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平成２８年 第４回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２８年１２月１３日（火曜日）第１号 

 

◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：７番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：観光について、敬老

施策について、住宅・民間アパートについて、  

３点を質問させていただきたいと思います。 

最初に、観光について。 

観光については、この観光行政、今、猿払村観

光協会が創立されて４４年になろうとしていると

ころでございます。従って、猿払村の観光行政と

いうものが始まったのも同じくらいの年代が経て

いると、そういうふうに推測をしているところで

ございます。猿払村の一つのこの開拓になった歴

史もですね、今、内灘との交流もありますけれど

も、内灘の漁民さんが海を開拓して１２０年程で

ある。ですから、本州あるいは日本全体としては

非常にまだ歴史の浅い地域である、そういう認識

でいるところでございます。 

しかしながら、この中でも相当な時代の変遷が

あるということの中で、やはり歴史の変遷をきち

っとした形でこの猿払村に来訪する方々に間違い

のない情報を提供していく必要があるのではない

のかと。もちろんですね、今、観光行政もやはり

村内の産品、それとまたその産品の中から新商品

を開拓をして開発をして売っていこう、あるいは

また、当村にたくさん来ていただこうと、宿泊の

ほうも皆さん方それぞれ鋭意努力をしているとこ

ろでございます。 

しかし、そういった中でですね、答えられる、

ご案内される方々によって少しずつ違った情報が

伝えられている。それではやはり観光に来られた

方々も戸惑いまではできないでしょうけど、やは

り正確なそういう情報を提供するということが必

要になってきていると思います。そういった中で

ですね、やはりきちっとした、この統一された、

ある程度統一された、そういうものがやっぱりあ

って、そういうものをやはり皆さん方共有してで

すね説明、いろんな立場にいる人がいらっしゃる

わけですし、いろんな方々がたくさんの方々が来

られた、そういう時にですね、やっぱりそういう

説明をすべきではないのかなと。 

それともう一つですね、そういう歴史に基づい

た、そういうきちっとしたものをやっぱり伝えて

いく必要があるだろうということで、そういう認

識について、ひとつ村長さんはどういうふうにお

考えか、お聞かせ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）：野村議員のただいま

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

まずここ数年、本村への観光客の入り込みとい

うのは、だいたい２０万人に迫る勢いでございま

す。そのうち、道の駅さるふつ公園への入り込み

数におきましても１０万人弱を達成しております。 

安定的に観光客の入り込みが推移する中で、 

議員のおっしゃるとおり、本村の歴史や産業に関

するある程度の冊子と言いますか、資料的なもの

をまとめて観光客へ周知をするとか、配付をする

とか、そういうことが必要だろうというふうに考

えておりますので、今後は、本村も村史１、２と

いうものもありますけれども、そういうところか

ら抽出をしながらですね、わかりやすく小冊子的

なものを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）：今、統一されたそう

いうものを整理をして作っていくというお答えを

いただきました。 

それと相まってですね、道の駅、あるいはまた

今、エサヌカの道路も国道等からきちっと入るよ
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うな案内、それはいつ頃からできたのかと。それ

からそこには樺太通信のゆかりの地もある。ある

いはまた、ふるさとの家・さるふつ公園の下には、

かつて旧国道があったというようなことや、今、

浜鬼志別・知来別、それからこの稚内市から入っ

てくる所には大勢のたくさんの家があって、そこ

がやはりホタテのそういう修羅場の歴史であった

と。たくさんの人が生計を営んでいたんだ、そう

いうものがやはり説明も確かにそうですが、実際

にやっぱりこの案内、史跡ですね、そういうもの

もやっぱり村内の各所にいろんなものがあった時

代があったわけですから、そういう旧跡もそうい

う形でここにこういうものがあったんだというこ

との名残りを残せるようなものも、実際にこの視

界に入る範囲での案内というのも必要ではないか

なと思いますが、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○議長（太田宏司君）：追久保企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（追久保敦君・登壇）：野村議員

のただいまのご質問にお答えいたします。 

議員がおっしゃられたように、さまざまな歴史

がございまして、まだまだ我々も知らないような

ものですね、村史の中で先ほど村長が答弁したよ

うにいろいろと抽出していきまして、その場所に

あったような、そぐうような案内物だとかそうい

った物もですね、今年度以降徐々に検討していき

たいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いろいろ調査をして、

これからそういうものを確認しながら進めていき

たいと、そういう答弁でありましたけれども、や

っぱりそういう資料があって、やっぱり実際にそ

ういう場所があって、そういうものができた段階

で、やはり一つのそういう教科書って言うんです

か、そういうものがあってそれをやっぱりきっち

り皆さん方がお勉強していただく、いわゆる観光

マイスターと言うんですか、稚内市なんかも観光

マイスター制度を利用して、そしてそういう人方

が観光客のご案内役を買って出られているという

話も新聞誌上に載っているところでございます。 

そういった中でですね、こういう時代にきて少

しずつ熟した観光、そういう形になってきた中で

マイスター制度を導入して村内のそれぞれの各位

の方々の中にも、そういう思考を持った方々がい

らっしゃるのではないのか。そういう方々にぜひ

ともですね、こういうマイスター制度という中で

勉強していただいて、そういう観光の案内の先頭

に立っていただけるかどうかは別にしてマイスタ

ー制度を導入して、そこからそういうまた別な観

光の切り口、そういうものを広げていく、そうい

う方向に進める必要があるのではないのかなと思

いますけど、その点について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）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

この観光マイスター制度につきましては、議員

おっしゃるとおり、稚内市が現在進めております。 

内容につきまして、少し勉強させていただきま

した。３段階に分けられた検定試験があるそうで

ございます。合格者が授与される称号でありまし

て、今年度につきましては、受験者数や合格者数

を比較しますと、初級や中級合格者はだいたい６

割から７割程度というふうにお聞きしております。

上級者については合格者がいなかったということ

で、非常に難易度の高い資格制度となっていると

いうふうに聞いております。 

このことから、試験内容や要領、観光資源の詳

細を抽出するなど、制度のスタートまでには若干

の時間が必要かと思われますけれども、まず先ほ

ども答弁させていただきましたとおり、関連資料

のまとめからスタートさせていただきまして、観

光協会と関連団体への協力を得ながらですね、観

光客へのサービス向上に今後も努めてまいりたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：観光のほうの、この

マイスター制度もですね、いろんなやり方がある

と思いますが、いろいろ勉強なさってですね、や
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っぱり猿払らしさ、そういうものが出るようなそ

ういう制度、そして村民の方々にもですね、たく

さんまたそういう勉強される方、あるいはまた観

光協会等のホームページでもですね、やっぱり村

内外からアクセスしていただいて、そしてまた、

「ああ、猿払村というのは、こういう所なんだな

あ」って、そういうようなものがこれからやはり

大事になってくるのではないのかな、そんなふう

に思っているところでございますので、ぜひその

点につきましてもご配慮いただいて、進めていた

だければなと思います。 

次２点目ですが、敬老の施策について。 

本年９月の定例会で行政報告の中で敬老会を実

施するにあたり、本年１００歳を迎えられる方が

２名いらっしゃるとの報告があったように記憶を

しているところでございます。私の浜鬼志別も４、

５年ぐらい前に一人１００歳を迎えられた方がお

りまして、見せていただいたら、内閣総理大臣  

野田佳彦さん、その額縁は村のほうからだったそ

うでございますが、銀杯ですかね、それが一つ付

いてお祝の品が送られたと、そういうふうに実際

にそれも見せていただきました。 

ですけど、私１００歳というのは、本当に希少

稀な方ではないのかなというふうにいつも思って

いるところでございまして、村民あげてお祝いを

してあげるべきではないのかな、そんなふうに考

える一人ですが、前にもそういう質問を伊藤村長

さんではないと思いますが、質問した経緯はあり

ますが、今、伊藤村長さんはこの１００歳を迎え

られた方について、どのようにお考えか、そうい

う村からの記念品というのは考えていらっしゃら

ないのかどうか、その辺をお伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

議員おっしゃるとおり、今年度１００歳を迎え

た方が鬼志別に１名、浅茅野地区に１名というこ

とで、お二人とも国保病院のほうに入院をされて

おります。私のほうで、ご家族の方々に病室まで

来ていただいてですね、その場で表彰状を読み上

げて、また記念品の銀杯をですね、ご家族の方に

お渡しをさせていただきました。もう１名の方に

ついては自宅でいいという形でしたので、自宅の

ほうに持って行ってお祝をさせていただいたとこ

ろでございます。 

この１００歳という部分、一つの区切りではご

ざいますけれども、非常に今まで猿払村を、日本

を、北海道を支えてきた方々でございますから、

非常にたいへんご苦労されてきたというところに

ついては、たいへん私から敬意を表したいという

ふうに思っております。 

この１００歳に対して村長はどう思うんだとい

う部分についてのご質問でございますけれども、

たぶん私は１００歳まで生きられないだろうとい

うふうに思います。この１００歳を生き抜いて、

激動の時代を生き抜いてこられた方々については、

ご家族の方々の健康管理、また自分の健康管理も

含めて非常に素晴らしい方だというふうに感じて

おります。また先ほども答弁しましたけれども、

本当に１００歳という部分については、大正です

ね、大正・昭和・平成と生きてこられた方々、中

には明治という方もおられるのかもしれませんけ

れども、非常に日本を支えてこられた方々ですの

で、改めて敬意を表してお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）：暫時休憩します。  

 

休憩 午後 １時３５分 

再開 午後 １時３５分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

伊藤村長。  

○村長（伊藤浩一君・登壇）：答弁漏れがあったよ

うで、たいへん申し訳ございません。 

私の時に同じような質問を野村議員のほうから

いただきました。平成２６年だったと思います。

その時につきましては一応７７歳、８８歳、   
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１００歳を迎えられた方々に品物をお祝い品とし

て贈呈をさせていただく、これは敬老会の日に出

席された方々については記念品としてお渡しをさ

せていただいて、ご出席されなかった方々につい

ては、ご自宅のほうに持って行ってお祝いをさせ

ていただいたという形の中で、今のところは７７

歳、８８歳、１００歳の方々に記念品を贈呈をさ

せていただいております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、今までの施策を

変えないということで、そういう答弁だと思いま

すが、たいへん残念な答弁だなって、そういうふ

うに感じているところでございます。 

やっぱり１００歳というのは、まあ何回言って

も同じですから、やっぱり私はちょっと残念だな

って、たくさんのお祝い金をあげるわけではない

ので、稚内市とか、それから宗谷管内ではあと枝

幸町とか利尻町とか、そういうところは１００歳

を迎えられた方に１０万円ほど、やっているとい

うのが新聞誌上で報道されているところでござい

ます。しかしその位のですね、お祝い金を今この

村の予算５０億なんなんとする予算を組んで、今

財政比率もですね、公債比率１０％位の段階でで

すね、そのくらいの気持ちを捻出できないのかな

と非常に残念に思うところでございます。 

次の質問に移ります。 

また、この敬老会が毎年９月に迎えられている

んですが、今すごく平均寿命も延びて長寿になっ

ていると、そういうふうに世の中はなっておりま

すけれども、しかしやっぱりその人の寿命と申し

ますか、やっぱり７０歳に到達されないで亡くな

る方もいらっしゃる。７５歳の前にもそういう方

もいらっしゃる。先ほども７７歳、８８歳の方々

にはお祝いを出してますよ。しかし、そこにも到

達できない方もいらっしゃいます。到達できた方

は本当に幸せな方ですよね、健康な方ですよね。 

私ももう３年程したら７０歳になりますけど、

そんなに元気でいられるかなと思って、そんなふ

うに自分自身で感じていますけど、どうですか、

村長さんの中に、この敬老会の対象年齢というの

を７０歳に引き下げる、そういう考え方はないで

すか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問の

答弁をする前に先ほど私、７７歳、８８歳、   

１００歳というふうに記念品をお渡し贈呈してい

ると言うところでございました。答弁の中でちょ

っと若干誤りがありまして、７７歳ではなくて、

８８歳と１００歳の方々に記念品を贈呈としてい

るということで訂正をさせていただきたいという

ふうに思います。 

続きまして、敬老会の対象年齢の引き下げとい

う部分のご質問でございます。この対象年齢につ

きましては、平成１５年の３月にですね、村の老

人クラブ連合会に敬老会のあり方についてという

ことで、議論をお願いした経過がございます。そ

の時に、対象年齢を７５歳以上とする旨のご意見

と言いますか、結論を出していただいた経過がご

ざいますので、私としてはこのご意見に基づきま

して１３年程経っておりますけれども、これまで

どおり対象年齢をですね、７５歳以上として実施

していきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：１００歳の方に村で

お祝い金をいくら出しているんですが。今出して

るという答弁でしたよね。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お金ではなくて、品

物として記念品として贈呈してるというふうにお

答えをさせていただいたというふうに思っており

ますで、ご理解をお願したいと思います。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：記念品ということで

すね、わかりました。 

敬老会の対象年齢７０歳に引き下げる考え方は

ないか、１３年程前に自治会連合会のほうに年齢

についてこれでいいかどうかという形で諮問され

たと、その答えが７５歳以上だという、それはそ
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れで尊重いたします。 

しかし、私も今前段でお話したようにですね、

やはり時代の流れというものは確かに長寿になっ

ておりますけど、個々の人方のそういう年齢の中

でですね、やはりなかなか７５歳でも到達できな

い方がいらっしゃるという中で、やはり７０を超

えてですね、やっぱりそういう対象年齢を引き下

げることによって記念品等をですね、やっぱり支

給というかお祝いを差し上げたらいいんじゃない

のかな。例えば敬老会に参加をしなくてもですね、

７０歳、６０歳は還暦ですよね、ですけど今７０

歳、稚内市も７０歳が敬老会に参加しております

よ。まあ７５歳というところもほかにもたくさん

あると思いますが、猿払村の中で敬老会の参加は

なくても記念品程度を差し上げてはいかがかな。 

そういう考え方もないのかなと、もう１回、村長

さんの考え方をお伺いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前にも同じような答

弁をさせていただいたと思うんですけれども、景

気のいい時と言いますか、いろんな状況がありま

すけども、その時々でいい時は金品、いろんな物

を対象者の方々にお配りをする、景気が悪くなれ

ば財政状況が悪くなればそれを止めてしまうとい

う形ではなくて、やはり敬老という意味を込めれ

ばですね、やはりこれはずうっと続けていかなき

ゃならない事業だというふうに考えております。 

そういう意味でもですね、年齢を引き下げると

いう部分については、僕としてはまだまだ７０歳

で老け込んでいてはこれは当然困るわけですから、

一つのけじめとして例を出しますと後期高齢者と

いう形になっちゃいますけれども、これから平均

寿命がですね、今女性では７６歳、男性では８１

歳という形の中で世界第１位と第４位ですかね、

そういう形の中でやはり７５歳という部分の一つ

の基準と言いますか、そういう形にはならないと

思います。 

ただ、いろんな自治体では７０歳というところ

もありますし、まだ７５歳というところもあるか

と思います。それはそれぞれの自治体の考え方、

市町村の考え方があるかと思いますけれども、私

はやはり、いい時悪い時という差を付けるのでは

なくて、全体的にですね、ずうっと敬老という意

味も含めて実施していきたい事業だというふうに

考えておりますので、その部分をお汲み取りいた

だいて、ご理解をしていただければというふうに

思っております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：あのう相当昔と言い

ますか、ホタテの漁が非常に再開されてからです

ね、漁協さんから多額のご寄附が福祉の関係で使

っていただきたいということで毎年寄附された、

ずうっとそういう時代がありました。 

そういう時代はですね、やはり積み立てていっ

て金利等も非常に高かったので、そういうふうに

理解をしておりますけれども、その金利から発生

した利息をですね、お年寄りにお小遣いとして、

お盆、あるいはお正月に２回に分けたのかどうか

ちょっと私定かではないですけど、そういう時代

もありましたよね。しかし、それはその時の考え

方で、やはり財政が厳しくなった平成１０年台半

ば以降はですね、やっぱりほんとに大変な村政の

運営を相当な苦労をされたと思います。 

そういった中で、やっぱりそういうところもカ

ットすべきでないところまでカットせざるを得な

かったというのが実態で、気持ち的には村長さん

の今言ってるですね、今財政が良くなったから、

ばんばんやれとか言ってる話ではなくてですね、

やはりそういう気持ちを伝えるというのが一番大

事な事で、それで果たしてきちっと気持ちが、そ

の敬意を表す、そういう金額なのかどうかという

ことですね。もう１回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）：確かにホタテの景気

のいい時の部分につきましては、漁業協同組合さ

ん等からの寄附金をいただいて、老人福祉基金に

お金を積んでですね、その利息で老人医療費の無

料化だとか、当時は７０歳以上についてはこれは

国の医療費の無料化、６８歳については道の無料

化、さらに猿払村は６５歳以上を村老として医療
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費の無料化を進めてきた経過があります。 

そういう部分もありますけれども、現状として

はやはり今、お金だけをですね、一定のそういう

高齢者の方々にやるという部分についてはそれぞ

れの考え方があるでしょうけれども、私としては

そういうお金をただお祝い金として配るのではな

くて、老人福祉全般としてそういう部分を使って

いきたいということも含めながら前回もこの答弁

をさせていただきましたけれども、福祉タクシー

の値下げですとか、そういうところに全体的に使

っていきたいというような形で考えておりますの

で、今のところは気持ちはすごくありますけれど

も、お金でやっていくという部分につきましては、

当分の間というか私の考えとしてはやらないで、

そういうところに全体的に高齢者の方々に使って

いただけるようなところにお金を配分してまいり

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）：次に移ります。 

住宅・民間アパートについて。 

民間アパートの助成、この制度がつくられまし

て、これは時限立法でありまして、来年度末で終

了するところでございますが、これまでの実績に

ついて教えていただきたいと、今年度の分も合わ

せてお願いをしたい。 

○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

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

本助成事業につきましては、猿払村民営賃貸住

宅建設促進助成条例に基づきまして、平成２４年

度から事業を実施しております。 

ご質問がありました、これまでの建設事業実績

につきましては、平成２４年度が２棟８戸、平成

２５年度が２棟８戸、平成２６年度が４棟１６戸、

平成２７年度が３棟１２戸、平成２８年度、今年

度でございますけども現在建設中でありますが、

２棟８戸となっております。これまでの５年間の

合計で１３棟５２戸が建設されております。なお、

建設はすべて鬼志別地区となっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：１３棟５２戸ですね。

たいへん需要が多く、新しい住宅が供給されて快

適な住まいをされている。そういうふうにほんと

に、この民間アパートの制度ができて本当に良か

ったな、そういうふうに思っているところでござ

います。 

しかしながらですね、民間アパートをつくるに

あたって、鬼志別地区では用地確保に苦労されて

いる。そのようにお聞きをしているところでござ

います。なかなか民間の土地も手に入りづらい。

そしてやっぱり村のほうで、そういう新しく用地

を開発をしてですね、民間アパートの用地という

ような形で開発をして、あるいはまた、まちづく

りの観点からもですね、やはりあちこちに散らば

るのもそうですけど、「こういう所が民間アパート

の用地がいいな」、あるいはまた、「一般の住宅の

用地がいいな」、あるいはまた、将来的にここの地

区には、やっぱり村のそういう公共用地として用

意しておこうと。そういう形の中で、民間にそう

いう用地の供給をするような体制の構築はできな

いのかな。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：現在、鬼志別地区で

村が確保しております住宅用地としましては、苗

畑地区にアパート用地１区画とですね、それから

個人住宅用地６区画程度を現在保有しております。 

しかしながら、個人住宅用地につきましては、

民間で分譲しております住宅用地が若干あるとい

うふうに把握しておりますので、その売却が確認

され次第ですね、分譲を開始したいというふうに

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）：さらなる民間アパー

トの用地の確保については、答弁ありませんでし

たけど、村としてどういう見通しを持ってるのか、

それについてですね、やはり考えを示していただ

かないと、次の展開に入っていけないのではない
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かなと思うんですよね。 

村長さんは、この民間アパートの事業をですね、

これは平成２９年度末で終わりですけれど、まだ

需要があるという形で私もそういうふうに確認を

しているところでございます。村長さんは２９年

度末で終了でこれで終わりでいいのか、そういう

お考えではないと思いますが、その点が今、答弁

がなかったので、もう１回お聞きをしたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

にご答弁さしていただきます。 

各民間の人達、今まで建ててくれている人達に

は、この場をお借りして村の施策としてはたいへ

ん感謝をしているところでございます。 

今の苗畑地区にですねアパート用地がまだ１件

あるというところについては、先ほど答弁をした

ところと同じでございますけども、将来的な部分

で申しますと、鬼志別地区にはですね、生活改善

センターの裏、あるいは消防の裏の職員住宅用地、

そういうのがさまざまな活用の仕方を今後検討し

ていかなきゃいけないというところだと思ってお

ります。 

その中に、やはり土地のですね利用計画をやは

りきちっと村としても、今後どのようにそういう

職員住宅用地がですね、今入っていない職員住宅

がありますし、当然除却もしながらですね進めな

きゃいけないですけども、これについてはやはり

公共管理計画も含めてですね、土地利用のどうい

う土地にどういうものを建てたらいいのかという

ところも、きちっとやっぱり整理をしなかったら

いけないというふうに考えております。 

現状ではやはり、そういうその市街地、そうい

う所にですね、そういうものを建設できないかど

うかというところも含めてですね、鬼志別地区で

あれば、町内の関係の人達も巻き込んでですね、

やはりそういうところの議論をしていかなきゃい

けないというふうに思っておりますので、将来的

な部分でいくと今現状で浮かぶところで申します

と、そういう公営住宅跡地とかですね職員住宅跡

地とか、そういう所の活用になってくるんではな

いかなというふうに考えております。ご理解をお

願いしたいと思います。 

それとですね、今の促進条例の中の部分ですけ

ども、先ほど２９年末というところなんですが、

その部分で切れますけれども、基本的にはですね

え、まちづくり懇談会の中でも各地域の中で次の

質問にも出てくるとは思いますけども、例えば、

浜鬼志別地区の公営住宅用地の所をですね、今後

どうするという活用のところも含めると、やはり

そういうところでも民間のアパート用地というと

ころも当然視野に入れていかなきゃいけないとい

うところにおいてはですね、これをやはり２９年

度で終わりということにはならないというふうに

村のほうとしては考えておりますので、よろしく

ご理解をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：ひとつですね、この

用地確保というのを前向きに早めに進めていただ

ければですね、やっぱり着工等を考えておられる

方もですね、やはり前向きに考えられてくると思

いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 

それと、副村長さんもそれぞれ村長さんも村政

懇談会で村内各地を歩かれた中で、浜鬼志別地区

ももう何年も前から要望しておりますが、他の地

区でもですね、民間アパートという要望があった

というふうにお聞きをしているところでございま

す。今現在ですね、今まで自然な形で業者の方々

が民間アパートをつくっていただいて、それが集

中的に鬼志別にできてしまった。そういうところ

でございます。しかし、１３棟５２戸ですから、

鬼志別の中から古い住宅からですね、移転されて

る方々も相当数いらっしゃると思いますが、村内

の中から鬼志別以外の所から流入されている人口

もやっぱり件数も結構な数にのぼるのではないの

かな。 

その一つがうちらも浜鬼志別地区もですね、い

わゆる民間アパートの用地がない。個人の用地は

それぞれありますけど、なかなか民間アパートに
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はちょっと使わせてくれるような雰囲気ではない

のが、今の浜鬼志別の現状であろうと言っていい

のですけども、昔の浜鬼志別公営住宅団地ですね、

そこが今取り壊しを急いでいただいて、その一部

をこれから民間アパートの用地にしようと、そう

いう形で村長さんは言って下さっておりますけれ

ども、この全体としてですね鬼志別以外がゼロ、

こういう状態でその要因というのは、どのような

要因だとお考えでしょうか。私が今言った用地が

無いからだけなのか、村としてはどのような抑え

方でいらっしゃるのか、それをひとつお聞きをし

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。 

先ほども答弁しましたけれども、民間アパート

については、鬼志別地区に建設が偏っているとい

う現状でございます。まちづくり懇談等、他の地

域における建設促進のためにいろんな聞き取りを

行なってまいりました。議員おっしゃるとおり、

建設する土地が不足しているという問題もあると

いうふうに認識もしております。 

また、先ほど副村長のほうから答弁ありました、

しいて言えば浜鬼志別地区につきましては、今公

営住宅が建って、一部取り壊して一部建っている。

その所については、まだ３、４件の方が入居され

ているという形の現状もございます。今年は公営

住宅が浜鬼志別の方に建設になりますけれども、

そちらのほうに移っていただけるようなですね形

で指導というか、お願いをしていきながらですね、

そこの所を取り壊して半分は民間アパートの用地、

半分は個人住宅の用地等ですとか、それから公営

住宅のさらなる建設という形の中でですね、今後

進めていきたいなというふうに考えております。 

また私のほうからも、過去からのまちづくり懇

談会等でやっぱり浜鬼志別、他の地域もですね含

めてですね、なんとか民間アパートを建ててもら

えないだろうか、これから漁業関係者も含めてで

すね後継者が増えてきたという部分もあって、な

かなか所得の面から公営住宅には入りづらいんだ

というところのお話もお聞きしたんですけれども、

最終的にはいろんな業者さんにお願いしていく中

でですね、やはり持ち家率が非常に高いと、だん

だん何年かして稼いできますとですね、やはり個

人住宅を建てて民間アパートが空き屋になるんで

はないかというようなことも危惧されてるんだと

いうこともお聞きをしておりますので、今後はで

すね、さらに漁業協同組合の職員様ですとか、そ

れから郵便局の職員様だとか、いろんなニーズが

ありますので、一気に８戸・１０戸という形には

ならないのかもしれないですけども、根気強くで

すね建設していただける業者さんのほうにはです

ね、なんとかほかの地域にも建設をしていただき

たいという形の中で要請をしていきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解をしていただけ

ればありがたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：ぜひですね、村政懇

談会でもほかの地区からも村内の各地区からも、

そういう民間アパートの要望が上がってるという

ことを踏まえていただいてですね、少し前向きな

形で、確かに土地がない、それとやはり何年か入

って所得が上がってきたら持ち家の志向が強い、

そういう中で空き家になるリスクがある、そうい

うこともあるのでですね、建てて安心ではないん

ですけど、そういうリスクを何か少しでもですね

空き家のリスクが一番大きいんでしょうけど、そ

ういうものも何かこう担保できるような方策でち

ょっと最初のほうのはしりをですね、最初に建て

ていただける人方というか、地域としてそういう

必要な財産だと思うんですよね。ただ、民間アパ

ートで家賃をとって償却すると、そういう形では

なくて、建てていただくことは地域の財産で共有

財産みたいなもんだと思うんですよ。そういう中

でやっぱり村のほうも、もう少し一歩を踏み出し

て考えていただけるような、リスクを少しでも和

らげるような施策が考えれないのか。そのことに

ついてはですね、やはり今どうのこうのと言って

も、やっぱりこれひとつ前向きに考えていくこと
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でどこか解決できていくのではないのかな、そん

なふうに思っているところでございます。ぜひそ

の辺も考えていただきたいなと思うところでござ

います。 

それからこの次に一般住宅、ちょうど２０１８

年の４月ですか、この消費税増税ということが控

えておるところでございます。しかしやっぱり、

本年、気の早い人は昨年あたりから、やはり今年

は結構皆さん方、一般の持ち家の人方はかなり建

てられて、また来年度平成２９年度もですね、や

っぱりかなり駆け込みがあるのではないのかな、

私の個人的な感想ですけれども、そう予想してい

るところでございます。 

このことについてはですね、どうですか、ここ

５年ぐらいのですね、一般住宅のこの建設の推移

というのは、建築の確認申請が出ておりますから

わかりますよね。それちょっと教えていただけま

すか。 

○議長（太田宏司君）：高松建設課長。 

○建設課長（高松伸浩君・登壇）：ただいまの野村

議員の一般住宅の過去５年間の建設戸数ですが、

ちょっと私の手元に用意している資料では、ここ

３年間の資料を用意しておりまして、申し訳ない

ですが、平成２６年からちょっと説明したいと思

います。 

平成２６年の民間件数としましては、合計で 

９件、一般住宅建設されております。それのうち、

村内業者による建設が５件、残り村外が４件でご

ざいます。続きまして、平成２７年は全戸数で  

５件、そのうち村内が３件、村外が２件となって

おります。今年２８年まだ途中なんですが、合計

としましては６件建設されております。そのうち、

村内については村内業者さんにつきましては、あ

りません。全６件が村外となっております。総計

としましては、３年間で村内が８件、村外が１２

件、全戸数が２０件でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：もっと建っているか

なと思ったんですけど、今年は６件ということで

すね。それで村内業者はゼロでいいですね。消費

税増税前に建てておこうと来年も恐らく今年以上

に増えるのではないのかなという気はしておりま

す。ですけど、２６年度が９件で、去年は５件で、

今年６件ですからそんなに、私もちょっと数字を

聞いてあんまりちょっと力がなくなったんですけ

ど、ですけど村内業者は今年はゼロだと、地元業

者もたいへん仕事の量が多いというふうに村の仕

事やらですねそういうものが、あるいはまた工場

等とかそういう形で手が回らないで断られたとい

う人も一人聞いたところでございます。 

それでですね、どうしてもこの北方型住宅の建

設の要件を満たさなければ駄目なのか、私はです

ね、これほんとに民間の村内業者の方々にはたい

へん申し訳ない気持ちでおりますけれども、しか

し今、今年、来年につきましてもですね、やっぱ

り建てる人につきましてはですね、やっぱり２６

年度で９件のうち５件、２７年は５件のうち３件

ですよね、そういう方々が村内の業者に建ててい

ただいて北方型住宅を選んでやってるんですけど、

しかし、頼みたくても頼めれないというのが今年

の状況かなと。そしたら次年度はどうなんだろう。 

そういった中で、やはり消費税増税前ですけど、

やっぱり建てる人方にもう少し均等な形で助成の

制度というのをつくられないのかな、そういう考

え方はないのかな、それをちょっと１件お伺いを

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

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

最近の傾向としましては、建設業のみならず他

の業種にも言えることではございますけれども、

特にこういう地方での労働力不足などの原因が建

築事情にも影響が出ているというふうに聞いてお

ります。 

また、一般住宅の建設では、今年は村外業者の

建設件数が非常に増えているということで今報告

したとおりでございますけれども、村としまして

は、猿払村の地域経済の発展と将来の担い手の育

成を念頭に置きましてですね、この「猿払村快適



- 10 - 

な住まいづくり促進条例」を制定した経緯もござ

います。また、この条例では長期にわたって安心

して快適に暮らすことができる住宅づくりのため

に、先ほどらい出ております北方型住宅仕様によ

る建設を条件としておりますことから、今のとこ

ろはこの前段で申し上げました地域経済の発展と

将来の担い手、それと北方型住宅仕様という部分

を念頭に置きたいというふうに考えておりますの

で、今のところは特例等を設ける考えは、私とし

ては持っておりませんので、その旨ご理解を賜り

たいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：私もですね、やはり

基本的にはやっぱり地元の業者がですね、やっぱ

りたくさん受注をしていただいて、やっぱり地元

で仕事をしていただきますから、やっぱり地元の

活性化は、やはり地元の業者が仕事を受け取るこ

とが一番だと、それはもう１番頭に染みていると

ころでございます。しかしですね、今年はたいへ

ん皆さん方地元の業者さんも本当に仕事が多いと。

村もいろんな形で大きなものが今やっておるとこ

ろでございますので、そういう面でいったらです

ね、地元の業者も忙しい、たいへん喜ばしい、そ

ういう状況だというふうに理解をするところでご

ざいます。 

しかし、やっぱり村民さんの中にはですね、建

て主さんでございますから、そういう北方型住宅

を、やはり我々もひとつはなんて言うんですかね、

しかし、やはり一般の民間の村外の業者のですね、

いろんな大きな住宅メーカー、そういうところも

ですね、やっぱりそれに遜色ないものを持ってき

て耐久性のあるものをつくっているわけですから、

やはり建て主さんの考え方、村民個人の考え方と

しては、我々はそしたら村内の人ができないのに

我々は選択のしようがないじゃないかと、そうい

うような考え方もあるのではないのかな。 

これはですね、堂々めぐりになりますので、ひ

とつですね特例と申しますか、今年度は２８年度

ですけど、２９年度いっぱいで、３０年ですか、

４月からですか、消費税の増税は、まあそういう

駆け込み需要みたいな時にですね、やっぱり村民

の側に立った、しかし地元業者をですね選択なさ

って地元の業者さんがまたできるというのであれ

ば、それもですね、たくさん抱えてもですね、そ

ういうものを予算化できるような、やっぱりそう

いう予算をもう少し柔軟に使えるような、そうい

うことをひとつ考えていただきたいなというのを

要望いたしまして、私の質問はこれで終わります。 

どうもありがとうございました。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 


