内、外国人観光客がまあほんとに爆

発的に増えている。そういった中で、そしたら国

内の、あるいは道内の旅行者はどうなのかといっ

たらそんなに増えていない。というのが、新聞に

も書いているところでございます。そういった中

で、やはりあのう私は着実な歩みをしていくべき

ではないのかと。そのふるさと納税も非常に増え

ていると。そういう効果は私たいへんありがたい

なとそういう思うところでございますが、それら

はそれらとして、やはり効果を持続させる。予算

をどんどんどんどんつぎ込むという方式ではなく

てですね、やっぱり一つ一つに、一つ一つにちゃ

んとした施策が付いていけばいいのではないのか

な。そんなふうな感じをするところでございます。 

私が一度、羅臼の観光協会の事務局長さんが本

村に来てお話をされた機会がありまして、私も聞

いた一人でございます。たいへんあのう女性の方

で、たいへんあのうセンスのいいというかそうい

うふうに私は感じました。いろんなホームページ

等でしかもいろんなやっぱり町内に取び込んでい

ってですね、いろんなやっぱり漁業、同じ漁業を

やっている人の中でもですね、ああこれはすごい

な、すごいところがあるなとそういうやっぱり発

見をしながら、やっぱり直接漁業者の人方とお話

をしながらですね、そういうものをホームページ

ですとかそういうものに発信をしてですね、そし

て、少しずつまた漁業者の理解も得ながらそうい

う施策を進めていった。 

そういうふうにお話を伺ったところでございま

すが、今この猿払村のこの観光がそういうふうに

は、村民と共にこう進んでいるのかな。そして何

て言うんですかね、事業も観光協会だけ、あるい

は観光協会の予算の９７％か ９８％が村の補助

金で、増えるのは全部村の補助金ですから。そし

たら、村の意向のもとに観光協会がやっているの

かと。そういうことにもなるのではないのか。た

だ私は今、前年と比べて伸びていると、これは伸

びているのはたいへん嬉しいことですし、これや

っぱり喜ばなければいけないと思います。 

ただ、やっぱり原点に立つ。あるいはまた、ふ

るさと納税のですね、やはり猿払村のふるさと納

税が急激に増えたのいうのは、一回あのうお土産

をですね、まあ少しちょっと種類が少なかったと。

それを増やした段階でですね、やはりそういうホ

ームページを皆見ている皆さん方の中からたいへ

んちょうどやはり人気のそういう物があって、急

激に効果があって増えた。そういうふうに理解を

しているところでございます。 

ですから私としてはですね、今、観光協会ある

いは村の観光の事業の中にですね、もっとそうい

う細かなことを村民と共にですね、やっぱりやっ

ていくことの方が着実につながっていくものでは

ないのかな。 

観光協会発行のお土産券の補助券というのが、

つい先だってどこかの宿泊のところに泊まった方

が、私この時間だと利用することがないので、こ

れ誰か利用してくださいという形で私１枚預かり

ましたけど。まあそれもですね、やっぱりお土産

補助券、それから冬季の宿泊対策費、そういうの

もやはり一定の効果が上がっていることだと思い

ますけれども、これもずっとそういう形で続けて

いくのかどうか。 

やはりあのうもう少しこうベースを置き、きっ

ちりしっかりしたね、そういうものにしていくべ

きではないのかなと思いますけど、そういうこと

に関しては村長さんはどういうふうにお考えでし

ょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問の

中で、村民一体となって観光事業を進めていくべ

きではないかというようなご提案もございました。 

決してあのう行政、観光協会ばかりがですね、

観光行政に携わっているわけではなくて、そこに



- 14 - 

従事していただいている各事業主さん、また村民

の方々もいろんなイベント等でご協力をいただい

ているところでございますので、私としては村民

全体となってこの猿払村をほかの地域の方々に知

っていただけるような努力の協力をしていただい

てるというふうに思っております。 

また、外国人観光客の部分につきましては、軸

足としては私としては、今のところ日本人観光客

という部分で将来的には外国人観光客も呼べるよ

うな形。ただ、今のところは先ほども言いました

けれども、ソフト面、ハード面でまだ環境が整っ

ていないという状況てあるというふうに私は思っ

ております。またその中で、いろんな方々に来て

いただく。そして、猿払村の環境破壊や文化破壊

につながるような観光行政だけはしていってはな

らないというふうに思っております。 

それといろんな各エージェントのほうにいろん

な助成もさせていただいております。この部分に

ついては冬期間の観光客の入り込みが非常に少な

いということも含めてですね、これも今後とも続

けてまいりたいというふうに思っております。 

また、新幹線等も来年の３月には函館まで就こ

うされます。また、最近はバスの事故等が多くて

ですね、バス料金が非常に値上がりをすると。運

転手さんが二人体制三人体制の形の中で運転をし

なきゃならないという形の中で非常に旅行代金が

上がるという部分については、我々道北地域にあ

る宗谷地域については、そういう部分である程度

助成をしていかなければ観光客の誘客にはなかな

か伝わっていかないというところもありますので、

その部分については引き続きやっていきたいと。 

根本にあるのは、やはり基幹産業である漁業、

酪農業、この観光という部分をですね、しっかり

猿払村としてやっていきたいというふうに私は思

っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんご答弁

ありましたようにですね、やっぱり地に付いたと

いうか、やはりそういうベースをしっかりしたも

の。そういう形でこうやっていっていただきたい

なと。 

やはりあのう、今年ですけれども天塩町とか枝

幸町でもですね、委託されているところがやっぱ

りあのう不具合ができて直営になったり委託先が

変わったりと。 

また、豊富町ではですね、アトピーによる長期

療養というものを前面に押し出して、やっぱり豊

富温泉という個性ある温泉をどういう形にしてい

くかなと。そういう中で、やはり今までこつこつ

とやってきたこと、それから豊富温泉の特性を生

かしたこと、そういった中からですね、新しい施

設を作ったりですね、それから民間の施設も更新

に踏み切っているというようなニュースも入って

いるところでございます。 

是非ですね、猿払村でも今、水産加工もそれか

ら今、農産施設等もですねフル稼働しているよう

ですが、是非道をつけて、長い道かもしれません

けれども、しっかりしたものの歩みに行っていた

だければなと、そんなふうに思うところでござい

ます。  

２番目に、まるごと館が今年７月から運営が開

始となっておりますが、どのような状況になって

ておりますか。今のところ順調に推移していると

いうことで、理解をすればよろしいでしょか。 

それともうひとつ、途中でですね、グリル、焼

き台が不具合があったということで入れ替えたそ

うで、前回、予算の段階での質問では別な予算で

対応しているというふうに私は聞いたんですけど

も、これをなぜこの新しく入れた物が不具合が生

じたのか。これについて、やはりきちっとした説

明をいただきたいと思います。  

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

まるごと館の運営状況でございますけれども、

指定管理者からの報告では、オープンしました  

７月１８日から１０月末日までの間、延べ１万 

５０７０人の入館者数となっておりまして、１日
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あたりでは約１４０名となっております。まだ年

度途中ではありますが、今後の検証が必要ではあ

りますが、現在のところ順調な滑り出しを切って

いるんだろうというふうに思っております。  

次に、ご質問がございました焼き台を入れ替え

た経過でございますけれども、当初の設計段階に

おいて 換気量の計算を行った結果、既存の吸排

気設備で対応できる見込みであったため、それに

見合った焼き台を備品業者から購入をいたしまし

た。しかしながら、焼き肉等の重い煙を吸気でき

ず室内に漂う現象が生じるなど、実際の排気能力

が不十分であることが判明したため、結果として

設計に瑕疵があると判断し、関係業者との協議に

おいて、その改善策として当初納入した吸気機能

を搭載していないタイプの焼き台から無煙タイプ

の物へ交換していただいております。 

なお、契約の内容に基づき、村では焼台の交換

に伴う費用は負担をしておりません。 

以上です。  

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：まるごと館の運営に

つきましては、私たちもたまにしか行きませんけ

れども、非常にこの管理者一生懸命やってるなと、 

そんなように感じているところでございます。 

是非我々も同じ地域ですから、協力をして是非盛

り上げていきたいなとそんなふうに思うところで

ございます。  

グリルの取替えについてですね、どこに誰に瑕

疵があったのか。私たちが最初に図面を見たとき

は、ちゃんとバーべキューという形でなっていた

んで、バーベキューといったら普通ちゃんと煙と

いうのはそういう形で吸わさるものだと。それは

やっぱり設計がミスだったのか。しかし、やっぱ

り村のほうもですね、その設計をやっぱり一旦は

まあ我々も議決をしてですね、やっているわけで

すから。 

ただ、言えば設計業者はやっぱり次の仕事のこ

ともあるでしょうから。これからもいろんな建物

等があるわけですから、やっぱりこの辺はどこに

責任があったのか、見通しが甘かったのか、そこ

をやっぱりはっきりしないと何か後味の悪いもの

になってしまうのではないか。 

そういうことで、もう１回ご答弁をお願いしま

す。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えをさしていただきます。 

グリルの関係でございますけども、指定管理者

のほうからですね、煙の換気について十分でない

という形で報告を受け、その後原因の調査をした

わけでございます。それで原因調査をするにあた

ってですね、やはり何が悪かったのかというとこ

ろも含めて村のほうできちっと精査をしなきゃい

けないというところで、８月の実は２１日にです

ね、設計業者を含めて現地調査を行った形がござ

います。 

その中で、ほんとに換気が当初の村の仕様とし

ては、鮮貝を焼くあるいは焼肉を焼くというよう

な仕様の部分で、それに十分耐えれるような換気

の排気ができるようなですね設計をということで

仕様書については組んでいた経過がございますが、

実際にその設計を基にですねグリルを入れた時に

やはり換気が十分でないという結果が表れたとこ

ろで、やはり設計段階に問題があったのでないか

いうふうに村としても判断してですね、設計業者

を含め２１日に先ほど言ったように現地調査を確

認したというところでございます。 

その結果、一方的に村のほうも検定をしてるわ

けでございますから、一方的に業者さんの責任が

どうのこうのあるのかというところも含めてです

ね、現地で協議をさしていただいた結果、やはり

設計段階で業者さんとしてはですね、設計段階で

やはりちょっと瑕疵があったんでないかいうとこ

ろの部分でお話がいただきましたので、その部分

についてですね、契約に基づいて、どうしたらい

いんだろうというところも協議をさしていただき

ました。 

その結果、その契約の設計の基づいた瑕疵担保

というところの条項を基にですね、村のほうとし

ては支障のない物に入れ替えると。そういうよう
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な対応をしていただきたいということでですね、

協議が整ったわけでありまして、この部分につい

ては瑕疵担保責任に係る関連法といわゆる民法、

住宅の品質改修促進に関する法律、工事請負契約

約款、これらを全てですね見た形の中でこの協議

が整ったわけでございます。 

何せこの部分について、村民のほうにですね利

用していただくところに非常に迷惑をかけたとい

うところについてはですね、村としても設計業者

だけじゃなくてですね反省をしなきゃいけないと

ころだというふうに考えておりますし、今後この

ような事がないようにですね、適正に検査、そし

て設計の段階、あるいは物品の納入の段階からで

すね、きちっと対処してまいりたいと思いますの

で、よろしくご理解をお願いしたいと思います。  

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：我々も一回議会でこ

の予算につきましては、承認をいたしているとこ

ろでございますから。しかし、やはりそういう瑕

疵ができた場合にですね、やはり村側からそうい

う機会を通じてやっぱりきちっとした説明がなさ

れるべきではないかなとそんなふうに思います。  

次に移ります。定住移住について。 

先ほども村長さんからの行政報告が、猿払村味

覚まるごとフェア、猿払村移住体験ツアーの実施

についてということで、行政報告をいただいたと

ころでございます。たいへん盛況であったという

ふうにお聞きをいたしているところでございます。

それと移住体験もですね、今後たくさんの方々が

申し込まれているというふうな先ほどの報告でご

ざいました。 

移住体験ハウスが猿払公園内のバンガローの先

にできました。しかし、私は冬期間非常に除雪を

するということについて、非常に難しい場所では

ないのかな、そんなふうに危惧をしているところ

でございます。ちょっとこれ私わからないですけ

ど、今までバンガロー３棟だけだと除雪をされて

いたのかどうか。道路、国道の方には、やはり国

道に対する防雪柵がありますけれども、今までも

私あのう冬のイベント等で行きましたけど、相当

な量の雪。そこをやっぱり何て言うんですかね、

ロータリーみたいなのでぐーっとやっていくと、

すぐ埋まっちゃうんじゃないかなってそういう心

配がひとつあります。 

いかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

先月１日から９日までの間で実施されました移

住体験ツアーには、延べ１１７名の方が参加され、

そのうち６２名の方から、今年度から次年度にか

けて移住体験住宅への申し込みがなされたところ

でございます。 

その中の方々には、移住を考えているのだから、

厳しい冬を経験しなければならないということを

考えておられる方もおり、現に今年度も冬期間で

の申し込みをされている方もいらっしゃいますこ

とから、冬期間においても必要の都度、最低限の

除雪を行いたいというふうに考えております。  

なお、この除雪費につきましては、前回の定例

会における一般会計補正予算において予算計上し、

可決をいただいているというふうに思っておりま

す。 

以上です。  

また、３棟の部分については、今までは除雪は

しない、貸出をしていないという状況になってご

ざいます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今まで３棟の所は今

まで冬は貸し出しをしていない。したがって、除

雪はしてない。 

まあ移住体験ハウスができて、しかし、予算は

前回出まして承認されましたから、それはそれで

いいんですけど、ほんとに除雪も大変な場所だと

いうことは、私は申し上げておきたい。それによ

ってね、予算の範囲で納まるかどうか、そういう

のはやってみないとわからないことですから、私
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あまり強くそのどうのこうのって言いませんけど、

方法論として、雪を踏んでまああそこちょっと歩

けない距離でもないかなってそんなふうに思った

りもをします。体験ハウスで、ほんとにちょっと

相当な風の強いところでございますので、まあそ

ういう日は大変な場所かなと、そんなふうに私あ

のう老婆心からお話をしておきます。 

それから２番目、猿払村に定住を希望される方。

今はあのう定住の体験ツアーに参加される方がこ

れからは６０数名希望されているということです。

猿払村に定住を希望される方が出てきたら、どの

ようなマニュアル、あるいはメニュー、そういう

ものをご用意をされているのか。 

いや、しかし、やっぱりあのう何て言うんです

かね、やっぱり住宅もそうでしょうし、それから

また仕事、それから住む所、民間住宅の情報等こ

ういうものをやはり村で把握すべきだと。やはり

一人一人それぞれ来る方々はそれぞれの考え方で

来ますから、その皆さん方の来られる皆さん方の

気持ちに合わなければ、猿払村に移住するという

ことはあり得ないわけですよね。 

そういった中でですね、村のほうでどのような

マニュアル、あるいはまたいろんなメニューをご

用意していると思いますけれども、その辺につい

てお聞かせをいただければと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

移住にあたりましては、体験を行っていただく

マニュアルやメニューにつきましては、１０月の

第４回臨時会にて移住体験住宅の設置及び管理に

関する条例の提案時にご説明をさせていただきま

したが、移住体験ツアーの際にも本村での就労、

医療、福祉などについて十分説明を行い、理解し

ていただいた上での６２名の方々からの申し込み

でございまして、移住体験を希望する方に対しま

しては、このツアーで使用したマニュアルやメニ

ューは有効なものというふうに考えております。 

また、議員仰るとおり、移住体験から実際の移

住そして定住につなげるためには、住宅に関する

情報提供は特に重要でありますことから、常にそ

の把握に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。  

また、このたび１１７名のツアーの方々に対し

ましては、きちっと村内の各事業所、企業さんの

ほうから情報提供していただきながら、日給、月

給も含めて雇用期間も含めて十分にツアーの方々

に説明をさせていただいたところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今ご答弁いただいた

内容、各村内の企業さん、あるいはまた、そうい

う住宅の情報、こういうものは猿払村の定住移住

についてのホームページというのはどういうふう

になっておりますか。 

私、あまりパソコン等はしないものですから見

ていないんですが、そういう点はどのような対応

をされておりますか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご質問にお答えさ

していただきます。 

今、ホームページの部分についてはですね、今

あのう定住移住のこのアンケート調査、こちらに

来たアンケート調査等も含めて分析をしてですね、

これから今その窓口と言いますか、そこの部分を

作るという形を今考えているところでございます。  

また、具体的な部分で私もその定住移住のとこ

ろでですね、来た人たちのご意見等いろいろなお

話をさしてもらった中でもですね、やはりできる

こと何かありますかというところで様々なあの学

習会社の人、あるいは情報会社の人、あるいは食

品関連の人、福祉関連の人なども含めてですね、

様々な人たちの意見も聞かせていただきました。 

それで、なかには奥さんのお話とかも聞かせて

いただいた中でですね、具体的な部分でいくと、

ほんとに読み聞かせ、学童の読み聞かせのお手伝

いができないかだとかですね、あるいは、介護の

助手的な介護資格がさほどないんですけど、介護

の助手的なものもできないですか、というような
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ことも様々な意見もありましたので、この辺も含

めてメニューについては今後検討をするところで

ございますし、その辺の情報の出し方についても

ですね、できるだけ速やかにこのアンケート調査

を分析しながら企画して出していきたいというふ

うに思いますので、よろしくご理解をお願いいた

します。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、副村長からだい

ぶそのツアーで来られた方々から、大変たくさん

いろんなお話を聞かれたと。それぞれにいろんな

やっぱり方面からそういう質問とか提案とかあっ

たと、そういうふうなお話でございます。 

やっぱりこちらへ今、定住ツアーで来られた方

は具体的にいろんな本当に見て、百聞は一見にし

かずって申しますから、来られて実際に見て、そ

ういうお話をされて帰りましたけど。しかしやっ

ぱり、せっかく猿払村ふるさと納税でぐんぐん伸

ばしておりますので、そういう面でやはりホーム

ページにやっぱりきちっとしたものをそういうも

のをやっぱりこう載せていくことが、また、この

ツアー以外の方々もですね、やっぱり興味を示さ

れる方々はやはり見られるんじゃないのかなと。 

それとやはり何て言うんですかね、猿払村とい

う所はどういう所なんだろうか、どういう家があ

るんだろうか。あるいはこう住んでからですね、

例えば今公営住宅だけど、例えば東京とかで自分

の家を売ってね猿払村で持ち家は無いんだろうか

とか。そういうこともやっぱり個々の人方のそう

いう対応にのってあげることがね、やはり最終的

には定住につながっていくのではないのかなと。

そういうことをですね、やはりなかなか我々は住

んでいるほうなので、移住して来られる方々のそ

の気持ちを１００％理解するというのは非常に難

しいことです。予測は少しはできても、やはり実

際にそういう聞いたことをですね、やっぱりこた

えるということはちょっと。 

それと最近の新聞を見てますと、やはり街中の

空き家の情報を町村で把握して町村のホームペー

ジで紹介している。あるいは仕事、求人ですね。

まあそういう、こういうところにこういう仕事が

ありますよ。あるいはその待遇もこういう待遇で

ありますよ、というようなそういうところもある

そうでございます。そういうのもですね併せて、

やはりやっていくべきではないのかな。そんなふ

うに思いますが、その辺の対応もですね、これか

らはやはりちょっとフル回転をしていただいて、

やはりそういう人達が来て住まれるような方法を

やはり考えていただきたいなとそんなふうに思う

ところでございます。定住移住につきましては、

ちょっとこれで終わります。 

次にですね、防雪柵の設置について。 

先ほども村長さん、副村長さんに謝ったんです

けど、先月２４日、浜鬼志別の村政懇談会、体調

を崩しましてちょっと欠席をいたしました。その

席で３年ほど前から要望していることでございま

したので、その時の回答ではこの防雪柵はできな

いという回答だったそうでございましたので、申

し訳なかったんですけど、私、一般質問の中で、

どうしてその防雪柵が作っていただけないのか。 

３年ほど前の３月の２日、道東の方、猿払村も

そうだったんですけど、道東の方ではもう暴風雪

で事故が相次ぎまして、７名か８名が亡くなった

というニュースがあったというのは皆さん方の記

憶の中にもあるのではないのかなと思います。  

その３月の２日の事でございます。２日の日は、

もうとにかく全部通行止めでしたから、私たちも

店に居て店も早く閉まってという状況でした。明

けて３日の日は今度からっとあがりました。そし

て、私も除雪をいろいろあれしてたんですけど、

とにかく木村利子さん宅と消防番屋の間、あのう

山の方から来て、こんな人の背どころではないで

すよね。人の背の倍くらいの雪が反対側、道道挟

んで反対側の方もこういう形。道道は除雪しまし

たから、切り立っているんですよね。ですから、

こっち側は村道ですから、村道は恐らく排雪をか

けてやったんではないのかなと。いやそうだと思

います。で、私もすぐそういうことでお願いをす

れば良かったんですけど、やっぱり秋口なんで、
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いや何とかやっぱりここにこの公営住宅、浜鬼の

この土田さん側の畑の方に公営住宅の部分だけ防

雪柵が毎年付きます。そこは一回こういう形で防

雪柵の所で一回雪がとまります。ですから、公営

住宅の方に雪は来ますけれども。 

昔、昭和５０年ぐらいだと思いますけど、   

防雪柵も付いていない公営住宅あった。したら 

一回すっぽりこの公営住宅が防雪柵の代わりにな

ってすっぽり埋まったことがあるんですよね。私

たちも消防の団員でしたから、あるいは地域の人

方もあるいはご親戚の方々もですね、とにかく公

営住宅に行って、もう機械も何も入るような所で

ないですから、こういう形でもう雪を投げたとい

う記憶は今でも鮮明に残っております。 

ただ、この３年前のその時にそういうことを思

い出して、やはりこの後ろの方、浜鬼神社の後ろ

の方まで防雪柵を付けていただくと相当この道道

の部分、それから国道の部分、浜鬼の神社の境界

からすぐこの国道の防雪柵がずっと付いています。

あそこも付いてない時はとにかく風吹いたらもう

とにかく見えなくて、見えなくて、見えなくて。

今は防雪柵が付いてますから、そこで一回とまる

んです。そして、公営住宅の方も公営住宅の所は、

防雪柵が付いてますからそこで一回とまるんです。

付いてないところは全部下まで降りてくるんです

ね。ですから、相当やっぱり道道の部分について

は、あるいは国道の部分もその神社までの部分に

ついては、相当数雪が多いです。こういうことは、

あのう今も変わりません。それで、私も３年ほど

前からああやっぱりこれ付けなかったら、本当に

国道のあるいは道道の道路の雪半分こっちに持っ

てくるわけですから。それが多く積もったら多く

来るわけですよね。やっぱりどこかでとめていた

だいて少なくなれば少ないと。 

まあ後の質問にもありますけれど、通学路の確

保だってその大変な事態になるわけですから、何

とかこれをひとつ付けていただきたいなと。 

そんなことで、ここに質問をしたいと思います

ので、村長さんのお考え方はいかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの議員のご

質問にお答えをさせていただきたいというふうに

思います。 

私も村長に就任させていただいてちょうど丸 

２年が経ちます。 

昨年、浜鬼志別のまちづくり懇談会でこのよう

なご要望をいただいたところでございます。その

中で、防雪柵の部分については十分理解してると

ころでございますけども、その関係についてちょ

っとご答弁をさせていただきたいなというふうに

思います。 

この防雪柵の構造につきましては、大きく分け

て吹きだめ方式と吹き払い方式、吹き止め方式の

３種類があります。いずれの方法も利点、欠点は

ありますが、共通して言えるのは、郊外地のよう

な風の通りが良く障害物が無いところに適してお

り、建物等の多い市街地にはなかなか不向きとい

うふうにされております。 

浜鬼志別市街地での吹雪の時の視界が非常に悪

く、吹き溜まりができやすいところも事実でござ

いますから、議員がご提案されております村営住

宅側から神社付近へ向けての防雪柵の設置も調査

検討をさせていただきました。その防雪柵の結果

なんですけども、防雪柵の高さを雪が超えること

により墓地側が埋まってしまいまして、除雪の際

に墓石を傷付ける恐れがあることなどから断念を

した経過がございます。 

吹き溜まりの原因が風について吹き込んでいる

こと、市街地の住宅の屋根に積もった雪が風で飛

ばされていることなども考えられますので、もう

少し時間をいただく形になりますが、様々な視点

から有効な対応ができるように引き続き早急に調

査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（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：昨年も村政懇談会で

同じ答弁をいただきました。 

雪が非常に多いってことは認識していただいて

るいうことで理解をして、私、今質問をしてるん
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ですけど。それとまあ風ですね。 

以前に、山口課長さんともお話をした時に、私

は今、公営住宅側から神社までというお話をして

おりますけど、この公営住宅側の反対側、教員住

宅さんがたくさんあります。そこも相当酷かった

というお話をその時聞いております。 

鬼志別からあのうちょうど道道の坂を下りてそ

こから先ですね、浜鬼からこっちに向かってくる

のではなくて、鬼志別から浜鬼の方へ向かって行

くと左側全部防雪柵ですよね。昔は取付道路みた

いな所も付いてなかった時代があります。まあそ

うすると吹いたらもう一発、そこからもうそこで

車が埋まってしまう。 

それとまあ少しあれになりますけど、今、成人

式、１月の３日になりました。１月の１５日、成

人式、まあ吹くんですよね、１年おきくらいに。

そうするとですね、浜鬼の橋ありますよね、橋は

今は橋だけ防雪柵がかかってないんです。しかし、

鬼志別側から行くとずっと手前から防雪柵がまだ

付いてなかった。それから、橋を渡ってからこの

真っ直ぐ行った所まで付いてなかった。そうした

ら、浜鬼側から上がってきたら、もうここから先

にっちもさっちもいかない状態というのがその 

１月の１５日の成人式に続いた。その時そこで見

えなくなって事故を起こしたというのは、私も何

回も聞いております。そのくらい吹く。 

ですから今、私、ササキさんの分譲地の所時々

こうやって雪の状態やっぱり見ます。非常に雪の

多い場所でしたから。ただ、今、皆さん方それぞ

れ除雪の道具がきっちりありますので、あまりそ

こまで心配しなくてもいいのかなってそういうお

話もないようでございますから。 

しかし、この公営住宅側から神社まで何とかこ

れをやっぱり相当な坂もありますし。何て言うん

ですかね、市街地なんで住宅がありますよね。そ

こへやっぱり雪がどんどんどんどん落ちてくるわ

けです。それを除雪車来て半分ずつ、こういうふ

うになってきたら歩道の除雪もまあ、自分の家の

前の除雪も大変だと思いますが、そういう苦労と

いうのは、もう少しやっぱり私は今までどうして

私も言ってこなかったんだろうなって。ただ、  

３年前の時はほんとに酷かった。ですから、これ

は何とかしなきゃいけないな。そういう気持ちに

なって強いお話をしているわけです。 

何とか取り上げていただけませんかね、もう 

一回。 

○議長（太田宏司君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口 豊君・登壇）：ただいまの議員

の質問にお答えさせていただきます。 

先ほど、うちの村長のほうから防雪柵の種類に

ついて３種類ほどあるということで答えておりま

すが、現時点で建っております浜鬼志別公営住宅

付近の防雪柵につきましては、吹きだめ方式。  

防雪柵の裏側に雪を溜めて道路までの雪を抑える。

その道路までの距離が約４０ｍ。これ計算で出て

いますので、防雪柵約３．５メートルで約４０メ

ートルの区間の中の範囲で雪を抑える方式。 

第２に、先ほど道道の浜鬼志別線の話、豊富猿

払線の話ですけれども、道道の脇には吹き払い式。

防雪柵の羽を下に向けて、風を下に流して道路の

表面上に雪を落として吹き飛ばす方式でございま

す。 

そして、第３に吹き止め式。今、国道などで多

く行われてるんですけども防雪柵の裏側、風上に

雪を溜めて吹き込みを少なくして吹き溜まりを少

なくする方式。 

これがおおまか三つの方式なんですけども、ご

指摘の浜鬼志別市街なんですけども、先ほど説明

したとおり防雪柵の裏側に雪を溜めちゃうもんで、

墓地側に雪を溜めるということで、計画的に断念

しました。 

それで、今回改めてどの方式がいいのかという

のを含めて街中の雪の降雪、風の付いた吹き込む

雪の状況を把握して、どの対策がいいのか、防雪

柵でいいのか、それともまた別の方式があるのか

ということをもう１回調査させていただきたく、

今しばらく時間をいただきたいということのお願

いをして、ご理解していただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 
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○議員（野村雅男君・登壇）：方式はまあいろんな

方式、専門的な方式、まあ私はそういう技術屋で

ないから、ただ、やっぱり地域に住んでいる者と

して酷いと。是非何とかこの雪をとめていただき

たい。そういう強い気持ちの一点で、まあ方法は

ねどんな方法でとめたら一番とまるのか。 

ただ、その墓地の所へ溜まる。そしたら墓地か

ら遠ざければいいんじゃ。墓地から少し遠ざけて

ね、別に墓地の裏に今は防雪柵被ってないよね。 

今、公営住宅の裏でしょう。だから墓地の所だっ

てこれやってみてね、もし被ったらさ、また少し

次の年に位置を変えるとかね、やっぱりそういう

対策をとっていくべきでないの。私は住民が困っ

てるっていうことをやっぱりどうして取り上げて

やってもらえないの。 

３年前あれだけの吹雪が来てね、吹雪だって毎

年雪が降ってるわけですから、あの時はほんとに

３月２日、ほんとに凄かったなと思うんです。で

すけど、やっぱりずんずんそういう強い気持ちに

なってね。しかし、墓地に雪が溜まるとか言った

って何も今、自然のやつで溜まってるだけでね、

溜まってるわけでないでしょ。だから付けて溜ま

ったっていうんだったら、また、次の年に付ける

場所を考えればいいのであって。今の答弁は何も

付けませんよっていうこと。 

いや私はね、どうしても村のほうで何もやって

いただけない、それであればここ道道ですよ、土

現さんのほうにでも住民としてね陳情しますか。

やっぱり私はそうではないと思うんですよ。こっ

ち側だってやっぱり開発さんだってやっぱり必要

なところは、どんどんどんどんやってくれている

わけですから。もうやっぱり猿払村だってシェル

ターもありますし、それから浅茅野方面だってや

っぱり新規で追加して防雪柵道路の両側に防雪柵

が建ってですね、非常に何て言うんですか、そう

いう面では通りやすくなっていると思います。是

非ひとつ私早く実現をしていただきたい。 

それから歩道の除雪について。 

これは浜鬼志別地区の国道、道道を含むとなっ

ておりまけども、朝はちゃんと歩道の除雪車が走

ります。片側きっちり通っております。それで、

ただその後ですね、どんどんどんどん除雪をして

雪がどんどんどんどん積もって、その後はだいた

い一回も来ません。そうすると、帰りの時間帯に

なって雪をこいで来ていると、そういう状況でご

ざいます。まあやっと、除雪するようにはなって

くれたんですけど、帰りにはもう吹き溜まりにな

って。あるいは道路の雪を跳ね上げてですね、そ

のままになっている。小学生はその上をこいで歩

いている。そういう状況でございます。 

それもですね、ひとつ早急に改善をしていただ

きたい。そういうふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

昨年も地域から同じような要望がございました

ので、昨年は稚内開発建設部や稚内建設管理部の

ほうに対しまして、きちっと歩道の確保というこ

とで除雪をしていただきたいというふうに陳情、

お願いをしてきたところでございます。その部分

ではある程度小まめな除雪ができているんだろう

というふうに思います。 

今年も雪のシーズンになってまいりしたので、

改めてまた建設管理部また開発建設部のほうにで

すね、きちっと小まめな除雪をしていただきたい

ということでお願いをして来ようというふうに思

っております。 

また根本的な解決として、やっぱり道道を振る

と。歩道を確保するということは、やはり道道を

振るしか方法がないというふうにある程度思うん

ですね。道路幅を狭くする形にはなりませんので。

最終的には、今あそこのセイコーマートさんとス

タンドさんと藤田さんあるような倉庫の所をどち

らかに振るという形しか根本的には解決方法がな

いんだろうというふうに今現在は僕は思っており

ますので、その部分についても両者のほうにきち

っとお話は根本的な解決として、こういうような

案もあるんではないだろうかというような形でお

話もさせていただきましたけれども、何分道のほ

うも国のほうも予算の関係がありますので、今の
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ところはこういう小まめな除雪対応をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：昼食のため、午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

一般質問を続行します。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：歩道の除雪につきま

してお願いをしたところでございます。 

開発さん、あるいは土現さんのほうに強く要請

をするというご答弁をいただいたところでござい

ます。強く要望して是非いただきたいと。なかな

かですね、先ほども防雪柵の設置ということでお

話をしております。やっぱり雪が多い、除雪の回

数も必然的に多くなりますよね。そしたらやっぱ

りそこにその常に走っていただきたいということ

ではなくて、やはり雪の降った時はやっぱり頻繁

にお願いをしたい。 

あのう２年ほど前でしたか、土現さんのほうの

担当者も道道の方の現状を見ていただいた経緯も

あります。ただ、担当の方がずっと長く居ればで

すね、猿払村役場のようにですね何年も前の事で

も継続してできるということもありますが、人が

変わるとやっぱりぜんぜん前の継続性がないとい

う場合も当然出てくるわけでございます。まあそ

ういう中からですね、やはりきちっとしたそうい

うお願いをやはり私はこのもう冬期間に入りまし

て、除雪というものも入ってきているわけですけ

れども、また追加をしてですね是非お願いをした

いとそういうふうに思うところでございます。 

次に、村道及び道道の維持補修等について。 

村内市街地村道の維持補修、産業道路の維持補

修、今後における実施予定をお聞かせ下さい。 

浜鬼志別もですねえ、開発さんの所から海岸の

方へ下がって相内さんの地先を回って、そこを昨

年あのう工事を実施していただきました。まあ 

あと、この道道沿いにですね、旧消防番屋の前。

それから公営住宅、何て言うのかな新浜鬼志別団

地と言うのかな、あの辺を含めてですね、お願い

をしているところでございますが、そちらについ

てはどのような計画になっているのか。 

私はやっぱり結構、世永さんの前、藤田さんの

前、その辺につきましては相当な年数が経ってい

るのではないのかな。あのう下水道とかそういう

布設をした時の後に舗装をかけて、そういう所が

まだそのままむき出しになって残っている。そし

て、やっぱりたまに重い車も通りますけれども、

やっぱり冬期間きっちり除雪もしていただいてる

わけでですが、やっぱりそういうことが、やはり

道路が劣化をしている。そういった中でですね、

年数も相当な年数が経っているわけですから、そ

ういう生活道路も優先順位を付けてやっぱり早く

やっていただきたい。 

それから産業道路。農道なんですけど、これは

芦野地区の何て言うんですか、村政懇談会の回答

の中にこのように出ていたことがありました。そ

こはもう舗装はしないんだと。もう通行量が少な

いんだと。まあ、悪く言えば産業機械しか通りま

せんよと。そこまで村のほうとしてお金かける価

値がありませんよ、みたいな。しませんよ、とい

う答弁はそういうことだと思うんですよ。やっぱ

りですね今、村内農道もですね、やはりそういう

形で効率よく、あるいはまた、そういう維持補修

の関係からですね、今舗装していない道路ってい

うのは無いんでないかなと思うんですよ。 

それと浜鬼志別の会館前付近、バスの停留所。

これの自治会の会館の反対側ですね。公営住宅側

ですね。帰り通学生徒のバスが来るとですね、や

っぱり結構幅が広いものですから、やはり結構道

路を占拠してしまう。そうすると、後ろから来た

車はやっぱりバスが動くまで待っていなければな

らない。そういう状況が続くというお話を聞きま

した。 

まああのう急いでやっていただきたいとかとい
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うことではないんですけども、向かい側もですね

相当舗装の状況は酷いです。もう歩道自体が割れ

て草も強烈に草がもう生えてきている状況でです

ね、そろそろそういう所も道のほうにお願いをし

て、やはり手を入れていただきたいと。そういう

時にですね、そのバスが少し踏み込んで止まれる

ような状況にして欲しいということです。 

それで答弁をお願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

村内市街地の道路維持補修につきましては、鬼

志別市街８号線を平成２５年度より、浜鬼志別９

号線を平成２６年度より、それぞれ計画的に改修

を行っているところでございます。また、来年度

からの第７次猿払村総合計画実施計画では、鬼志

別地区で４路線、浜鬼志別地区で１路線の改修を

計画しております。 

次に、村道の整備についてでありますが、集乳

車両の安定的な運行のため、道営事業による防雪

柵の設置を芦野、浅茅野台地地区で予定しており

ますが、その他の産業道路につきましても先のま

ちづくり懇談会で維持補修に関する要望がありま

したので、財政状況や緊急性等も勘案し、できる

限り対応してまいりたいというふうに思います。 

また、議員のご質問のありました豊里芦野線に

つきましては、途中で道路が舗装がやめられてい

るということもあります。その部分につきまして

は、先の村長時代に道の事業として、あそこの道

路改良も含めてやらせていただいた経過もありま

すけれども、村の財政的な事情等もあり、村のほ

うから道のほうに事業をやめたいとやめさせてい

ただきたいということで、村のほうから道路を途

中で工事を終わらせていただいたという経過もご

ざいますので、あそこの部分については地域の

方々にもご説明をさせていただきましたけれども、

今のところ特定財源が無いと補助事業が無いとい

うことで、単費では今のところ難しいということ

でご説明をさせてご理解はしてないのかもしれま

せんけれども、今のところはそういう考えでいる

ということで、地域の方々にご説明をさせていた

だいたところでございます。 

また、浜鬼志別地区の水産加工総合管理センタ

ー前の道道豊富猿払線につきましては、浜鬼志別

市街地の国道２３８号交差点より浜鬼志別下水道

終末処理場の入口カーブまでの道路改良としまし

ては、先ほども申し上げましたけれども歩道の除

雪ができるスペースの確保とバスレーンを含む道

路改良工事の実施を昨年から道のほうにきちっと

要望をしておりますので、ご理解のほどお願いし

たいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんから明

快な答弁がありました。 

ただ、その産業道路、農道の方につきましては

ですね、私は村のほうから財源が無いということ

で、当然利用者、そういう方々の了解をいただい

て道のほうにお願いして村のほうから事業を中止

させていただきたいと。状況はですね、やはり単

費のない、そしたら村も借金をしてそこまで財源

が無い中やるかっていったら、これはもうできな

いわけですよね。ですけど、今少しこういう少し

は私その何て言うんですか、１００％単費ではな

くてですね、何かこれ道の事業にのせてできる方

法はないのか。そういうふうにやっぱり模索をし

ていくのがやはり村の姿勢であって、やっぱり道

もですね、私たちも道民です。国だってやっぱり

我々国民ですから、やっぱり都合の悪い時、そう

いう時にやっぱり国はやはり国民を助ける。道民

は道民を助ける。道は道民を助ける。村はやっぱ

り村民の盾になって守っていただける。そういう

ことではないのかなと思います。やっぱりこれは

ですね、ひとつ村長さんに方法をひとつ探ってい

ただきたい。 

それとこの今、浜鬼志別の交差点から道道です

ね、それの全部一遍に解決するということは非常

に難しいことだと思いますけれども、やっぱり部

分部分でやはりできることがあるのではないのか

なと。大きなところは大きなところとして。しか
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し、やっぱりそれもですね、やはり道のほうにこ

ういうふうにしていただきたいという要望をきち

っと出さなければですね、何も進むことはできな

いと思うんです。その辺も含めてやはり我々も地

域に住んでおりますから、しかしやっぱり村のそ

ういう大きな見地、それから道側のそういう考え

方もあると思うんですよ。そういうものも併せ持

ってですね、やっぱり少しずつこう実現に向けて

ですね動いていただきたいなとそんなふうに思う

ところです。 

次に、備品、消耗品の調達について。 

先日って言いますか、少し時間が経っていると

思います。新聞紙上におきまして、この春からで

すね、保育料ですとかそういう改定があって、割

にほかの市町村は何とかこういう形で上がらない

ような対応をしてきたんですけど、札幌市だけは

すぐ手を打たなかった。 

まあそれも相まってですね、新しい選ばれた市

長さんがその保育料の何とか元に戻したいと。皆

さん方にご負担をできるだけ避けたいと。そうい

うことと併せて、この道内札幌といえどもですね、

札幌に本社のある企業、あるいは道内に本社のあ

る企業、いろんなところからですね、あるいは本

州の企業、そういうところからやっぱり札幌市の

調達をする、そういう備品関係も結局札幌の本社

がある業者が全部請け負っているかというとやっ

ぱりかなりの部分が取られているのではないのか

な。そういうことがやはり新しい市長さんが選挙

に出る際にですね、やはり皆さん方からご推薦を

いただいた時にやっぱりそういう要望があったん

ではないのかな。 

そんな中から、これは新聞に出ていた事ですけ

ども、やっぱりできるだけ札幌市内の本社のある

企業に調達をしていただくような方法をとりたい。

そういうメッセージがあったところでございます。

これらについてですね、本当に天下の札幌市の市

長さんがこういう発言をするわけですから、うち

の猿払村におきましてですね、私、どういう状況

になってるかと。 

備品調達について、どういうふうになっている

かっていうことは、ちょうど４年ぐらい前に私一

度お聞きをしたことがあります。その時は何％、

何％ということで、専門の業者も村内には少ない。

そういうこともあって相当低い数字だったように

記憶しているところでございます。 

しかしですね、こういうことが札幌市の市長さ

んからこういうことができる。そしたら、どうな

んだろう。猿払村も企業がぼちぼちっと減ってる

んだけど今残っている企業でもですね、もし希望

があればこういう業種でどうですかっていうよう

なね、そういう企業に対し、あるいは企業を個別

っていうのはなかなか難しいことだと思いますけ

れども、まあ商工会等を通じてですね、やっぱり

この物品の調達をできるだけやっぱり村内の企業

がやっぱり調達できるようなそういう環境を作っ

ていくべきでないか。 

やっぱりそれがね、やっぱりまた今、既存の人

方おられる方々、あるいはまたこれからまた猿払

村に住まれて、こう商売やられるっていう方も来

るかもしれない。そしたら村の姿勢はいや入札で

すよ。これで終わりでいいわけでは私はないと思

うんですが。 

その辺、まあ村長さんはどのような形でお考え

なのか。どういうふうにしたら、こういうことが

村内の業者の中で私は何か話し合いせとかって言

ってるんでなくて、やっぱりそれに参加する。あ

るいはまた参加しながら受注ができなくてもやっ

ぱり勉強をしていただきたい。そして、村の中で

できるだけそういう形で企業をやはり育てていく。

そういうような姿勢も必要ではないか。 

そういうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまご質問にお

答えをさせていただきたいというふうに思います。 

村が調達する備品、これは備品だけではなくて

いろんなの工事関係も含めてですね、私のスタン

スとしてはあくまでも村内業者の育成という部分

については、村内業者優先でやっていきたいいう

ふうに考えておりますけれども、ただその中でも

一定のルールというものがございますので、ある
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程度説明をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

村が調達する備品等のうち、一定の金額を超え

る案件につきましては、これ当然、競争入札等参

加資格申請書に基づきまして登録された業者の中

から、副村長を委員長とする選定委員会で入札等

の参加業者をこれ決めております。 

選定にあたりましては、地域経済の活性化の観

点から村内業者を優先的に選考する方針としてお

りますけれども、その性質上どうしても村内業者

の選考は困難な場合については、村外業者を選考

する形というふうになっております。 

また、その他日常的に購入する消耗品類につき

ましては、可能な限り村内業者から調達をしてい

るということでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：副村長さんを委員長

さんとするということで、できるだけ村内で調達

するような方法をとっていると、こういうことで

ございます。 

個別の案件で私申し上げることはございません。

ですけど、大義的にですね、やっぱり村内にある

ものが村内の業者でなくて、まあちょうど４年前

の質問を思い出して私あれですけど、たぶんタイ

ヤの入札だったと思いました。そしたらひとつは

やっぱり皆さん方業者が入札したそうでございま

す。ただ、少し一回りか二回り位大きいタイヤ、

これについては扱っていると思わなかったと。そ

ういうふうに私聞いたところでございます。それ

で全然村内の業者でない人方の入札の中で、それ

はまあ出ていた。そういうふうに聞いたところで

ございます。 

私何て言うんですかね、今までいろんなところ

どうでもいいんです。ただやっぱり村の姿勢がで

すね、やっぱり村内で業者も育てていくんだよと。

そういう姿勢があれば、やっぱりそういうことを

乗り越えられる。可能な限りやっぱりそういうこ

とでいけば、乗り越えていけるのではないかなと。

それでも尚且つ村内の業者が調達不可能な場合は

これやっぱり外へ出す。これはもう、いたし方な

いのではないかなと。 

その辺、実際に委員長をやってる副村長さんに

お聞きをいたしたいと思います。 

○議長（太田宏司君・登壇）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えをさせていただきます。 

先ほど村長がご答弁をいたしましたけども、基

本的なスタンスとしてはですね、やはり村内の業

者の育成、あるいは地域活性化も含めてですね、

基本的に調達できるものは村内の業者から購入を

することを第一優先として考えております。 

実際に小さな物品等についてもですね、基本的

に２７年度、今年度の部分でもいろんな食材を含

めて今このご質問をもらってからですね調査等を

かけておりますけども、基本的には地元の業者か

らですね、食材等いろんな物については買える物

については購入をしている現状だと思っておりま

す。 

あと実際にですね、入札参加選定委員会の中で

も基本的には村内で買える物についてはきちっと

村内で調達をできないかというところも視点に置

きながら話し合いをさせていただいているところ

でございますし、私のところで物品の決裁を見れ

る範囲で見た段階でですね、電化製品あるいはそ

の他の製品を含めて村内で調達できるものについ

ては、できるだけそれを主眼に置いてですね、決

裁をさせていただいているという状況でございま

す。 

実際に札幌市も中小振興等の振興条例の中で、

基本的にやはり札幌市の中小企業を育成し、それ

が行政や市民にもですね、それぞれ重要な札幌の

発展に欠かせないというふうな形での改正だと思

っております。 

当村においても、その視点については全く変わ

りないというふうに思っておりますので、ご理解

をお願いしたいなというふうに思いますし、一方

で村内の業者さんにもですね、ご努力をいただき

たいというふうにも感じるところもあります。 

実際に指名を入れた中ででもですね、実際に選
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定資格に届出はある部分から指名をさせていただ

いてもですね、辞退をというところもございます

ので、その辺についてはですね、できるだけ私ど

もの説明も十分に行き届いてない部分もあってで

すね、その辺も含めての参加辞退なのかなという

ふうにも思えますので、その辺についてはきちっ

と村内業者さんにですね説明を申し上げて、改め

て買える物、村内で調達できる物については、基

本は村内で調達をしたいというふうに思っており

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

以上でございます。  

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：病院について。 

病院もそろそろ建て替えの時期。昭和５０年代

だと思います。今、小規模多機能もこれからやろ

うとしております。 

先日、衝撃的な新聞がありました。奈井江町で

ございました。病院のベッド数の減少ということ

で、何とかいろいろこう工夫を重ねて減少した分

をサービス付き高齢者介護住宅、サ高住と言うん

ですか。４階建ての病院の３階を改修をして、  

そこにペアで入っていただいたり、あるいは一人

入っていただいたり、そういう記事がちょうどこ

の質問を提出する日でしたかね、出ておりました。 

そういう中で、今この多機能もある、病院だっ

て恐らくあと何年かしたら、そして、前段で山森

議員から質問のありましたプールもあります。 

たいへんそういう施設が４０年代後半から５０

年代にかけて集中的にできていったとそういう時

代でございますから、これからやっぱりたいへん

この重みのかかるそういうことになると思います

けども、こういうものに関して今、村長の中で、

病院というものの括りをどういうふうに捉えてい

るか。 

たぶん同じ新聞を読まれたんではないのかな。

そんなふうに思いますけれども、ご意見をひとつ

感想をいただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、感想から先に申し上げます。 

奈井江町の道新に出ていた奈井江町の部分につ

きましては、新聞を読まさせていただきました。

北町長も思い切ったところに目を付けられておっ

たなというふうに思います。その部分については

病院の中で、いろんな療養型、介護施設型、いろ

んな形の中で病床の利用率が上がっていかないと

いうところで、サ高住のところに目を付けられた

んだなというところに非常に感心を、僕も長く福

祉関係をやってきておりますけども凄いところに

やっぱり目を付けられたなというところでござい

ます。また、北町長については僕もすごく尊敬を

する方でございますので、今後あの北町長の良い

ところはどんどんどんどん取り入れて、真似をさ

せていただきたいなというふうに思いました。 

それでは質問の回答のほうに、答弁のほうに移

らさせていただきます。 

現在の国保病院は昭和５３年に建設され、経過

年数も経ち、老朽化が進んでおりますけれども、

内部改修やエレベータを含めた増改築などを実施

しながら建物を維持運営しております。 

ご質問の建て替え時期ということでございます

が、昨年、平成２５年度までの病院改革プラン終

了のまとめと併せ、総務経済常任委員会と村広報

において、今後５年から１０年かけ建て替えを中

心とした経営形態の検討も含め基本構想をまとめ

たいということをご説明をさせていただきました。 

また、平成２８年度からの第７次総合計画にお

きましても施設整備の検討を記し、内部に病院施

設整備等検討委員会を設置するほか、平成２８年

度中に策定する新病院改革プランにおきましても

地域医療構想を踏まえた役割の明確化、再編ネッ

トワーク化、経営の効率化及び経営形態の見直し

など内容として新たに策定し、これらを基に第７

次総合計画期間中に構想をまとめていきたいとい

うふうに考えております。  

ご質問中の既存施設をサービス付き高齢者向け

住宅に転換してはということに関しましては、今

のところ現時点では考えてはおりません。建て替

え時期が到来する時点で、老朽施設を転用するこ
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とが可能かという点も考慮しなければならないと

いうふうに考えております。 

いずれにいたしましても、病院建物を維持して

いく上では、今後も外部、特に屋上防水や外壁な

ど修繕等が必要となってまいりますので、その際

には予算計上にもご理解をいただきながら、当面

は既存施設で運営してまいりたいというふうに考

えておりますので、ご理解をお願いしたいという

ふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：私もですね、少し、

もう少し深く勉強をさしていただきたいなとそん

なふうに思うところでございます。 

なかなか予算、それから全体の村政の推移の中

で、これからの村民の必要な施設をどのような形

でやっていけばいいかと。そういう視点に立って

ですね、お互いに切磋琢磨をしながら良いところ

を取りながらこうやっていくような村政を進めて

いただきたいなと。 

ただ、病院もほんとにこう私も新聞を読まさし

ていただいて、ほんとにこう素晴らしい転用の仕

方だと。ただ、今後また１０年２０年経ってそれ

がどうなるんだということになりますと、私たち

もこう時代の先というのは急激な高齢化社会、そ

して人口減少の社会、どういうふうにいったらい

いのか。それは皆思いは同じだろうとそういうふ

うに思うところでございます。 

是非ともですね、またいろいろ検討委員会の中

でもですね、立ち上げた中でそういうことも検討

していただければなと、そんなふうに思うところ

でございます。  

以上で質問を終わりたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：一般質問を続行いたします。 

４番、渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：たいへん不慣れでご

ざいますけれども、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

それでは酪農振興について。 

一番目に酪農業は猿払村を支える基幹産業であ

ることと今後も振興するということは、村長も同

じ考えであると思いますが、現在も様々な酪農振

興策を予算化実行していますが、現在、酪農業を

取り巻く状況はＴＰＰの大筋合意や配合飼料の高

値安定等で現在課題になりつつある後継者不足、

新規就農者の確保、親からの経営移譲対策等問題

は山積みであります。 

そこで現在、酪農ヘルパー事業に対して９０万

円の助成がありますが、今年度から一人１日、  

１万４０００円の利用料金が２０００円上がり 

１６０００円となって、一家で休むと二人必要と

なりますので３２０００円となり、４０００円の

負担増になってる状況でありますので、増額すべ

きものと考えます。 

また、牧場の預託事業も昨年春より、夏期放牧

の舎飼した場合は舎飼料金となり、農家負担増と

なっていますので、軽減対策を講じるべきと考え

ます。 

私としては、酪農家負担を減らし所得を拡大す

ることは、若い経営者の意欲を向上し、３６５日

休みなしの現状から休みをとってもらうことは、

猿払酪農の将来にとって重要であると考えますが、

村長はどう考えますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの渡辺議員

のご質問にお答えをさせていただきたいというふ

うに思います。 

酪農ヘルパー組合につきましては、これまでの

協議では専任ヘルパーの不足が最大の課題という

ことで、その人員確保に対する村の協力が求めら

れておりまして、現在その取り組みを進めている

ところでございます。 

また、ヘルパー事業に対する助成金の増額につ

きましては、一律に利用者の負担軽減ではなく、

例えば割当てや緊急での利用、また、新規就農希

望者に対する研修費用などに対する費用の一部を

支援する形が適当ではないかというふうに考えて

おり、今後、ヘルパー組合と必要性も含めて協議

していきたいというふうに考えております。 

次に、村営牧野での預託事業につきましては、

猿払村営牧野の設置及び管理に関する条例に基づ
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きまして、指定管理者の東宗谷農協により管理運

営が行われておりますが、条例に定められた料金

を上限としております。 

これまで、指定管理者の経営努力の中で議員が

仰られた期間を重視した金額としていたようでご

ざいますけれども、餌代や光熱水費の値上がりな

ど経費の増額に対応するため、条例に基づいた放

牧か舎飼かの預託の形態による金額に変更したと

のことでありましたので、変更に際しましては、

村への説明と共に農協の放牧検討委員会において

も協議され、預託形態による料金とすべしとの意

見であったというふうにお聞きしております。 

現在も上限金額を下回って指定管理業務が行わ

れておりますことや、預託施設の建設や整備など

は村が行っておりますことから、当面は現在の預

託金額で行う考えでおりますので、ご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今、村長からの答弁

はそのようでありますけれども、私としてはヘル

パー事業の助成金ですけども、１０年ぐらい前だ

と思いますけど地方交付税が極端に削減された時

に助成されてました額が一気に下げられて、その

分を中山間事業の事業でこれも村が助成してるん

だからこの中から負担せということで、事業の中

で事業費として事業を実施しております。 

しかしながら、いろんな諸般の事情でヘルパー

従事者の賃金が上げたとかいろいろな事情で今年

の春に一人２０００円上げざる得ない状況になり

まして、更に二人で使いますと倍の４０００円と

いうことで、負担がかなり増えています。 

また、今の段階では酪農のほうも今年乳価が上

がりまして、更に去年の春から個体が上がりまし

て、上がってて、農家の経済状況は一時よりは良

くなっておりますけども、でもこの状況がいつま

でも続くというふうに私も考えられませんので、

これが急に個体価格が下がった状況になりますと

一気に経済状況は悪くなるということになります。 

更に、牧場の夏期預託も勝手な言い分と言われ

りゃ勝手な言い分かもしれませんけれども、夏の

間舎飼しても牧場とうか農協の事業努力で減額し

てましたということですけども、私としてはやっ

ぱり私も農家ですので、急にその部分が上がると

なるとやっぱり負担感を感じて、乳価上がった、

そのほかの個体も今高いとか言いますと、農家と

しては負担感を感じるんで、今、村長言われまし

たけども、もう一度再考し何とか予算化してもら

えないかと考えます。 

どうですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ヘルパー事業の助成

金補助金の関係なんですけれども、確かに経過と

してはそういう経過の中で、９０万円に村の補助

金が下がったということについては私のほうも理

解をしております。 

ただ、この補助金については、ヘルパーをお手

伝い、農家の方に一日あたり１万４０００円から

１万６０００円に上がったという部分について、

決して色が付いているお金ではないので、あのう

私のほうから、この部分は２０００円上げないよ

うに補助金を使って欲しいとかそういう形は決し

て言えないというふうに思ってます。また、この  

２０００円上がった事によって非常に厳しいから、

その部分について補助金を上げて何とかまた１万

６０００円から１万４０００円に戻して欲しいん

だということになると、なかなかその酪農業大変

だと。 

あの基幹作業だということを理解した上で答弁

をさせていただきますけれども、そうなるとやは

りほかの諸団体やほかのところもやはり要望が上

がってきた時については、同じような事をたぶん

しなきゃならなくなってくるんだろうと。何処何

処のお店が私休むから、じゃあ村からの補助金く

れよとか、いろんな形にもしかしたら、いろんな

パターンが出てくる可能性はあると思います。 

ただ、今回はそういうことでヘルパー組合のほ

うで会長とも私ざっくばらんにお話をさせていた

だきました。ただやはり、お金の問題ではなくて

ヘルパーの担い手、ヘルパーをどういうふうに確

保していくかというところにやっぱり主観を置く



- 29 - 

と。だからこれからヘルパーをいかに招へいをし

て、いかに育てていくかというところに対して補

助金がどうしても必要だということであれば、私

はそれはやぶさかでなく支出をしたいというふう

に考えております。 

ただ、個々の農家の自己負担が上がるから補助

金を増やしてくれというふうにはちょっと私とし

ては賛成をしかねるというふうに答弁をさせてい

ただきたいというふうに思います。  

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：私は今、あの個々の

農家の負担が上がるから助成してくれと言ってい

るのは、それはそのとおりです。 

それは何故そう言うかというと、農家というか

酪農の場合は３６５日休みなしで働いています。

まあ完全に３６５日でなくて、今ヘルパーもあり

ますから、まあ３６０日、３５５日という程度か

なというふうに思います。しかしながら、その働

き方で３Ｋと言われるような仕事のやり方をして

て今いる状況ですよね。毎日労働時間も普通８時

間で終わらなくて、１０時間、１２時間毎日仕事

をしているという、そういうふうな状況下にある

人もいます。それ、そういうことでありますと次

の後継者がなかなかそんな仕事はやりたくないと

いうのが現状で、働いてる割には所得が上がらな

いと。そうすると将来を担う若い人がやりたがら

ないというのが既にそういう現状にありますんで、

それがますます進むというふうに考えているんで

ね。 

それで、まああのう少し村の姿勢としてもその

基幹産業である酪農に対してね、まあ、ほかから

も言われるっていう可能性はあるかもしれません

けど、私はそれはそれでまた対応すべきだってい

うふうには考えてはいますけども。私としては今、

私が酪農に従事しているということだけでなく、

将来基幹産業として酪農が残っていくためには、

ある程度の所得を確保する必要があるというふう

に考えてるんでそう言ってるんです。それは一方

的に言いっ放しでこれでいいと思いますけど、考

えてもらいたいということでお願いしたいと思い

ます。 

それで次に、２番目の今のところと重なる部分

もかなり多いんですけども、新規就農者対策は、

現在酪農家の中で６０歳前後の農家が十数戸後継

者がなく、このままでいくと離農が進み衰退する

ことと懸念しています。 

私は、村営牧場内とは限りませんが、搾乳施設

を伴う研修農場を設置し、新規就農者、後継者、

酪農家の従業員予定者の養成、研修のできる施設

を検討、計画、実行すべきであると考えます。 

村長はどのように考えていますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

その前にですね、先ほどのあの答弁のちょっと

漏れといいますか、議員とのやりとりの中でヘル

パーを利用されている酪農家さんと全く利用され

てない酪農家さんがおられると思うんです。だか

ら、２４時間、３６５日、もう８時間も１０時間

も働くという部分については、やはりあのうきち

っとですね、各農家さんが休みを取れるような体

制づくりというのをまずしていかなきゃならない

なと思うんですよ。そのためには、やはりヘルパ

ーの担い手と言いますか、そういうヘルパーの人

方をいかに招へいをしてきて、ここで各農家さん

に、村もＪＡもですね育っていってもらうかとい

うところが大事だと思います。そういう方々が今

としては新規就農として、猿払村の農家を継いで

いただいているという現状もありますので、その

ところもやはり大事なんではないかなというふう

に僕は思います。 

それでは２番目の質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。 

農業後継者対策につきましては、私としても喫

緊の課題というふうに認識をしております。 

議員ご質問の研修施設につきましては、以前に

管内の農協間で設置の検討が行われたようでござ

いますけれども、運営費の対応などが了承されず、

事業化には至らなかったというふうに聞いており
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ます。 

本村としましても新たな研修施設の設置ではな

くて、これまでの酪農ヘルパーなどの研修や経営

継承事業を使っての経営のバトンタッチに取り組

んでいきたいというふうに考えております。将来

的には農協と離農跡地を使っての研修や引き継ぎ、

引き渡しの方法について協議をさせていただきた

いというふうに考えておりますけれども、そのた

めには各農家さんの将来の経営に関する意思が重

要でありますので、その考える機会の場の提供と

して経営継承事業の勉強会などを開催していきた

いというふうに考えておりますし、併せて、本村

で酪農を目指す若者の発掘のため、猿払酪農の素

晴らしさや優位性などを伝えるための取り組みを

進めていきたいというふうに考えております。 

ＴＰＰ大筋合意の部分につきましては、これは

ＪＡをはじめ行政、村長として国のほうにはしっ

かりと発信をしていかなきゃならないというふう

に考えております。 

ただ、個々の酪農家さんが大変だ大変だという

ふうに言ってしまうとですね、これは当然子ども

達や新しく猿払村で酪農をやってみようという

方々が、逆に来なくなってしまうのではないでし

ょうか。 

上層部のほうの発信は私たちもきちっとしてい

きます。だから、もっと酪農家さん個々もですね、

我々も一緒になって頑張っていきますので、何て

言いますか、猿払はもっと素晴らしい所なんだと、

酪農をやって素晴らしい所なんだということも反

面、やはりＰＲをしていかなきゃならないだろう

というふうに僕は思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今、村長の答弁あり

ましたんですけども、私はあのう酪農大変だとい

うのは、事実大変だということで別に嘘を言って

るつもりは全くありません。 

しかし、今までやってきた人は大変ながら生活

するために、ここまでやってきましてやってます。

しかしながら、これからやろうとする人、それか

ら新規就農で来て実際にやろうとする人は、大変

なのをわかって来るんで、やるんで、それはね、

そんなに問題ないんですけども、さっきのヘルパ

ーの担い手だとかそれから新規就農者を探すこと

が大変難しいんです。なかなか来てもらえないと。 

今、全道的にどこもここも市町村も全部その猿

払村はまだいいと言われてますけども、ほかの市

町村はもっと大変に６０代前後の人が１０年も経

たないうちに離農していくという現状になってい

ます。それで、そこで猿払村がやっぱり、ここ２、

３年は急になくなることはないと思いますけども、

もう２、３年、５、６年すると次々とその離農者

があらわれて、新規就農者が見つけれないという

状況に私は必ずなると思います。その時にやはり

人を探す対策のために新規就農施設、牧場とうい

うか搾乳施設を持った施設がやっぱりあるとない

とでは、人を探すのに全然違うのではないかと思

います。 

また、あのう来る人は経験した人ではほとんど

ありません。やっぱり未経験の人が来るわけです

よね。そこで農家に直接行って研修しなさいとか、

そうなると研修を受け入れる側、農家側も自分の

仕事をやりながら研修生を受け入れるということ

で、研修生を受入れれば、ただで使うわけにいか

ないし費用がかかります。そうするとその負担に

耐えられないということに現実はなってると思い

ます。それから忙しい時、大変忙しい時にそうい

うのは研修生を受け入れてやっていかれないとい

うふうな事情もありますし。 

それから生産することによって、搾乳施設の生

産することによって研修者を育成する費用のコス

トを削減することもできるんでないかなと。村の

生乳生産を維持し、それから後継者育成と一石二

鳥でないかなというふうに考えて提案してるんで

すけども、これは私いくら言っても現実に指導す

る村長とそれから農協の組合長がやろうという気

がなかったらできないと思いますけども、私は計

画して実行するまで３年以上かかるというふうに

考えてますんで、今から農協組合長等々相談し、

私もこの間の農協の懇談会で皆さんの農家のいる
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ところでそういう話もしました。そして今年の秋

だったかな、農家の意向調査も実施しています。

その結果もこの間ちょっと見せてもらいましたけ

れども、その中にはやはり研修施設の必要性もか

なりの農家の人は必要というふうに考えているの

でね。 

まあこの辺は相談して私も協力しますんで、 

相談して実行するような計画に持っていってもら

いたいもんだなというふうに考えますので、再答

弁をお願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：これからの新規就農、

それから経営移譲の部分については、非常にあの

人の後継者問題については苦労、ご苦労されるだ

ろうというふうに思います。私たちも努力をして

まいりたいというふうに思います。 

確かに、農業ヘルパー組合の部分につきまして

も守谷会長含めですね、いろんな酪農大学だとか

いろんなところにあのう足を運んでいただいて、

いろんな活動をしていただいてます。また、行政

としても農業委員会も含めて新農業人フェアに参

加するなどして、道内外に参加するなどしてです

ね、いろんな猿払村のＰＲをさせていただいてい

るところでございます。 

今、渡辺議員から仰られた研修施設の建設につ

きましてもですね、今後あのうここではなくて、

組合総意のご意見として、そういうようなご意見

があればですね、組合長も含めてですね、今後検

討してまいりたいというふうに考えております。  

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今、前向きな答弁と

とって質問を終わらさせていただきます。 

それから次の鳥獣害対策についてですけども、

シカ、アライグマ等の被害が酪農生産現場や生活

の場で多発しており、対策強化が必要と考えます。 

酪農家が組織する中山間事業でカゴ罠を配布し、

自己防衛をしようと予定していますが、今年１１

月に産業課主催でハンター募集の講習会がありま

したが、狩猟免許が必要で酪農家自ら取得しよう

と考えていますが、仕事柄なかなか難しいところ

もあり、役場職員に取得をお願いしたいことであ

ります。 

また、猟友会では、シカ、アライグマの処分場

を設置し処分をして欲しいとのことであります。 

加えて、シカの捕獲頭数も拡大すべきと考えま

すが、村長どう考えますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

先の定例会でもご答弁をさせていただきました

けれども、鳥獣被害対策の一環としましては、ア

ライグマの殺処分機材を来年度予算で購入させて

いただいて、対策を図る予定でありますので、ご

理解をしていただきたいというふうに思います。 

また、先日開催いたしましたハンター講習会や

中山間での取組みは、直接被害を受ける農家さん

自らの取組みやタイムリーな駆除を行うために進

めているものであり、なかなか限られた村職員が

全て行うというよりも効率的かつ被害の減少に有

効的になるというふうに考えておりますので、こ

の部分についてもご理解をお願いしたいというふ

うに思います。 

また、シカ駆除につきましては、猟友会と実態

の検討を行いながら駆除頭数の増頭を進めていき

たいというふうに考えており、処分場・減容化施

設に関しましては、来年度から始まる第７次総合

計画の前期期間内での設置に向け、猟友会と協議

の場を設け、課題などの整理を進めてまいりたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：アライグマの件です

けども、狩猟免許というか免許が何か罠を使うに

は必要だということなんで、なかなか今年も講習

会を受けようという話があって、ただ時期がちょ

っと遅くて、申し込みがもうできない状況という

ことで、今年は受講というか免許取得には至って

おりませんけども。 

まああのう免許の試験の日が来年は６月と９月
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の終わり、１０月初めぐらいということなんです

けども、６月はあのう牧草の取入れ時期でとても

難しいということで、９月には若い人、何人か酪

農振興会のほうでも行ってもらおうかなというふ

うに考えてはいますけども。 

なかなか免許を取得をするというのは、やはり

先ほども言ったように仕事柄大変忙しいものです

から、強引に言って免許を取ってこいと言うわけ

にいかないし、ということもありまして、できれ

ば村の職員も今一人か二人何か免許を取得した人

がいるという話なんですけども、もう少し生活と

言うか街の周辺にも現れ、生活する所というかね、

そこにもまた出てきているようなので、その対応

も必要かと思うので、できれば取得者が増えても

らえれば助かるなというふうに考えています。 

ただ、ハンターですけども猟銃を使うハンター

のほうですけども、なかなかこれ免許取るのにい

ろいろな試験があって講習受けてということと、

それから多額の金額もかかるということなんで、

今年二人何か６０歳前の人かな二人、農家の人と

農協職員の人が二人免許を取ったということです

けども、免許取ったからってすぐ実務をし、成果

を上げるというふうにはなかなかいけませんので、

将来のことも考えて役場の職員の人にハンター免

許を取得してもらうことも必要かなというふうに

私は考えますので、その点も考えていただきたい

と思います。 

その辺、もう一回再答弁をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：議員もあのう酪農家

については非常に忙しいから問題、あのう取れな

いという部分については、これ役場職員も同じだ

と思うんですよね。 

前、渡辺議員からご提案のあった消防団員も少

ないので、何とか役場職員も消防団員になってほ

しい。今回はあのうハンターの部分についても、

何とか役場職員でできないかという部分について

のいろんなご要望でございます。 

確かに我々住民の模範になるべき職員でござい

ますから、ただただ私のほうも、職員のほうに分

団員になりなさい、狩猟の免許を取ってハンター

に何とかなっていただいて協力してくださいとい

う熱い強制力を持ってですね、なかなか言うとい

うのは非常に難しいというふうに思いますので。 

ただ、前もご提案のあった消防分団員のなって

いただける職員についてはなってほしい。また、

今回もこのハンターの狩猟免許を取っていただけ

る職員についてはどうですか、というような形で

のお話は職員のほうにはさせていただきたいとい

うふうに思います。  

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今の答弁ですけど、

まあ村長の言うのはそのとおりだと思いますので、

できれば村民のために、そういうふうな職員を要

請してもらいたいなというふうに努力していただ

きたいなというふうに思います。 

次の質問に移りたいと思います。 

鬼志別地区の活性化と買物弱者についてという

ことですけども。 

現在、鬼志別地区には食料品店は農協Ａコープ

ともう１件の店しかありません。民間の店は後継

者がない状態です。高齢者や車で移動できない人

にとって大変不便な状況と思います。 

村としても、商工会、ＪＡ東宗谷と話し合いし、

買物弱者にとって住みよい村にすべきものと思い

ますが、村長はどう考えますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

村民の買物環境としましては、議員と同様に私

としましても大変危惧をしているところでござい

ます。 

また、第７次総合計画の策定に向けて実施しま

した村民アンケートの回答におきましても、猿払

村に住みにくい理由の第一に買物に不便というこ

とが挙げられておりまして、緊急的な取り組みが

必要というふうに考えております。 



- 33 - 

村としましては、昨年度制定しました商業振興

条例の活用者の掘り起こしを商工会と進めると共

に、現在、商工会事業として商店街の活性化に向

けた取組みが計画されておりますことから、その

推移も見ながら東宗谷農協も含めて協議をしてま

いりたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今、答弁ありました

んですけれども、私もあのういろんな事情があっ

て、ここの農協スーパー、巽さんに時々買物行き

ますんですけども、なかなか欲しい商品が十分に

あるというふうに言える状況ではありませんし、

それから、買物バスで病院バスですね、芦野と狩

別から来るバスで車が乗れない人が買物に来てい

るんですけども、買物して終わった後、バスが来

るまで待ってるんですけども、その待っている場

所が非常に狭いとこで十分に休めるような場所で

ないところに待ってるんですね。そしてそこに座

りきれなかった人は店の中をウロウロしていると

いう、そういう状況にあります。 

確かに村の施設でなくて農協の施設であります

んで、それをどうこうせいというふうには村とし

ては言いないとは思いますけども、私もこの間、

農協懇談会がありました時に組合長がいるところ

にそういう話を組合長にもいたしましたけれども、

組合長としてもＪＡとしては営利事業でございま

すので、スーパー施設を建て替えて、その今、住

民のため組合員のためにどうこうするという、直

接どうこうするというふうなことは考えていなか

ったようですけども。 

でもこのままでいくと、折角持ってる猿払住民

の購買能力というものは相当なものがあるという

ふうに私は考えます。このお金をよそに落とすよ

うな状況になってると思います。それで農協にも

相談し、行政と相談して、猿払住民にとって車に

乗れない人、それから高齢者にとって、やはり役

場所在地のこの鬼志別にある程度の食料品、雑貨

の購入できる施設がやっぱり必要だと思うので、

新たにそのそういう建物を建設し、住民の利便性

を図るべきというふうに私は考えています。 

今年の９月だったかな、議員研修会で陸別に研

修に行った時、陸別にそういう複合施設、あのう

薬局とそれから焼き肉と寿司屋とそれともう一つ

何だったかな、複合施設で整骨院だったかな。こ

れは商工会が国の補助金、道の補助金、それから

町の補助金を駆使して作った施設なんですけども、

かなり利用度が高くなってるというふうに説明を

受け、まあなかなか立派な施設だったと思います。 

まあうちの村もやっぱりどこまでやれるか、で

きるかはちょっとわかりませんけども、村の単費

ということではなくて、国の補助金、補助事業な

り何なりを駆使して、農協が事業主体になるのか、

商工会と農協と合わして事業主体になるのか。 

何らかの形でやっぱりある程度の施設を整備す

る必要があるというふうに考えますので、検討し

ていただきたいなと思うんですけど、再答弁をお

願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今、議員のほうから

ご提案があったような内容につきましてですね、

今たぶん商工会のほうでいろいろ検討していただ

いてるんだろうというふうに思います。 

その提案も上がってきた中で、今後その買物弱

者、交通弱者をですね、どういうふうにしていく

かという部分も含めて、また行政と商工会とＪＡ

も含めてですね、協議検討の場を設けて今後そう

いう人方をどういうふうにしていくかという部分

も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（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今、商工会とＪＡと

検討して考えていきたいというような答弁であり

ましたけども、できるだけ早急に検討し考えてい

くべきものと私は考えますので、よろしくお願い

したいなというふうに思います。 

最後の質問に移ります。 

猿払村国保病院の今後の方向性と国保税につい

てですけども。 
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平成２５年度の村の国保税は全道一、一人あた

りの税金が高い状況ですが、一方で病院の運営費

の赤字が２億円以上で一般会計から補てんしてい

るのが現状です。 

このことから、病院を診療所にしてはという考

えの人もいますが、村長としては村民の負担軽減

と今後の病院運営をどのように考えますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

まずご理解いただきたいのが、国保税と病院の

運営費の関連についてでありますが、国保税につ

きましては、主に国保加入者が医療機関にかかっ

た時に支払われる３割の一部負担金を除いた、残

り７割分を国などの負担金と合わせて支払うため

の財源でございまして、病院の運営費が赤字だか

らといって決して高くなるものではございません。 

また、一人あたりの国保税が高い要因としまし

ては、国保加入者の一人あたりの所得が全道一で

あり、限度枠を超過している世帯が約２００世帯

と全加入世帯の４５％を占めていることが挙げら

れます。このような状況は他に類を見ないもので

あり、必然的に一人あたりの税額が高額になるも

のでございますので、ご理解をしていただきたい

というふうに思います。決して所得割、資産割、

均等割、平等割のこの四つの税率がほかの保険者

より高いから税金が高いというわけでは決してな

いというところをご理解していただきたいという

ふうに思います。 

次に、病院事業の経営状況についてであります

が、病院事業会計の収益的収入で平成２６年度決

算で申しますと、２億６３１２万３千円をいわゆ

る不採算分として一般会計から繰入れをしており

ます。 

病院事業の現状といたしましては、ご承知のと

おり稼働病床数は休床中の療養病床４床を除き、

一般病床２４床で１１月末現在で１日平均入院患

者数は１７．６人で、病床利用率は７３．３％と

なっておりまして、昨年の同時期より若干ではあ

りますが増となっております。 

ご質問の中の病院を診療所にしてはどうかとい

う部分につきましては、昨年の総務経済常任委員

会において、他町の視察結果を報告させていただ

いておりますけれども、最大１９床となることか

ら、看護基準が変更となり、職員が減った場合に

は費用は減額となるものの、一方では入院収入や

地方交付税も大幅に減少することから、一般会計

からの繰入れにつきましても大きく減少させるこ

とはできないというふうに考えております。 

何と言いましても、病床数が減少することで入

院できない方が出ることにもなり、ひとたび診療

所にしてしまいますと、病院に戻すことというこ

とは非常に困難であります。 

私の考えといたしましては、この村から病院を

無くすることは絶対にできないと思っております

し、現時点では診療化に向けた取組み、診療化に

ついても今のところは考えておりません。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：渡辺君。 

○議員（渡辺芳美君・登壇）：今、答弁ありました

のですけども、国保税については私が何て言うか

一般村民から話を聞かれた時に、どこから調べた

かちょっとわかりませんけども全道一高いと。そ

して、私も全道一高いというのは、もうよく知ら

なかった。高いのは高いと思っていたけど、全道

一とは思っていなかったんですけども。 

市町村の資料の何だ病院だとか〔・・・聴取不

能〕だとか財政の状況をパッケージにした市町村、

あれは何だ、研修会でもらったのを見ました。そ

したら、猿払村は１６万何がし。一番低いところ

は６万何がしという、この凄い差があるわけです

よね。そうすると、最初に出てきた質問が、どう

してその国保税が高いんだというとこに疑問に、

普通の人が疑問に思うのは当然だし、思ってあた

り前だというふうに思います。それが所得も全道

一高いと、そういう影響が多大にあって高いんだ

ということだと思います。だから高い人はたくさ

ん払ってるし、猿払村民も高い人はたくさん払っ

てるし、それから所得の低い人はまあゼロじゃな
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いけども、それなりの所得に応じて払ってるとい

うふうな現状で高くなってるんだというふうに理

解します。 

それから、病院のほうですけども、病院を診療

所にしたらどうですかという話ですけども、これ

もあのう最初に言った理由から、どうかという話

だったと思います。その人の話ですと。 

でもまあ現実的には猿払村民が病気にかかった

のは、稚内だとか札幌だとかいろんな所に行った

り、猿払村民がかかった医療費を国保から７割負

担で払っているということですから、病院の赤字

が直接その赤字がその負担に増えているというこ

とにはならないですってね。 

しかしながら、２億円を超える赤字が病院をや

めて診療所にしたら、もっと負担が少なくて済む

んじゃないかという話も聞きます。しかしながら、

今聞きますと病院から診療所にすると、いろんな

診療報酬、今、病院で受けてる患者ないし診療報

酬だとかそれから、交付税の補てん等からすると

病院にしても診療所にしても極端に負担が減ると

いうことにはならないようだし、ということであ

るようですし、それから、猿払村の住人にとって

やはり病院を存続させていくのが私も必要かなと

いう考えますので、住民の方にはそういうふうに

話をして理解を得ていきたいなというふうに思い

ます。 

以上で私の質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 ２時２５分まで。 

休憩 午後 ２時１５分 

再開 午後 ２時２５分 

○議長（太田宏司君）：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、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは一般質問

通告書に基づき２項目、６点ほどについて質問を

させていただきます。 

まず最初に１項目目、移住定住促進施策につい

てということですが、この件に関しては、午前中

より同僚議員のほうで同じ質問がありました。同

じ質問内容、また答弁にならないように注意し質

問いたしますが、もしそのような点があったら答

弁を割愛していただいても結構です。より具体的

にちょっと聞きたいことがありますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

移住定住促進施策についてはですね、この場で

私、今回で３回目の質問になります。今年の秋、

やっと実現していただいたなっていうのが自分の

実感であります。午前中、村長のほうから行政報

告もありましたとおり、味覚まるごとフェア、移

住体験ツアー、両方とも大変好評であったと参加

者からも非常に好感を得たという形で報告を受け

ました。 

それで各市町村ではですねえ、数年前から移住

定住対策に積極的な施策を展開しておりました。 

その点について、過去においてこの場でいろい

ろ質問をさせていただきましたが、今回のこの移

住定住促進施策の計画と実行は、他の町村とは差

別化を図れる貴重なフェア、体験であったのかな

というところが私の実感であります。非常にこの

差別化を図ったいいツアー、フェアができたこと

によって、この猿払村における国がこれから政策

として進めるＣＣＲＣ構想とも連動させるような

形で、これから事業を計画、実行していくのであ

ろうなという私の思いであります。 

そこで、このフェアと体験ツアーを行った後、

来年度の計画、施策について村長の考えをお聞き

します。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの小山内議

員のご質問にお答えをさせていただきたいという

ふうに思います。 

来年度の計画につきましては、目下検討中でご

ざいますけれども、基本的には今年度の取り組み

を継続させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

移住定住者につきましては、一般的な年齢層も

さることながら、本村においては高齢化率も低い

というような状況もございまして、全国的に比べ
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て低い位置にありますことから、シルバー世代に

つきましても積極的に受け入れをしていきたいと

いうふうに考えております。他の自治体では若い

人方の受け入れというところで軸足を置いている

ようなところもあるようでございますけれども、

本村としては、若者からシルバー世代まで各世代

にわたって、移住定住に向けて努力をしてまいり

たいというふうに考えております。  

また、次年度のツアー実施に向けての検討課題

としましては、個人負担を設定することと併せて、

このたびのツアーにおきましても５０歳代の方々

の参加者が約４０％というふうになっております

ので、移住への実現性を高めた客層とすることで

今のところ考えております。 

更に、今回の参加者からのアンケートの意見等

もありますので、それを早急に集約、分析をして、

次回の事業のほうに反映をさせてまいりたいとい

うふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のほうから来

年度もこのツアー、事業を継続すると、まあフェ

アとツアーと今回２本あったんですが、具体的に

はその点の話はありませんでした。 

それで、個人負担も次年度は計画するというお

話ですが、このたびの事業に関しては、国の上乗

せ交付金によってソフト事業に関しては１００％

交付金事業ということで、国の補助金を使ってで

きた事業であります。基本的には今の村長の答弁

を聞きますと、来年度は単費でこの事業を行うと

いうことの確認でよろしいでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまご質問に

お答えをさしていただきます。 

来年度はですね、新型交付金、地方創生に係る

新型交付金の部分で創設される予定でございます

けども、基本的には２分の１の国の負担というふ

うに聞いております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

この事業をやるにあたって、村長の固い意志と

して私たちの委員会の中でも単費でもやるんだと

いう強い意思を感じましたので、私も是非この事

業に関しては、猿払村のためにＣＣＲＣ構想とも

連携させながらですね、是非事業を進めていただ

きたいと思います。 

また、ＣＣＲＣ構想に関しては、今のところ国

の施策をちょっと勉強させていただくと、伊藤村

長が推し進める移住定住だとか小規模多機能を使

って高齢者の方々の介護サービス等、非常に考え

が似たようなところがあります。是非このＣＣＲ

Ｃ構想についても、今年の春、国の調査によって

ＣＣＲＣ構想をこれから積極的に取り入れていく

んだという自治体は、宗谷管内では稚内市と猿払

村、利尻富士町、確かこの３市町村だと考えます。

特に、戦略構想まで入れるっていうのが稚内市。

是非今、私たちが生活している中でも稚内市との

経済的、医療的、文化的な交流も不可欠なところ

があると思いますので、そういうとこも視野に入

れながら、このＣＣＲＣ構想を進めていただきた

いと思います。 

この構想に関しては、またこの場で次回になる

かと思いますが、この場で村長と考えについて深

く議論をしたいと思います。 

次に二つ目、このたびの事業は皆さんご存知の

とおり、猿払村にふるさと納税、ふるさと寄附金

をしていただいた方が対象となっておりました。

来年度もこの事業を実施するにあたり、参加対象

者はもっと幅広く事業の周知、広報することが私

は得策であると考えますが、その点について村長

の考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

議員の仰るとおり、非常に私も重要というふう

に考えております。また、今年度実施したふるさ

と納税者からの切り口というのも、事業が成功し

たひとつの大きな要因だというふうに考えており

ます。実際、今回のフェアやツアーの参加者と直
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接お話をいたしますと、ふるさと納税の贈答品で

猿払村を知り、それを食べ、今回の申し込みを行

ったという方がほとんどの方でございました。 

次年度以降につきましては、ツアー人数を減ら

し、参加者との濃密な関係を構築させることを検

討しておりますので、募集を広範囲とするのでは

なくて、戦略的に寄附された方々にこの事業の積

極的なＰＲを行う形が有効だというふうに考えて

おります。 

しかしながら、ふるさと納税者の今後の推移が

不透明でありますことから、そういった事態を補

うため、議員の仰るとおり、多方面への広報活動、

その他手法についても喫緊に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（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のお考えのと

おり、戦略的に的を絞ってやる事業も必要かと考

えます。 

過去においては、道において移住定住促進協議

会というのを猿払村が入っているはずでございま

す。私の考えとしてはですね、確かに、ふるさと

納税をしていただいた方は猿払村に興味を持って

いただいて、猿払村の食、文化や観光等にも興味

を持っていただいてる方かと思いますが、やはり

今、シルバー世代に限ってと前回の質問でもあり

ましたけど、若い方々のやはりこの事業を知って

いただくということも必要であります。 

周知、広報に関してはですね、よりホームペー

ジを使うなり極端に納税者に偏ることなくですね、

この事業は推進していただきたいと思います。ま

して、来年度においては個人負担していただくと

いうことなんで、尚更のこと納税者に限らなく猿

払村に興味ある方は来ていただくというのが私は

得策でないかと思います。 

３番目の質問です。 

このたびの事業に伴い、さるふつ公園内に移住

体験ハウスが建設されました。 

先ほどこの同僚議員の質問でもちょっとあった

んですが、より具体的にあの施設は１１月１日か

ら供用開始できることになっています。ただ、移

住体験ツアーで見学が来るということで、その後、

使用を開始するということでの答弁をいただいて

おります。 

そのことで、今まで、もう１２月の初旬になり

ましたが、今までの使用状況とこれからの予約状

況。これからの予約状況については、村長が先ほ

どお答えになったのは、来年度の予約状況だと私

は考えました。より具体的に今年度に予約がある

のか。 

更に、６０数名の予約者が来年の春からどのく

らいの期間でどの期間を希望し、どのくらいの使

用実績予定があるのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

現在のところまだ利用はございません。 

このたびのツアーにおきまして、移住体験住宅

を見学する機会を設けたなどの成果により、６２

名からの申込みがあり、今年度中はそのうち数組

が利用予定となっており、それ以外の方につきま

しては、来春以降の利用が予定されております。 

今後につきましては、議員の仰るとおり移住体

験から実際の移住、そして定住につなげていくた

めに、特に住宅や就労に関する情報提供の充実に

努めてまいりたいというふうに考えておりますの

で、ご理解のほどをお願いいたします。 

細かい数字につきましては、副村長のほうから

追加答弁をさせていただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：細かい数字の部分

についてはですね、現在、今集計中でございまし

て、それで最初の応募としてはですね、２月中に

２、３組というような話もありますけども、ここ

からが一番重要なことだと思っています。 

６２名、いわゆる３１組の部分がですね、これ

がどういうふうな形で今後こうほんとに体験をし

てくれるのかどうかを含めてですね、これからあ

の電話等で待っててもどうしようもないと思うん
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ですよね。ですから電話等も含めてですね、アフ

ターケアをきちっとしながら、きちっとそのいつ

の時期に来れるかを含めてですね、今作成しよう

と思っておりますので、ご理解をお願いしたいと

思います。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の副村長答弁の

とおり、受動的では私も駄目だと思います。 

希望としては３１組があったということで、ま

あ来たいという希望だけだと私は感ずるところで

はございます。今年度来る、来たいという希望が

あれば、副村長の言うとおり、メールなりＦＡＸ

なり電話なりで意向を聞いてですね、ましてや定

員４名で１組しか、無理矢理すれば２組泊まれる

んですけど、基本的にはラップできない施設なん

で、その辺の工程調整というか宿泊調整も必要と

思いますので、基本的には積極的な展開をですね、

これからしていっていただきたいと思います。 

この事業を推進するにあたってですね、企画政

策のほうでは、この８月から１１月の間、非常に

積極的な業務をしていただいたと私は評価してお

ります。ただ、これがイベントを打ち上げてお疲

れさんでした、ていうことではないと思います。

これからが非常に重要な施策を計画したり実行す

るところでございます。 

よくこの場で私はお話ししますが、ＰＤＣＡの

サイクルが必要で、今のところＰとＤが終わった

と。チェックが今アンケートにおいてこれからす

るところ。次のアクションをどう起こすかという

ことが、これからの猿払村に問われているところ

だと思います。是非、積極的な推進をよろしくお

願いします。 

それでは次、２項目。 

空き家、廃屋対策についてということでお聞き

します。これも私、ここの場で３回目の質問でご

ざいます。 

前回は離農跡地だったり工作物ついて質問した

ところでありますが、今、国内では空き家が非常

に問題になっております。日本国内では、人口減

少や地方での過疎化に伴い、空き家率が全国では

１３．５％。実に１０件に１件以上の割合。道内

では１４．３％と言われております。 

猿払村でも、ここ数年で非常に空き家が目立つ

ようになってきております。村内の空家率につい

て調査したことがあるんであれば、その数値。 

また、これからの対策についてお聞きします。  

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

村内の空き家の状況につきましては、消防支署

で火災予防上の観点から調査しているものではご

ざいますけれども４０戸というふうに把握をして

おり、率にしますと５％と推計しております。 

本村におきましても核家族化や少子高齢化など

の影響により、空き家は今後間違いなく増加する

ものと考えており、その対策に喫緊に取り組まな

ければならないものと認識しております。 

基本的には、その所有者の責任において処理す

べきことでありますので、所有者にその対応を促

していかなければなりませんけれども、将来的に

は移住定住施策と連動させる形での空き家バンク

制度なども検討していきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。 

数値について再質問で大変申しわけないですけ

ど、空き家４０戸。率にして５％。これは公営住

宅、職員住宅、村の所有物に対しても入っている

数字でございますか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：ただいまのご質

問ですけども、あくまでも課税物件ということで

ございますので、村が所有する施設については含

まれておりません。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

課税物件ということは民間だけというふうに考
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えれば、非常に次の質問項目にも書いてはあるん

ですが、公営住宅や職員住宅を含めると非常に空

き家率がドンとはね上がる数字になる。ある調査

研究所の数値にいくと２０３０年には２４．５％、

全国では空き家率が増えるだろうと推測されてお

ります。ちょっと恐ろしい数字で４件に１件が空

き家になるということでございます。 

先ほど村長からも答弁がありましたが、移住定

住政策と上手く絡めながらこれを解消していきた

いということでございますが、２番目の質問、  

村営住宅の空き家についても非常に多くなってき

ております。 

村の計画としてリノベーションする方法、リフ

ォームする方法。また、解体をして土地を再利用

する。村の計画に載せるというような早急な計画

策定が必要と考えます。午前中の同僚議員の質問

の中でも旧役場庁舎やこのすぐ裏にもある鬼志別

中学校の体育館。もう空き家というよりは、公共

建築物ではもう廃屋化しているんじゃないかとい

うような景観であります。 

村長の答弁にありました民間としては、所有者

が責任を持ってということです。村の公共の建物

は、その観点からいくと村が責任を持って施策を

進めて計画をして処分をするということだから、

早急な計画と事業実施が必要と考えますが、その

点についてお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの議員のご

質問にお答えをさせていただきたいというふうに

思います。 

議員の仰るとおり、村営住宅の一部につきまし

ては、老朽化の進行等により入居させていない政

策空家が村内全体で３２戸存在しております。   

建物の躯体のみを残し、住戸部分について全面

的改善を行うトータルリモデル事業につきまして

は、国の交付金事業の対象となっており、本村に

おきましても公営住宅長寿命化計画の策定時に検

討した経過はありますが、費用面でのメリット等

が非常に乏しいことや敷地確保の問題などから、

現在のところリノベーション方式による手法は考

えておりません。 

また、解体後の土地利用につきましては、浜鬼

志別団地におきまして、現在の入居者の転居が済

み次第、速やかに解体を進め、区画整理を行った

のち、村営住宅また民間アパートの建設用地とし

ての確保を進める計画をしております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：リノベーションの

施策は考えていないということでございますので、

今、空家施策を実施してる公営住宅については、

全て解体をするという方向と理解しました。 

であれば、１年に全てというわけにいきません。

年次計画を立ててですね、古い順番それと計画が

ある今、浜鬼志別の公営住宅の跡地については計

画があるようでの答弁をいただきましたので、こ

の先、廃棄物処理が安くなることは絶対考えられ

ませんし、もっともっと環境問題について厳しい

施策を奨められると思います。１年でも早く解体

する物は解体するという決断を持ってですね、次

の計画へと移っていっていただきたいと思います。 

次に、３番目の質問に移ります。 

廃屋、まあ空き家と廃屋、基本的にその線引き

が難しいところでございますが、また利用しなく

なった工作物等が村内でも多くなってきておりま

す。 

３年前にこの場で質問した時は、離農跡地、特

に２３８号線沿い浜鬼志別、知来別間の離農跡地

について、その時の理事者は今そこに座っている

伊藤村長ではありませんでしたが、質問をさせて

いただきました。 

景観上、防犯上においても早急な対策が必要と

考えますが、ほとんどが民間の所有物で行政とし

ての対応が難しい現状も理解するところでありま

す。行政としての指導や勧告も必要と考えますが、

これからの施策について村長の考えをお聞きしま

すと、２年前に同じ質問をこの場でしております。 

その時には関係機関と十分協議の上、早急な対

策をという答弁を受けたんですが、基本的には、

あの２年ほど前からは１戸建物が壊された状態で
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廃屋のまま。基本的には離農跡地というか不法放

棄物というか、もうどちらでもとれるような状態。

非常に景観上、悪いというふうに見受けられます。 

これから移住定住促進を進めるにあたっても、

やはり村の景観というのは非常に大事でございま

す。その施策ついて、村長の考えをお聞きしたい

と思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

昨年１１月に空家等対策の推進に関する特別措

置法が公布されました。本年５月より全面施行さ

れ、その概要につきましては、市町村における空

き家等対策計画の策定のほか、空き家等への調査

や所有者を把握するために必要な固定資産税情報

の内部利用等が可能なものとなっております。 

また、廃屋等にあたる特定空家等にみなされた場

合は、その所有者に対し除去等の助言や指導がで

きるものとされており、それでも改善がされない

場合は勧告や改善命令、最終的には行政代執行の

方法による強制執行も可能となっております。  

また、これまでは建物を解体して更地にした場

合、土地に対する固定資産税の優遇措置から除外

されてしまうことが空き家対策上のネックであり

ましたが、特定空家等に対する改善勧告がされた

場合も同様に、土地に対する固定資産税の軽減措

置が受けられないこととなりました。 

先ほどの答弁でも申し上げましたが、本村にお

きましても空き家、廃屋対策が喫緊の課題である

と認識しております。しかしながら、不在地主も

多く存在すると思われ、この問題を解消すること

は容易でないと感じておりますけれども、法の趣

旨に基づき本村でも条例化の検討を喫緊に進めて

まいりたいというふうに思っております。  

また、蛇足ではございますが、現在、小規模多

機能型居宅介護施設、また、生活支援ハウスを建

設の主旨として念頭に置いておりますけれども、

そういった場合、生活支援ハウス、仮に独居老人、

老人世帯が生活支援ハウスに移って来られるとい

う場合も当然考えられます。そうすると、その方々

が住んでいた住宅が空き家になっていくというこ

とも考えられますので、その空き家をどうするか。 

仮にきちっと評価をして行政で買い取って、先

ほども言いましたけれども、定住者の方々に提供

させるだとか民間の方に売るということも念頭に

置きながら、空き家を出さないような施策も今後

引き続き検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：非常に難しい問題

であるということは、質問者の私も理解するとこ

ろでありますが、行政だけでなく関係機関、また

民間等々いろいろ計画、政策を練りながらですね、

一つでも二つでも廃屋が無くなること。 

最後に、村長のほうから生活ハウスをした場合、

独居老人や老人が移ってきた場合は空き家になる。

空き家の政策を進められるにあたって、一番の効

果はということで、国のほうでも方針を出してお

ります。空き家をつくらないこと。管理を不十分

にしないこと。それが一番の政策ではないかとい

うふうに言われてます。 

まず、空き家問題に取り組むにあたっては、そ

の地域の実態把握をすること。それと町内外の連

携とワンストップ化が重要であると。まあ、猿払

村にはちょっとこれはそぐわないのかもしれない

ですけど、市場環境の整備。まあここで不動産と

いうのは、なかなか厳しい地域であることは理解

してますが、地域政策と市場環境の整備が両輪で

取り臨む。それと予防対策こそが第一の政策だと

いうふうに、今、村長の仰ったとおり、空き家を

つくらない予防対策が一番だということを謳って

おります。 

この２項目の質問、移住定住、また空き家対策

は、私はリンクしていると考えておりますので、

この点について、実行力のある来年度に向けての

政策、計画を希望して私の質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 


