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平成２８年 第２回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２８年 ６ 月 ２７ 日（月曜日）第１号 

 

◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第５、これより一般質

問を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

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させていただきます。 

まず、今後の地方創生施策についてお伺いいた

します。 

２０１４年のいわゆる増田レポートが発端とな

り、その後、地方創生というキーワードが地方自

治体にとって優先施策となってます。本村もいち

早く地方創生施策に取り組み、さまざまな成果を

上げているところでありますが、そもそも日本創

生会議が人口減少問題を唱え、消滅可能性自治体

を公表した背景は地方自治体が消えて無くなると

いう意味合いではなく、仮に人口が半減した場合、

自治体は今のままでは立ち行かなくなり破綻する

という意味合いであります。自治体消滅イコール

地方消滅ではありません。 

自治体というものは地域における行政サービス

の単位であり、時代とともにその都度環境に対応

し再編され、住民の生活を支えていくのが基本で

あります。住民は生活をするための機能のために

納税をし、安心して暮らす環境を提供されてます。

住民が安心して暮らせる環境を今後も提供するた

めにも人口減少問題は継続して進めるべきであり

ますが、同時に財政状況を鑑みながら将来の人口

減少に備えていくべきと考えます。 

本村は１次産業の安定経営により人口減少率は

比較的低く経過をしていますが、１次産業が突出

している現状は、自然災害の発生等により本村経

済は壊滅的打撃を受ける可能性があり、今後、  

２次産業、３次産業などのさらなる創出増に着手

していかなければならないとを考えますが、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。 

現在、特産品を使用した２次製品の製造や販売

の促進に関しましては、我々行政も民間事業主の

方々や団体とも連携し、その取り組みを強化して

いかなければならないというふうに考えておりま

す。そういうことから、現在も行っております  

畜産振興公社での新商品開発をはじめ、地産体験

施設での特産品を使用した体験や飲食物の提供を

継続して取り組んでまいりますが、特産品のＰＲ

という一つの部分だけを抽出するのではなくて、

観光推進と一体化した形で特産品のＰＲと観光客

の誘客、ひいては猿払村のＰＲにつなげていくた

め、これまでも実施してきた合理的な方法を踏襲

しつつ、より効果が期待できる取り組みに着手し

てまいります。 

また、生きがい農園での野菜づくりの延長とし

て、冬期間でも取り組むことが可能な事業につき

ましても、目下、関係省庁や研究機関と協議を行

っており、次年度以降事業化ができるように今現

在取り組んでいるところでございます。 

このように、第１次産業で採取した特産品を源

として、さまざまな産業に波及させ、新たな地場

産品の創出へとつなげていき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）：今の答弁を伺いまし

たが、とりあえず特産品、この部分に関して答弁

をいただきました。もちろんこれは私も何度もこ

の一般質問の中で取り上げさせていただきました

が、昨年、一昨年ですか、でき上がったチーズも
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そうですし、今後ほかのものも試作段階であると

いうふうにお伺いはしています。もちろんそれは

すごく大事なことでありますし、観光にもつなが

るものだと思っております。 

ただ、問題はその後にある、じゃあそれが、こ

の猿払村にってどう利益をもたらすのか、という

ことに関してでありますが、でき上がってそれを

販売して、もちろん販売した業者は利益を上げる

わけであります。ただ、これをずっと進めていっ

てね、例えば、三つできました、四つできました、

たくさん特産品ができました。それを観光施設で

販売します。いろんな道内の特産品の売り場で販

売しますといった時に、その場で利益はあがりま

す。ただ、今現在ここにいる猿払村の住民にとっ

てそれがどういうメリットがあるのかというのは、

たぶん今の住民にとってでき上がるのはいい事だ、

猿払村が有名になるのはいい事だっていう理解を

得ているとは思いますが、どうそれが村に影響す

るのかっていう部分までやっぱり考えていかない

と、それは自然になっていく事だという方もおり

ます。ただ、そこまでやっぱり考えていかないと

今後５年、１０年といったときに、ただものを作

って売ってお終いというのではなく、ここにどう

いうメリットがあるのか、猿払村にどういう利益

があるのかという部分を考えていく、今はまだそ

の段階ではないかもしれません。ただ、そうやっ

てやっていくうちに同時にそこをやってかないと、

たぶん将来的にはそれも衰退していくのではない

かと。それはもう過去に何回も同じこと繰り返し

ているんですよね。他の自治体でもそうです、猿

払村でもそうです。そういった同じ事を繰り返さ

ないためにも考えていってほしいなと思います。 

それから３月の定例会の一般質問でもお伺いし

ましたが、畜産振興公社の部分に関しても、今後

とも事業をしていく上で、水産物もね、ぜひとも

扱っていくようなものに変えていってほしいなと

いうことは思っております。 

それともう一つ、本村というのは先ほどから 

述べているように１次産業が主な産業の村です。

この漁業、農業がなければ恐らく猿払村は成り立

っていかないでしょう、今の段階では。しかし、

先ほどもちらっと言いましたが、最近は例えば漁

業に関して言えば一昨年の爆弾低気圧、これによ

ってオホーツク海沿岸というのは、もの凄い壊滅

的な打撃を受けました。一説によると数量で  

１０万トンのホタテ、ホタテの被害額だけでも数

百億円とも言われております。もちろんこれは、

今順調にいっていると言われている本村の漁業も

同じことです。水揚げ量の減産を余儀なくされて

いるのは事実であります。 

しかし、漁獲高の高騰と順調な海外輸出により

漁業者の収入自体は落ち込んではおりません。し

かし、国内向け内販は低迷していると聞いており

ます。これからますます内販というのは厳しくな

っていくのだろうと思っております。また、今後

数年はこのようなことが続いていくと予想されて

いますが、最近では自然災害のほかにＥＵの混乱、

これによって為替相場も影響しています。この為

替相場というのは、輸出に関してはもの凄い影響

するんですね。円高になればなるほど輸出業者は

困窮してくるという状況になっています。これも

さまざまな要因で漁業というのは打撃を受けかね

ません。本村の基幹産業が低迷した場合、当然村

の税収も落ち込みます。ひいては、先ほども言っ

たように住民の生活を脅かすことにつながってい

くかもしれません。 

本村は過去に石炭産業が主要産業であった時代

もありました。しかし、国の政策転換等によって

徐々に衰退し本村は日本一貧乏な村へと変貌して

しまいました。今順調な時だからこそ、万が一の

事態を鑑み同じことを繰り返さないようしっかり

と備えておかなくてはいけないと思っております。

これは産業の衰退だけではなく、人口減少問題に

も共通するものでありますが、さらなる産業の振

興促進を進め雇用の推進の強化を図るべきと考え

ます。 

本村には産業を促進する伸びしろがまだまだあ

ると思ってます。というより伸びしろしかないと

思っております。特に２次産業、３次産業に関し

ては先ほど村長もちらっと言っておりましたが、
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行政が運営するのではなく、できることであれば

企業誘致を含めた施策が今後必要になってくるの

ではないかと思っております。 

本村の地域性等の諸問題も近年ではかなり緩和

され、空港から１時間以内であり幹線道路に隣接

し、ブロードバンドが整備されているという、こ

れは企業には最低条件の環境であります。これが

整っているわけでありますから、問題はその環境

をどのように売り込み理解を得るように整備をし

ていくかであります。そのためには条例の整備も

必要になってくるかもしれません。臨機応変、そ

の時々の状況に応じた施策も必要でありますが、

守りの姿勢と攻めの姿勢、攻守の双方が必要であ

ると考えています。 

今この場で明確な答弁をするっていうことは難

しいかもしれませんが、未来永劫１次産業の安定

経営が続いていってほしいものであります。しか

し、２次産業、３次産業の促進は今後の課題であ

ると明確に考えております。そのことについて、

村としての意見をお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：地場産品を活用した

特産品の開発につきましては、民間企業のほうで

も鋭意努力していると思っております。また、そ

ういうことも鑑みて新たに地場産品開発係という

部署を設けながら、行政のほうでも主導的な立場

で今いろんな産品を開発してる状況です。 

今、議員がおっしゃられたとおり、今行政のほ

うでは数点試作品として作っている最中でござい

ます。もしある程度でき上がるような形になりま

したら、また議員各位のほうに試食等をしていた

だきたいというふうに考えております。これが実

質的に行政のほうで現在主導的な立場でやってお

りますけれども、最終的にはこれを民間のほうで

どんどんどんどんやっていく、または、地域おこ

し協力隊が何らかの形の中で携わっていく状況の

中で、いろんな会社を立ち上げるとか、いろんな

形の中でやっていってもらって、そこで雇用の創

出を生む。または、都会からそこの中で人口が流

出してきて、本村に移住定住をしていただくとい

う形に今後結び付いていければいいなというふう

に考えております。 

また、企業誘致の関係につきましては、現在い

ろんな本村の特産品だとかいろんな部分を組みな

がらですね、各企業といいますか、そういうとこ

ろと今働きかけをしながら、最終的にはできれば

包括的な協定を結んだ中でですね、やっていきた

いという形の中で現在考えております。まだその

方向についてははっきりしておりませんので、は

っきりした方向が出ましたら、また議員各位また

村民の方々に報告をさせ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（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、村長に答弁いた

だきましたが、まさしくその雇用増、これが大切

になってくるものと思います。これはもちろん 

１次産業、２次産業、３次産業、全ての産業に言

えることではありますが、特にこの加工業という

のは２次産業と思いますが、これに関しては、今

現在は猿払の漁業が安定経営にあるということで、

水産物の加工業者がたくさん村内にはあります。

しかしながら、それ以外はほとんど皆無と言って

いいのかと思います。もちろんこれは村の形態が

そうであるからそうであるのであって、そこをじ

ゃあどうしていくのか。先ほども言ったようにね、

漁業がこれから何が起こるかわからない時代です。

もしこのまま衰退していくのであれば、たぶん村

の財政は立ち行かなくなっていくのではないかと。

私はそのことをすごく危惧しております。という

のは順調な時だからこそ考えられるのだって、こ

れがもうその時になってからでは手遅れだという

ふうになると思っています。現にそれが昔の炭鉱

業であったように、それがまた繰り返されるので

はないかという危惧もしております。 

先ほど村長もちらっと言っておりましたが、今

その特産品を使っていろいろ考えているというこ

ともあります。そして、現在今建設中の小規模多

機能居宅介護施設、これに関しては雇用と言って

みれば人口増ですね、これを生み出したのは事実
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であります。ただ、それはあくまでもこれは行政

がした事であって、できることであれば民間業者

がこの猿払村に来て会社を立ち上げて、支社でも

何でもいいです。加工業でもサービス業でも飲食

業でも何でもいいです。観光業でもいいです。で

きれば、そういうものをこの本村でやっていただ

きたいというふうに思っています。これも何回も

一般質問で伺わせていただきましたが、それを言

うとだいたい大概の方はそんな事できるわけない

のではないかという人がいるかもしれません。 

しかし、現にそれをなし遂げている自治体がほか

にあるわけですから、しかもこの猿払村よりもず

っと環境というか、先ほども言ったように空港か

らの距離だとかね、主要幹線道路があるとかない

とかという部分も含めて、この猿払村よりもずっ

と環境の悪い所が実際に企業誘致をして、しかも

企業誘致といってもその辺の中小企業ではなく、

大企業がね入ってきてる。しかもそれが人口増に

つながっている地区も実際にこの道内にもあるわ

けです。 

そういうことも含めてね、今後何もしなければ

それで済むかもしれません。しかし、もしねやっ

てみようかなという気になるのであれば、何かし

らのアクションをね起こしていくべきではないか

と思っております。これも前にちらっと言わせて

いただきましたが、道央圏のある市で雪を使って

ね、ホワイト何とかということでその雪を使って

夏にその冷房のその雪を。そして、サーバーので

っかい施設をそこに作ってもらって、サーバを冷

やすためにその雪の冷房を使って、そしてそれに

熱が出ますよね、その代わりに。その熱を使って

アワビの養殖をするということをこれからやって

いくそうであります。もうできるのかもしれませ

んね。ということも考えているそうであります。

それも企業と話し合ってここがいいと。というの

はそこがたまたま豪雪地帯であるということであ

って、その前の年に自衛隊が派遣されていたよう

な地区でありますから、それを売り込んでいった

ことによって、その企業がじゃあそこでつくって

みようかと。都市部でね、例えば首都圏でそれを

つくると莫大な金額になるというものが、例えば

５分の１くらいでできちゃうということになった

ことによって、そういう事ができたと。それも将

来的なことはわかりませんよ。うまくいくかどう

かもわかりません。ただそれをやってみようとい

うことをその企業に思わせたということは、すご

く大事なことだと思います。 

ということも含めて、今、私がここで質問した

かったのは、そういうことと同時に先ほど村長が

言ったように、特産品を使って云々という部分と

同時に今後進めていっていただきたいと思ってお

ります。これは一長一短にはいかない部分もある

かもしれませんが、そろそろそういうことも考え

ていかなければならないというふうになってきた

のではないかと思っております。ということで、

もう一度答弁をいただいてもたぶん同じことの繰

り返しだと思いますので、次の質問に移らさせて

いただきます。 

北海道型地域自立圏についてお伺いいたします。 

平成２７年から３１年度の５カ年計画で道庁が

策定した北海道創生総合戦略では、今後の政策目

標や基本的方向、主な施策を示していますが、重

点戦略では食品輸出、外国人観光客、グローバル

人材育成、人口流出問題などの施策があげられて

いますが、どれも今後の重点課題であり取り組む

べき課題であります。 

しかし、もう一つ北海道型地域自立圏戦略につ

いても計画が公表されました。既存の定住自律圏

構想では、地域性の問題により連携協定は結んだ

ものの、ほとんど機能していない現状がありまし

た。北海道型地域自立圏戦略では多様性を持った

連携が可能となり、そのための支援をするという

施策でありますが、自治体単独よりも広域連携で

支援要請することにより、今まで困難であった施

策にも可能性が生まれてきます。 

本村において、現在計画中の広域連携があるの

か、また今後計画予定があるのかをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 
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現在計画中の広域連携といたしましては、昨年

度より北海道町村会が主体となり、道内町村と 

東京２３区との連携事業を現在進めております。

宗谷管内におきましては、宗谷町村会が主体とな

り管内９町村と２３区のいずれかの区と連携する

ことで検討してまいりましたが、結果といたしま

しては、東京都港区との連携を始めることで管内

町村長の了解を得ているところでございます。 

今後のスケジュールとしましては、７月に管内

担当係長会議を開催し、連携する事業案をそれぞ

れ持ち寄り、事業のメニューを決定する予定とな

っております。また、７月末には宗谷期成会が中

央陳情がありますので、その節に管内の組長が全

て集まりますので、港区長と管内町村長との会合

があり、その後管内担当係長が港区へ訪問し、事

業の協議を進めていくこととなっております。 

なお、この連携事業につきましては、平成２９

年度から開始する予定となっております。 

以上でございます。  

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：東京２３区、宗谷管

内は特に港区との連携ということであると。これ

は以前から伺っておりましたが、実際にね、連携

をできるかもしれませんけども、その宗谷管内と

してね、港区に行って連携するのはわかります。

これは重要なことだと思います。ただ、それによ

って何か話が進んでいくのかという部分に関して

私個人としては、クエスチョンマークがちょっと

出てくるかなという部分もあります。もちろんそ

れは凄く大切な事だと思います。 

ただ、私が言っているのは単独で何かできない

のかと。たぶんこれをやっちゃうととり合いって

いうかね、我が我がっていう部分がたぶんね、  

ちょっとずつ出てくると思うんですよ。管内でや

っちゃうとね。一緒にやりましょうと言っても、

じゃあね何かやる時にね、どこが主体になるのか

と。皆一緒にね９町村ができるのかってなった時

に、たぶんできないでしょう。足並みが揃わない

ですしね、中の事情も違うだろうし。もちろんそ

れはやっていくのは大事です、連携としてね。  

宗谷管内皆仲良くしましょう、皆一緒にやりまし

ょうというのは大切ですけども、それとはほかに

ね、これはフライングでも何でもないわけですか

ら、どこかと提携できないのかと。 

それの一つとして、私も以前提案させていただ

きました墨田区の施設を見に行こうという部分も

ありました。たまたまホタテ貝がつながりとなっ

て、ほかの議員の方もそこに一緒に行ってきまし

た。何でもいいんです。ほんと細い１本の糸でも

いいです。何かつながりがあるのであればね、そ

こにお伺いして、何か双方にメリットになるもの

があるのであれば、そこから入っていってね２年

後３年後にやりましょうという部分でも私はいい

と思います。何か模索をしないと何も起きない訳

ですから。 

道が主体として東京２３区と云々というのもわ

かります。それとね同時に進めていっていただき

たいと思いますが、先ほど私が質問の中で言った

北海道型地域自立圏戦略についてですが、これは

今現在定住自立圏協定を締結している自治体に関

しては、除外をされるという話も聞いております。

道内にもまだまだ定住自立圏協定を結んでいない

地域がたくさん五つか六つくらいあります。とい

うのは、そこが何とかしてほしいということで、

この北海道型地域自立圏戦略を策定したというふ

うに伺っておりますが、問題はそれを作った経緯

というか中身ですよね。それによって、道とか国

とかの考え方がわかるわけですよ。それを進めて

いくことによって補助金ももらってきやすくなり

ますだろうし、それに沿っていくことによってや

り易くなっていくのではないかと思っております。 

ただ、今は締結している定住自立圏協定を結ん

でいるところには、それは当てはまらないという

ことになってくると、今の定住自立圏協定をね進

めていかなければならないのかというふうな話に

もなってきます。ところがこの前に一般質問をさ

せていただきましたが、実際には何もしていない。

確か職員の研修か何かで一回使ったくらいという

ふうに聞いております。これはあくまでも中心市

があって、その中心市と連携をしていかなければ
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ならないという話ですから、その中心市自体がや

る気がなければ当然それとくっ付いている町村も

やる気がなくなるわけです。まして今現状を見て

みると、それを例えば一緒に共生ビジョンを作成

したとしても、やっていく力が中心市にはあるの

かなというふうな考えは、これはたぶん誰でも思

っていることではないかと思っております。あく

までも双方にメリットがなければならないわけで

すから、今の段階ではなかなか厳しいものがある

のではないかというふうに思っております。であ

るからこそ、もっとほかのことを考えていかなけ

ればならない。 

例えば、先ほどから東京、東京と言っています

けど、管内でもいいんですよ。隣の町の自治体と

何かをするということも凄く大事なことです。一

度近隣の町長さんとお話をさせていただいたこと

がありますが、その時にそのこともお話させてい

ただきました。そこの町長さんも私と同じ考えで

ありました。ただ、それは口に出しては言えない

と、町長としてという話もしていましたが、定住

自立圏じゃもう何もやっていけないよねと、今の

段階ではという話もしておりました、実際に。そ

ういうこともあって、同じ考えであるのであれば、

ほかのことも何かできないかと。 

これも３月の定例会でも質問させていただきま

したが、林業、これに関しても一緒にやっていけ

るところあると思います。一生懸命やっている自

治体とくっ付いてね、そこを進めていってもいい

じゃないかと。単独で何かをするという時代では

もうなくなってきてるわけですから。そこも含め

てね、いろんなこともこれから考えていけるわけ

です。そこもね考えていただきたいと思います。 

そして、先ほどの行政報告の中にもありました

が、今現在友好都市提携を結んでいる内灘町との

連携ももの凄い勢いで進んでいるのは理解できま

す。そして、その中にもあったように物的交流と

人的交流、これも同時に進めていくということも

凄くいい事だと思います。それも今後ともね、  

もうちょっとスピード感を持って今のように進め

ていっていただきたいと思っております。ただ、

ほかに姉妹提携を結んでいる自治体があるという

ことで、いろんな部分でね思ったとおりにならな

い部分もあるかもしれません。しかし、できるこ

とはたくさんあると思いますんでね、これは例え

ば企画政策課でいろいろな事をやっている、それ

でもいいですじゃなくて、ほかの課も全部巻き込

んで、やりたくないという課もあるかもしれませ

ん。ただ、それも皆巻き込んでね、役場一体とな

ってやっていかないと、これはね住民の理解を得

るのはなかなか難しいと。今だに石川県内灘町と

言ってもどこなのそれっていう人がたくさんいる

わけですから、村民の中には。まだまだね住民の

理解を得られていないという部分もありますので

ね、その辺も含めて住民の理解も今後ね得られる

ような施策をねとっていただきたいと。先ほども

言いましたが、それがそれをすることによって、

じゃあ俺達には何か良い事があるのかという人も

います、実際に確かに。それも今後ね、理解を得

れるようにしていただきたいと思っております。 

東京２３区の部分に関しては、これはまだ何も

進んでいないというのは現状なんでしょうか。そ

の辺をお聞きいたします。 

○議長（太田宏司君）：山田企画政策課長。 

○企画政策課長（山田正俊君・登壇）：ただいまの

山森議員の質問に対してお答えしますけども、経

過といたしましては、今年の３月２９日に担当課

長会議のほうで、まず、その連携をする区を選ぶ

という形をこの会議の中で協議をしております。

その中で何点か区の名前のピックアップはしたん

ですが、たまたま豊富の方で港区と連携をしてい

る経過がございまして、そこで港区という所がク

ローズアップされたわけなんですが、そこを一応

４月の段階で港区の自治体連携担当者という担当

係があるんですけども、そこで連携していいでし

ょうかということで意思表示がそちら側からもあ

りましたので、そこで今連携をしてみましょうと

いうことで決まっております。 

今後の進め方としては村長の答弁にもありまし

たけども、７月７日に町村の担当係長会議を開催

いたしたいと思います。最初からの話なんですが、
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結局うちら側の話しかしてないものですから、港

区側の気持ちというかそういうことが何もわから

ない上での話をしているというところもあります

ので、７月７日の段階で各町村の担当係長が連携

のメニューを二つずつ位持ち寄って、そこで連携

することを決めたいと。そこでその次の段階では

先ほど村長も言いましたけども、港区に各担当係

長が赴いて、そこで例えば港区として宗谷管内の

連携をすることに何のメリットがあるのか、お互

いに何のメリットがあるのかというのを直に話し

合いをしていただいて、そこで連携のメニューと

あとどこに視点を置くのかだとか、そういうこと

も含めながら何回かに分けて港区を訪問して決め

ていきたいと、そういう経過でございます。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、担当課長から答

弁をいただきましたが、この豊富町というお話が

ありました。豊富町が今現在何か一緒に連携をし

てやっているということなんだろうと思いますが、

実際に何を豊富町では港区と連携してやっている

のか。その辺をちょっとお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：山田企画政策課長。 

○企画政策課長（山田正俊君・登壇）：ただいまの

質問にお答えいたします。 

資料としては今持ち合わせてはいないんですけ

ども、観光事業とですね、記憶が確かではないん

ですが、林業の方で何点か連携がございまして、

その関係で先に港区と豊富町で連携をしていると

ころでございます。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今答弁の中で観光と

いうのもありました。これは観光に関しては、な

かなか私もちょっとうるさい部分もありまして、

というか思うものがたくさんあるわけであります

から、まあ豊富町がどういう観光をしているのか

わかりません。わかりませんけども、というのは

ね、先ほども言ってますけども、その雇用という

部分で今一番雇用をね促進するにはどうしたらい

いのかと。 

今この猿払村の中で雇用を創り出すにはどうし

たらいいかというと、先ほど言ってますように企

業誘致をしなかればならないとか何とかいろんな

ことを言っています。言ってますのも雇用を促進

したいからこそ言っているのであって、その雇用

をね何とかしようとした時に、今観光産業と言い

ますか、観光産業とはほんとは言わないと言われ

ていますが、観光産業と言わせていただきます。

観光産業が言ってみれば手っ取り早いのではない

かと。やり易いというかね。一番働く人にとって

はやり易い環境ができ上がるのではないかという

ふうなことも考えています。実際にね何か施設を

つくって観光のね、その雇用を増やすのか、それ

とも今ある観光業者の方の事業拡大を手伝ってい

って雇用を増やすのか。先ほども村長が言ってい

るように、猿払産の地場産品を使ったものをたく

さん作って、それで売り場を広げてその売り子さ

んなり従業員を増やすのか、いろんなことが考え

られます。 

ただ、観光というのは今もう北海道も言ってい

ますように、観光客を何千万人増やすとか何百万

人増やすとかという話も出ています。力を入れて

いるのは確かです。というのは、まだまだ北海道

は伸びしろがあるわけですから、そのことを有効

に活用していこうという考えで、たぶんそういう

ことを言っているのではないかと思いますが、そ

こをねぜひ頭を使って考えて、もう私もいろんな

ことを考えていますから、あることないことをね。

一般質問にも出してまあ理解を得られる部分があ

るのかどうかわかりませんけども、でもその考え

ることは大事なことですから。試行錯誤してね、

今後ともやっていっていただきたいと思っており

ます。 

それからもう一つ、観光と一緒に林業という話

もありました。３月の定例会でも質問をさせてい

ただきましたが、豊富町さんは林業がなかなかね

力を入れてやっている部分であります。本村は 

１０年前に事業所がなくなって以来、林業という

ものが無くなってしまいました。豊富猿払森林組

合の参事さんにお伺いしたところ、猿払村さんは

凄い勿体ないことをしていると。これだけ管内で
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ナンバーワンのね国有林がありながら何も手を付

けないで、ほったらかしにしているというふうな

半分嫌みみたいなことを言われましたが、本当に

そう思います。目の前に生えている資源をね、目

の前にある資源を無駄にしているのではないかと

いう気もします。確かに今年度の予算で林道の関

係の予算もちらっとは出していただきましたが、

あくまでも林道整備ぐらいのものでしかないと思

っています。 

その辺も含めてね、豊富町さんがやっているの

であれば、豊富猿払森林組合ですから一緒にやっ

ていくことは簡単です。これも含めてね産業課長、

ぜひとも今後ともその辺のことをね進めていって

いただきたいと。もちろん勉強しなければならな

いことはたくさんあります。わからないことがた

くさんあるわけですから、それはやはりねお互い

に勉強して、私もこれからもっともっと提案をさ

せていただきますが、せっかくある資源です、こ

れを有効に使っていただきたいと思っております。

その辺のことも含めて産業課長、何か一言お伺い

したいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：小林産業課長。 

○産業課長（小林智司君・登壇）：今のご質問にお

答えをしたいと思います。 

これから豊富猿払森林組合さんのほうとですね、

そういった中身の話をいろいろ話を聞いた中で、

今後どういったことができるのかということを考

えながら事を進めていきたいなと思いますので、

もう少しお時間をいただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：なかなか前向きな答

弁をいただきました。 

ぜひともその辺をやっぱり考えていかなければ

もうならない時代ですから、いろんなことをね総

合的にやっていかないと。というのは、先ほども

何回も言っていますように、その１次産業に突出

してね、もちろん大事なことです。どこの地域で

もねナンバーワンの産業があってそれが地域を持

ち上げてるわけですから。 

ただ、この自然に弱いという部分に関して言え

ば、もうほんとにね今回のこのオホーツク沿岸の

被害を見てみると、もうたぶんね、猿払村のこと

だけを聞いているとたいしたことないのですよ、

ほんとに。金額的にいいのもありますから、収入

が落ちないですよね。ただね、ほかの所に行くと

ねもうビックリするぐらい焦っています、ほんと

に。せっかく蒔いた稚貝がまた流されたとかね。

水中カメラを入れたら海の中が更地になっていた

とかね。ほんとはそこに何万トンのホタテがあっ

たのにというふうな話を聞いております。本操業

もね２カ月も先延ばししてやっと始まった地域も

あるわけです。漁業者は本当にたいへんだと思い

ます。という部分も含めて、これがこの猿払村で

起きないとは誰にも言えないんですよね。そうい

うこともあるわけですから、本当にもう今順調な

時であるからこそ危機感を抱いております。 

私は漁業者ですから農業のことは詳しいことは

わかりません。ただ、今農家の方というのは牛の

値段がねたくさん金額が上がって潤ってきている

という話も聞いています。だだそれも未来永劫続

くのか、それとも一過性のものなのかという部分

も先行き不透明だと私は思っています。これはも

う１次産業にとって宿命的なものでありますから、

その部分も含めて今からでもねいろんなことを考

えていってほしいなと思っております。 

それでは最後の質問ですが、これも先ほど関連

した質問になります。 

北海道型地域自立圏戦略の中には道外自治体と

の連携推進の政策があげられていますが、国内で

はありませんが、現在本村ではサハリン州オジョ

ールスキイ村との学童交流が進められています。

定期航路問題等さまざまな情報が錯綜されており、

現在のところ先行き不透明というのが現状であり

ます。石川県内灘町との交流も予定の範囲と考え

ておりますが、さまざまな自治体との連携促進は

学童交流と同時に経済振興にも有意義であると考

えます。連携促進により学童交流はもとより本村

の発展につながる施策も必要と考えますが、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。 
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○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。 

議員のご質問のとおり、姉妹村であります  

ロシア・サハリン州オジョールスキイ村との学童

交流事業につきましては、稚内・コルサコフ間を

結ぶ定期航路の再開の目途が立たない状況から、

今年度の受入事業の休止について、先に開催され

ました国際交流協会の総会において決定をしてお

ります。 

私としましては、定期航路が復活されることを

切に願っているところでありますが、その再開を

待って学童交流事業の実施を計画したいと考えて

おります。また、報道等でサハリン航路の運航再

開の話も出ておりますが、現時点におきましては

関係機関からの詳細な情報を入手していない状況

にありますので、情報収集も随時行いながら、  

その推移を見ていきたいというふうに思っており

ます。 

また、昨年１０月に友好都市提携を行いました

石川県内灘町との交流事業につきましては、先ほ

どの行政報告の内容に基づき事業展開をしてまい

りたいというふうに考えております。 

また、さまざまな自治体との連携を促進しては

という議員のご提案でございますけれども、また、

こういう答弁をすると後ろ向きだというふうに言

われるかもわかりませんけれども、私としまして

もご提案については、有意義なところであるとい

うふうには感じておりますものの、今のところは

内灘町との交流事業の促進を優先して考えており、

この交流事業がある程度軌道に乗った時点で新た

な交流先を個別に模索をしていきたいというふう

に考えておりますので、その旨ご理解を賜りたい

というふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：後ろ向きとは思いま

せん。思いませんが、オジョールスキイ村との交

流、定期航路の部分でこれ非常に残念なのは本村

とはまったく関係のない施策の転換などの問題等

で、その交流が滞っているというのが本当に残念

でなりません。本村が何かをね、本村と何か関係

があるものでそれが滞る、例えば昔のように財政

がだんだん厳しくなってきて止めましょうという

部分ではわかります。じゃなくてまったく関係な

い部分でぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃやって、それ

で先行きがちらちら見えてきたようでありますが、

それが中止になっているというのが非常に残念で

なりません。ぜひ定期航路が再開してオジョール

スキイ村との交流が再開した場合には、ぜひとも

村長も一緒に行っていただきたいと思っておりま

す。 本当に残念でなりません。それから私が言

いたのは経済交流ももちろんそうです。ただ、そ

の学童交流が止まっているというのが凄く気にな

ってしょうがないですね。去年までやってたもの

が何で今年突然なくなるのか。そこにいる子ども

達が楽しみにしていたね、その交流がなくなって

それは子ども達のせいではありませんよ。誰のせ

いでもないとは思いますが、それが止まって３年

後に再開しましたという時に、その間学童交流は

ないのですか。それはね、おかしいと思います。

子ども達に関係ない、まったく違う部分でそれが

勝手に中止をされているという部分が、もの凄い

気になって仕方がないですね。 

これは以前の一般質問でもさせていただいたと

思いますが、これ一つの案です。今現在ほかの地

域と交流する気がないといっても、学童交流だけ

を考えた場合にどうするんですかっていう部分な

んですね。これも今すぐやりますといって、じゃ

あどこが良いのかといって探さなくてはならない。

内灘町と交流するのももちろんありです。ありで

すけども、もっと例えばね子ども達が行きたい所。  

オジョールスキイ村は言ってみれば外国ですよね。

海外と交流しているという部分、子ども達がそう

思っているかどうかわかりませんが、まったく異

文化の子ども達が交流するわけですよ。内灘町の

石川県も北海道も文化というのは違いますからね、

そこと交流するのは、もの凄く大切なことだと思

います。 

前にも質問させていただきましたが、日本最南

端の村、多良間村というのがあります。石垣島の

ちょっと手前になるのかな。そことやったらどう
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かと。私はグーグルマップで行ってきました。グ

ーグルマップは行けるんですよね、いろんな所に

ね写真があってずーっとね。凄いのどかな所で、

そこと交流したらどうかということもさせていた

だきました。今はオジョールスキイ村と夏休みに

していますが、子ども達の冬休みにね交流した場

合に、沖縄県の人ってなかなか聞いてみると地方

に行かないそうなんですよね。北海道の人という

のは東京行ってきた、どこどこ行ってきたとかっ

てよく聞きますけど、沖縄の人ってなかなか旅行

に行かないっていうのかな、行かないそうなんで

す。私が沖縄に行って聞いた話しによると。雪を

見たことがないという人がもの凄いいるんですよ

ね。雪は見たことがあるけど降ってる雪は見たこ

とがあるけど、積もっている雪は見たがことがな

いとかね。そのテレビでしか見たことがないとか。

そういう人がもの凄いたくさんいて、例えば子ど

も達だって冬休みにね北海道に来て、雪の中でね

遊べるっていうことがどれほど凄いことなのかと

いう部分と、あとは北海道の子ども達だってね、

ディズニーランドやねＵＳＪは行くかもしれない

けども、沖縄ってねなかなかね行かないんじゃな

いかと思っております。 

そこに行って、沖縄県てもう異文化なんです、

あそこはね、地域性もあって。その子ども達とね

交流ができるというものはね私にとってはね、 

もの凄い魅力的に思えるんですが、例えばそれは

村長にとっては、予算の都合だとかいろいろなも

のが邪魔をしてね、そういうことを言わせるので

はないかと思いますが、子ども達にとってはそん

なこと関係ないんですよ。それも含めてね教育長、

何か答える部分があるのであれば、お答えをいた

だきたいと思いますが。お願いします。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えになるかどうかわかりませんけれども、

サハリン・オジョールスキイ村との交流が定期航

路の関係で現在滞っている状況ということも踏ま

えまして、さらに内灘町との友好提携の部分もあ

ります。 

議員がおっしゃられてる部分については、中学

校の子ども達の交流事業で、ほかの道はないのか

ということだというふうに思います。確かに北の

果ての村、それから南の果ての村、たいへん面白

いなと私自身も思います。まあどういう形でコン

タクトをとっていけばいいのかも含めてですね、

今後新たな交流の事業の一つの材料として村と相

談しながらちょっと進めてまいりたいというふう

には考えております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：たいへん嬉しい答弁

をいただきましたが、これはやって良いのか悪い

のかというとね、たぶんね皆さんはやって良い悪

いと言うと、良いなんですよね、たぶん。 

先ほど教育長が言っていたように、たいへん面

白い企画であると。何かつながり１本でもあるの

であればという部分に関しては、もの凄いだぶん

最北端と最南端の村ですからね。稚内市さんもや

っておりますよね。最北の市と石垣市とやってま

すよね。同じ考えなんですよね。何かつながりが

なかったら入っていけないわけですから、もの凄

いそういう部分ではつながりがあると思います。

これはあくまでも一方的に私が言ってるだけであ

って、さっき言った多良間村の人にはこれっぽっ

ちも伝わっていませんから。今ここで言っている

だけの話です。 

これを今、教育長が言ったようにどう進めてい

くのかという部分で、実はあの去年１回沖縄まで

行った時によっぽど行こうと思ったんですけど、

村長の嫌いな船に乗っていかなきゃならないので

ね、時間がかかるという部分で帰りの都合もあっ

てちょっと行けなかったんですけど、よっぽど目

の前にあるから行ってこようと思ったのですけど、

飛行機でも行けるそうです、乗り継いでね。行け

るそうですから、どうしようかなというふうに考

えてましたけど、行ったら行ったでまだまだ言え

ることはたくさんあったと思いますけど。その辺

も含めて考えてもいいのではないかと思っており

ます。 

その部分に関しても実は振興局さんのお話を聞
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いてきました。すると、３年間限定ではあるが、

その部分に関しては補助金を出すことができます

ということも言っておられましたのでね、限定で

はありますが、その辺も含めてね財政のことを考

えるのであれば、ちょっと聞いてみていただきた

いと思います。あくまでもね、お互いにメリット

があるものでなければならないわけですけども、

今言ったように子どもの交流って考えた時にね、

そんなこと考えてられないだろうと。行った生徒

もあれば行かない生徒もある。正直な問題、オジ

ョールスキイの時だってね、行きたくないから行

かないっていう子どももいたんですよね実際にね。

ただ、やっぱり楽しみにして行って楽しんできた

生徒もいるわけです。 

私も一度５年前かな、行ってきました。誰も船

が酔うとか何とかと言って行かない。議員になっ

たばっかりでしたけども、当時の村長と一緒に行

ってまいりました。もの凄いやっぱりね大歓迎し

てくれるんですよね。去年は去年でオジョールス

キイの子ども達が来て、それで今年中止になって

しまったという部分もありますけども、子ども達

も来たなりにね楽しんでいっていただきますしね。

ほんとにあれを見てるとねえ、それをできた子ど

もと、できない子どもがいる。その不公平はね、

私にとっては許せないことなんですよね。 

そのことも含めてやることはね、たいしたこと

はないんですよ。問題はやる意思があるかどうか

ですから、財政の部分もいろいろあると思います

が、その辺のことがねぜひ後ろ向きではなく、も

うちょっと前向きに考えていただきたいと思いま

すが、最後に村長の答弁をもう一度お伺いいたし

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：教育長からの前向き

な答弁がありましたので、あと行政側のほうと相

談するという形の中で総務課のほうに国際交流協

会というところもあります。それが国内、国際交

流協会に直しながらやっていけるかどうか。 

また、今議員がおっしゃったとおり、これは  

一方的にうちの片思いでありますので、今ご提案

のありました最南端の村のほうとですね、どうい

うような形で協議を進めてどういうような形でお

互いにこう連携できるようなところがあるのかと

いうことも含めながら、それこそ財政的な問題、

それから渡航の問題いろいろありますけれども、

まずは向こうのほうとですね、どういう形で協議

をさせていただけるのかというところから模索を

しながらですね、今後前向きに進めていきたいと

いうふうに考えております。 

その部分については、うちの行政のほうと教育

委員会のほうと早急に協議をしてもらうように進

め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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：たいへん前向きな答

弁をいただきました。 

ほんとにこれはね、一方的な言ってみれば大人

の都合でね、子ども達がそういうことになってし

まうというのは本当に残念でしょうがないわけで

すから、もちろん連携するというのはね、今言っ

た最南端の村もそうですし、ほかの部分もそうで

す。経済的に連携するという部分も大切なことで

はありますが、今私が言ったのは、最南端の村と

ね例えば交流をしはじめて、それが猿払村の経済

にとって云々という部分はまったく考えていませ

ん。考えていませんが、もしかするといろいろな

ことがあるかもしれません。 

前にちらっと見せていただいたのは、粗塩がね

インターネットで注文してみたら、たまたま見た

ことある名前だなっていうのが、その多良間村だ

ったんです。あそこに海洋研究なんとか設置とい

うのがあってね、そこで何か作ってるようですけ

ども、そういう部分でもね、いろいろな部分で何

か交流する部分、大人の部分でも子どもだけじゃ

なく大人の部分でも交流できる部分があると思う

んですよね。例えば海洋研究センターか何かちょ

っと似たような名前でしたけど、そんな感じの名

前のものがありましたけど、そこでどういうもの

がね研究開発しているのかという部分もね、もの

凄い興味があります、私漁業者ですから。 

ここの海でね例えばね、昆布の養殖ができない
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のかとか、昔試験をしたことがあるんですね、  

ここの海でね。ロープを張ってそこにホヤだとか

昆布が付くことを想定して種苗をね、くっ付けて

昆布ができないのかとやったことがあるんです、

何年も。実際は時化でみな流されて駄目になった

んですけどね。これも含めていろんなできる資源

というのはまだまだたくさんあるわけで、それを

その研究センターと一緒にできないのかなとかね、

いろんなことを考えています私は。それも含めて、

もちろん学童交流も含めて今後ね、これは子ども

達にとっては大問題ですから、それも実際に考え

ていっていただきたいと思います。 

ということで、たくさん述べさせていただきま

したが、あくまでも私の一方的な意見であります。

ただ、その中にも前向きな意見もいただきました。

ぜひとも今後とも村の経済、今順調です。ただ、

先行きを考えるとこの先何年か後にはね、もしか

したら状況が一変するかもしれないという危機感

を持ってね、ぜひほかのことにも今現在すぐにで

もいいです、取り組んでいただきたいと思います。 

ということで私の質問を終わります。 

 


