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◎ 日程第７ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：一般質問を続行します。 

７番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：５点につきまして質

問させていただきます。 

昨今の報道で国勢調査、昨年行われた国勢調査、

国勢調査が始まって日本の人口が初めて減少に転

じたと大きなニュースとなっております。９４万

７０００人減少して１億２１１１万人が国民の総

数でございます。北海道も人口が１２万人も減少

している。そういうような状況でございます。 

猿払村も５年間で１４２人減少。非常に宗谷管

内の中でも減少率は一番少ないというのが今私達

が住んでいる猿払村でございます。しかしながら、

減少が進んでいるということは事実でございまし

て、今後、今まで村長さんも就任してから、意欲

的にいろんな問題を取り組んでいると思いますけ

れども、今ここに、この国勢調査が出た段階で、

村長さん自身はどのような考え方をお持ちか、感

想をされているのか、まずそれをお聞きをいたし

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、猿払村の将来人口につきましては、その

推計としまして猿払村人口ビジョンの策定を進め

てきたところでありますが、その内容が昨日７日

に開催されました「猿払村まち・ひと・しごと創

生総合戦略審議会」において決定され、答申を受

けたところでありまして、「猿払村まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」と合わせて策定が完了したと

ころでございます。 

この人口ビジョンにおける人口推計につきまし

ては、現状のまま推移した場合の推計をベースに、

本村が目指すべき将来の方向を踏まえ、将来的な

人口推計を行ったものであり、現状で推移した場

合は、５年後の平成３２年度には２４７２人、  

１０年後の平成３７年度には２３５４人、４５年

後の平成７２年度には１５００人になるものと推

計をしております。 

この推計を基に、猿払村が目指すべき将来の方

向として、まず雇用の創出、転入の促進、結婚、

出産、子育ての支援、誰もが住みやすい環境づく

りの四つの視点による人口減少対策を加味したも

のがこの人口ビジョンにおける人口推計となり、

これから５年後の平成３２年度には２５１９人、

１０年後の平成３７年度には２４５３人、４５年

後の平成７２年度には１９７２人と推計しており、

それぞれ５年後には４７人、１０年後には９９人、

４５年後には４７２人の減少の幅が縮小されるも

のというふうに考えております。 

人口減少に関しましては、猿払村におきまして

も宗谷管内全体でも同様に避けられない現状とな

っております。少子高齢化社会においては、人口

を増加させることは非常に難しく、むしろ減少し

ていくという現実に向かいながら、急激な減少を

抑え、限りなく緩やかな人口減少とさせていくこ

とをこの人口ビジョンでの目標としておりますの

で、これに沿った形で人口減少対策に関する施策

を展開してまいりたいと思っております。 

なお、この人口ビジョンと総合戦略につきまし

ては、今定例会終了後に議員の皆様方にお渡しを

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：ほんとに予測がつか

ないと申しますか、どのような形でいけば将来人

口が減らないのかと、たいへん苦悩する。村長さ

んだけでなくて、皆さん方がもうほんとに英知を

絞ってそしてやっていくと。 

しかしながら、猿払村にはほんとにこの立派な

２大産業がございます。この産業をですね、やは

り大事にして、そしてこの村の中で、いろんなこ

とが付加価値を付けながらですね、回ることがま

た次の人口の増加、いわゆるその現象を抑える、

そういうものにつながっていくのではないか、そ

のように考えるところでございます。 

この人口の減少ということは、ひとつの数字で
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ございますので、これからまた村長さんともまた

提案をしながらですね、また是非施策をひとつ打

っていただきたいというようなものをこれから申

し上げていきたいと、そういうふうに思うところ

でございます。 

それの一つは旧天北線跡地、鉄道防雪林、まあ

鉄道の跡地ですね。曲渕の稚内市との境界から浜

頓別町までの境界の間。距離数は３０、約４０キ

ロ近くあるものと、そういうふうに推計をしてい

るところでございます。 

この防雪林が鬼志別から中に入っていくとです

ね、やはり昔もやっぱり地形的に防雪林が余り必

要ではないというような観点から、あまり整列を

したそういう防雪林の体を成していない。ただし、

鬼志別から芦野に向かって、あるいは猿払に向か

って浅茅野に向かうと、これにはかなり立派なそ

ういう防雪林があると、そういうふうに先日も、

当時、旧天北線跡地の買収があった時に航空写真

というものを見せていただきました。 

しかし、この森林にもですね、やはり年月が経

ってきますと、やはり植栽、植え替えがやはり必

要ではないのか。そういう中に何かこの産業の道

しるべになるものがないのかなと、そんなふうに

考えましたので、その辺を村長さんはどういうふ

うにお考えか、お聞きをいたしたいと思います。 

○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いうふうに思います。 

旧天北線鉄道用地につきましては、平成３年 

１２月にＪＲ北海道より２８０万９０００平米を

購入しております。そのうち、鉄道林用地は   

１２６万３０００平米となっており、これまでに

村民有志による桜の苗木の植樹や勤労者企業組合

に委託しての枝払い、一部を保安林として植栽を

行っております。また、道道猿払鬼志別線に隣接

する林地は、以前と同様に防風林としての役割を

果たしております。 

議員ご指摘のとおり、その中には高林齢の林地

もあることから、的確な更新となるよう、植栽な

どの施業に向け協議を早急に行ってまいりたいと

いうふうに考えております。その際に、伐採木が

出た時は量にもよりますけれども、再利用すべき

というふうに私も考えております。 

また、公園や村民の植樹活動の原点の場所に、

とのご提案をいただきましたが、村民憩いの森な

どの活用も含め、現地の確認を雪解け次第行いな

がら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）：防雪林の活用すべき

だという村長さんの認識もあるようでございます。 

私、昨年ですかね、曲渕のきょうもく、きょう

もくさんの創業者、美田和三郎さんが亡くなられ

まして、縁がありましてお通夜に参列をさせてい

ただきました。葬儀委員長さんのお話では、みた

さんが生前中に植林をされた面積、１００メート

ルの幅で稚内から札幌を超える距離、１００メー

トルの幅で札幌までを超える、これ４百何十キロ

です。それを果たされたという、そういうお話を

聞きまして、たいへんびっくり、よくぞそんな事

ができたのかなとたいへん意欲のある人であり、

ほんとにまたそれを完成したというか、まだ途中

だったんでしょうけど、それだけの事業をなされ

た。本当に素晴らしい方だったんだなあと、そん

な感想を抱きながら帰ってまいりました。ただ、

やはり相当なそういう性格というのか、ものを持

っていないとなかなかそのような人は出てまいり

ません。 

しかし、山林もですね、やはり志を持って植え

ていくとですね、やはり今自分達が生きている段

階ではなくて、次の世代に残すというそういう強

い意思、そういうものがやっぱりあったんだと、

そういうふうに思うわけでございます。 

先日、あの議会のほうで下川町の視察をする機

会がございました。ちょうど６０年サイクルって

言うんですか。植えてから木が育って伐採するま

で６０年かかるそうですが、それが昨年ですか、

達成をされたということで、そこから出てくる伐

採木によりまして、下川町内の全部ではないでし
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ょうけど、それを燃料にして役場庁舎、あるいは

隣の公民館、あるいは学校、それから新しく造っ

た公営住宅、それから少し離れた地域の公営住宅

とか、あるいは皆さんが集まる集会施設とかそう

いうものにまわしていると、そういうふうにお聞

きをしたところでございます。 

しかしながら、猿払村はなかなか昔はものすご

く森林がもうたくさん生えられていて、しかし、

ただ切っただけで、あとなかなか植えらさってい

ないというのが現状でございます。農業のほうに

はたくさんの方々が入られたんですけど、やはり

鉄道林が今残っているんですけど、そういうもの

を利用しながら猿払村の再生の中の一つとしてで

きないだろうか。 

それと今、猿払鬼志別線の中の一部をですね、

やっぱり観光と言いますか、さるふつ村民の憩い

の公園みたいな形でその桜の並木、あるいはまた、

そういうツツジ等を植えたそういう公園等を造成

できないだろうか。そして、またそういうことが

縁で比較的何て言うんですか、ほんとの山の中で

はなくて小さい子ども達も参加できるような近い

場所にあると、そういう利点もございますので、

そういう発想からですね、猿払村民の植樹活動も

そういう原点にしても良いのではないのかな、そ

んなふうに考えているところでございますが、こ

れに対しては村長さんは、いかがでございましょ

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いうふうに思

います。 

植樹全体の活動としては現在、漁協の女性部が

ですね、ずうっと山を守る、海を守るという活動

の中で植樹活動をしていただいております。この

部分につきましては、ほんとに数十年に渡る活動

については私も非常に感謝しているところでござ

います。 

また、ご提案のございました道道の鬼志別猿払

線、この部分につきましては、先ほども答弁させ

ていただきましたけれども、有志の方々が桜並木

を過去に私が協働まちづくり推進課の時でしたか

ね、植えていただいたという形の中で、私達も参

加させていただいたんですけれども、なかなかそ

の下刈りですとか、冬期間における除雪の問題等

がありまして、なかなかこの桜の並木が育たなか

ったというような現状もありますし、そして隣接

をしているあの防風林ということもあるもんです

から、そういう形もあるもんですから、なかなか

下刈りだとかいろんな除伐工事ができなかったと

いうところで、たいへんご迷惑をかけたなという

ふうに思っております。 

そういう部分で、そういうところが適正候補地

かどうかということも含めてですね、再度雪が解

けてからですね改めて見さしていただいて、除雪

だとかいろんな形もありますけども、そこが最適

な候補地なのか、また新たに違う候補地があるの

か改めて検討させていただいて、また子ども達の

そういう植樹活動の増勢にもつながるような形と

して今後進め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）：雪解け後、じっくり

とした調査と言いますかね、そういうものをして

いただいて、過去に植えられたという経緯は私ち

ょっと聞いていなかったものですから、まあ植え

られた中で失敗をされた。そういう原因は何だっ

たのか、その辺も含めてまた調査をしていただけ

れば、そんなふうに思うところでございます。 

次に、農業後継者、新規就農者の支援について。 

先日、新聞に美深町の商工業の担い手、新規の

方々の就農でちょうど３年前から取り組んでいる

中で、たいへん活況を呈しているというものがあ

りました。ただ、それを作るのにあたって、非常

にやっぱり厳しい状況にあると、そういう中で参

考にされたのがその平成９年ですかね、作った農

業後継者の支援と、そういう条例があるそうでご

ざいます。 

それも私とっていただきまして、少し勉強させ

ていただきましたが、農業のほうも新規で７件ほ
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ど入ったというふうに聞いております。前にも質

問はしておりますけれども、この農業後継者、ま

あ親子、両親の元で仕事を覚えて経験を積みなが

ら、やがて経営を引き継ぎます。また、新規就農

者はやっぱり志望を抱きヘルパー等の経験を積み

ながらですね、それの結果を皆様方に認められて

その上で就農をするというのが通例かと思います。 

しかしながら、いろんな助成制度はありますけ

れども、やはりこの初期の生活というものに非常

に不安定な部分があるのではないのかな、そうい

うふうに推察をしております。 

実際に私達も商売をやっている家ですけれども、

やはり後継者が来て、ある程度の社会的なそうい

う生活をさせてあげようと、親子であればどこの

親もそういうふうに思うものでございます。 

そういった中でやはり経営が、したら急に人手

が増えたから急に良くなるのかと言えば、そうで

はないと思います。そういった中で、美深のそう

いう制度もそういうところをうまく利用されて、

２年間そういう趣旨で単身者なら単身者なりに、

あるいはまた、ご夫婦ならご夫婦なりの支援をさ

れていると、そういうふうに条例でも謳っている。 

まあ、それが猿払村で、やはりこの農業の後継

者もですね、やはり何人か戻ってこられておるわ

けですけれども、やはりなかなか環境は非常に厳

しいのは変わっておりませんし、新規の方々も入

っております。 

しかし今後ですね、また農業のまあちょうどそ

ういう後継者がいない５０代から６０代にかけて

の農業者もいるというふうに言われておりますが、

まあそういうのにあたってですね、やはりこうい

うやってきたものをそのままやはり放置するので

はなくて、やはりそういう形で支援をしながら後

継者を育てていく。こういう考え方はどうなのか

なと。 

是非ともですね、そういう形で作っていただい

て、スムーズな後継、引き継ぎができるように希

望したいと思いますが、それにつきまして村長さ

んのお考え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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

確か北海道新聞に２月２７日にたぶん載ってい

たんだろうというふうに思います。この次の商工

業の関係のご質問もございますから、今回はその

部分は避けましてですね、農業関係のことについ

て、ご答弁させていただきたいというふうに思い

ます。 

新規就農者に向けた支援策としましては、現在

国の制度で青年就農給付金、要するに経営開始型

というものがあります。この給付には一定の条件

がありますけれども、生活支援の目的が強く、年

間最大１５０万円で最長５年の給付を受けること

ができて、現在は新規就農者４名がこの制度を活

用しております。 

村独自の支援策としましては、新規参入者の就

農直後の労力や営農経費の軽減に向けた支援とし

まして、公共牧場への育成牛預託費用を年間  

１００万円を上限に３年間の免除措置と合わせま

して、営農環境整備として最大１００万円の助成

を行っております。 

また、農業後継者等に対しましては、本年度か

ら生乳増産に向けての施設建設などに対する補助

制度を始めております。今年度はこの制度を活用

した方はおりませんでしたけれども、後継者支援

の安定的な実施のために今定例会において、酪農

業振興基金の設置についての議案を上程させてい

ただいております。 

今後、酪農における経営基盤の強化やそれぞれ

の経営の継承がスムーズに進むよう、ＪＡ東宗谷

など関係団体と協議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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：国の青年就農給付金

と言うんですか、１５０万、５年。今現在、４名

が受けていらっしゃると。それから、預託ですか、

預託では１００万円を限度にして助成をされてい

ると。たいへんいい制度だと思います。 

そういう中で、やはり今までもいろんな方々が
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親子の方々も含めてそういう対応であったのかな。

新規の就農者だけが、そういう形をいただいてき

たのか。親子の方々もそういう形で受けているの

か、その辺どうなんですか。 

○議長（太田宏司君）：坂本産業課長。 

○産業課長（坂本秀喜君・登壇）：先ほど村長の答

弁にありました、青年就農給付金、経営開始型と

いう制度につきましては、基本的には新規就農者

に向けての制度ではありますけども、現在猿払村

でこの制度の適用を受けている方々については新

規参入者、猿払村に血縁がなく、猿払村で初めて

経営をする方々に向けて適用が可能となったとい

うことで受けております。 

残念ながら、後継者が受けることも可能なんで

すけども、自立経営が必要だとか施設の所有が前

提だとかという条件がなかなか厳しいものがある

もんですから、後継者の方々でこの青年就農給付

金、経営開始型を受けている方は現在のところい

らっしゃいません。 

１名の方が前向きに協議はしてきたんですけど

も、残念ながらまだまだ経営継承につながってい

ない。経営の引き継ぎにつながっていないという

ことで、１名の協議はありましたけれども、先ほ

ど言いましたとおり、新規の参入した方、村長の

答弁の中で４名というふうに仰られたんですけど

も、３名。家族、奥さんもいらっしゃいますので、

家族としては３家族の給付を受けているという実

態であります。 

申し訳ありません。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：やっぱりそういう家

族経営になりますとね、親子でやるとなかなか資

産もある、いろんな形で難しいのは非常に国の制

度ですから、なかなかやっぱり厳格に行くという

のはわかります。 

ですけれども、やはり私は親子といえどもです

ね、やっぱり後継者、新規就農者という立場に変

わりはないのではないのかな。そんな観点からで

すね、やはりどうしてもその国のほうで補えない、

そういう部分をやはり村のほうで新規のそういう

方々と一緒に肩を並べるくらいのものが支援をし

てあげてよろしいのではないのかな。その辺をで

すね、是非検討していただいて、やっぱり農業、

今漁業のほうの話をしますと、質問外になります

けれども、漁業のほうは今まで後継者は一人です

よという形で絞ってきて、しかしまた台風、爆弾

低気圧とか気候の変動とかいろんなこともありま

す。しかしながら、今度やっと２名という形で増

えてきて、まあそれだけ受け入れるパイがあるん

だということでございます。 

しかし、農業のほうにつきましては、やはり今

猿払村内の生産、それから農業の件数ですね、こ

ういうものをやっぱりこれ以上減らしていくとい

ろんな形でやはり周りの産業にも相当響いてくる。

逆に言えば、そういう派生する経済力というのが

やはり農業もそれなりにあるわけでございます。

そこの基になる農家をやはりそのまま放っておく

ということではなくて、やはり支援をして早くに

この経営を軌道に乗せてあげて、次にまた何て言

うんですかね、攻めの経営と申しますか、そうい

うふうに向かっていけるような、やはり態勢作り

を私は考えてあげていただきたい。それは要望で

ございますし、今後、是非ひとつ検討していただ

きたいと思います。 

それで、次の商工業の担い手という項目にいき

たいと思います。 

商工業の担い手ということで、猿払村には商業

の振興条例というものがあります。商業に限定を

されております。 

私、商工業という形で謳ったのは、やはり村内

にですね、やはり我々みたいな商業、あるいはま

たサービス業、しかし、その他に工業、土木、建

設業、設備業、いろんな商売があるわけでござい

ます。 

しかし、そちらの方もですね、やはりなかなか

後継者というのは、あるいは新規参入者というの

は、なかなかやっぱり一筋縄で来て成功させれる

ものではないと。 

そういう中においてですね、やはり村内にＵタ
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ーン、Ｉターン、また村長さんも移住ということ

で力を入れておりますけれども、そういう人方が

やはり仕事を作ってですね、そういう支援をして

いこうということでございますから、この美深町

のですね、ちょうど私も３年ぐらい前の機会に、

確かこの３月の議会でないかなと思うんですけど、

北海道商工会連合会の北の瓦版みたいな全道の会

員に対して来るところに載っていたのを質問した

記憶がございますが、それが今制度を作って、そ

して１年経って予算化、２年経って実績ですから、

ちょうど今３年経って２年目の決算が出てきたと

いうふうに書いてあります。 

実際には何人か、床屋さんですとか、廃業予定

だった旅館さんがそのまま営業するようになった

とか、２年間で約５０００万円近い４８００万円

くらいの予算が使われたと。まあちょうど２年が

経過するわけですから、今度はそういう支援の措

置がなくなるわけですよね。なくなると、やはり

今度経営的にほんとに自分で自立をしていかなけ

ればいけない。そんなところでございますが、や

はりそういう支援をしてもですね、今、美深では

そういう形で少しずつそういう新しい人方、若い

人方がそういう仕事が起きてきているという状況

でございます。 

猿払もその商業の振興資金は、１件の件数だと

思いますけれども、今後ですね、やはりもう少し

この人材、人材雇用に対する援助とかそれから設

備投資も商業だけでなくてですね、やはり周りの

この工業の方にもやはり広げていってですね、や

っぱりそういうところにもやはり後継者をやっぱ

り育てていかなければ、やはりこの冬、除雪の村

内の業者が委託をしている。あるいはまた、いろ

んな我々のこの身の回り、何年か前に電気工事店

が無くなりました。非常にこうやはり無いという

ことは不便です。あと設備の会社もあるいはまた

建築の会社もですね、そういう形で次の世代を担

う若い人方をやっぱり入れていかないとですね、

会社あるいは仕事がやっぱり続いていかないわけ

ですよ。そういうところにもですね、やっぱり人

材投資、あるいはまた後継者の投資というものに

対して、是非これひとつ助成をもう少しこう幅広

くですね、条例を作ってどうしたらこう利くのか、

利くものをやらないと何もならんわけですよね。 

その辺、村長さんが考えていることがどういう

ものなのか、お考えを是非お聞きをしたい。 

○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

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、議員もご承知かと思いますけども、商業

振興対策につきましては、平成２６年度に制定し

ました商業振興条例において、既に商業を経営し

ている方やその後継者のほか、新たに起業をしよ

うとする方を対象に、建物の建築や購入に要する

費用や設備や備品の購入に対し一定条件のもと助

成を行っておりまして、これまでに起業者１件と

現経営者１件に活用していただいてるところでご

ざいます。 

今後は、この制度がより商業の活性化や村民の

生活の向上につながるよう、制度の検証を商工会

とも行う考えでおります。また、この制度につき

ましては、まだまだ情報が不足だということもあ

りますので、きちっと情報発信を村外、道外にも

ですね、発信をしていきたいと思っております。 

また、企業の雇用促進に向けましては、これま

で活用された企業はありませんが、企業誘致及び

地域企業再生促進条例におきまして、常用雇用者

を新規に５人以上雇用する場合につきましては、

一人につき１０万円を奨励金として交付する制度

を運用中であります。 

今後に向けましては、議員仰るとおり商業のみ

ならず、工業、その他１次産業の水産加工場を中

心に人手不足との労働力不足との相談もあります

ことから、引き続き雇用者確保に向けた支援の方

法を検討してまいりたいと思っています。 

また、副村長のほうから、この企業誘致条例の

部分につきましてですね、内容の補足説明をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：村長の答弁に引き

続き答弁をさせていただきたいと思います。 
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先ほど村長が答弁にありましたとおり、商業振

興条例については、平成２６年の９月の定例会に

おいて可決をいただきまして、商業者が店舗等の

整備をする場合には１００万円を、設備費１００

万円以上の部分としてですね、後継者が整備する

場合には最大５００万円。新規企業が行う場合に

ついては対象事業費１００万円ですけども、商業

者が店舗の整備をする場合は１００万円。後継者

が整備をする場合については５００万円。それと

新規のいわゆる新規企業が行う場合については、

１０００万円を上限として補助するという制度を

可決さしていただいてですね、運用を今図ってお

りますけれども、対象事業費についてはいずれも

１００万円以上超えた場合というところで整備を

しております。その他商業の部分についてはです

ね、これは商工会への事業ということで、産業振

興規則によって一部予算の範囲で補助をしている

というところでございます。 

それで私も新聞報道を見ております。美深町の

部分については、町に相応しいですね施策もとっ

ているんだなというふうな感想でございます。 

で、実際にうちの商業振興条例と美深町の商業

の担い手の支援条例の比較をした場合にですね、

やはり先ほど議員が言われたとおり、商業者の範

囲がちょっと狭いのではないかと。いわゆる美深

町の部分については、建設業から含めて様々な業

種がやっぱり入ってきていると。で、当村におい

ては、一部建設の部分とかそういうのがまだされ

ていないというところも現状ではあると認識をし

ております。これについてはいずれにしてもです

ね、関係者含めて商工会を含めてですね、村にと

ってどのようなその施策、美深町の部分について

は経営安定補助を含めて９施策が実はされている

ところでございますから、村についてはこの整備

費、いわゆる店舗の整備をする部分だけでいいの

かですね、先ほど議員が仰られたように人材雇用

の部分も含めたあるいは工業、先ほど言ったよう

に建設業への広がりを含めた方がいいのかはです

ね、商工会あるいは関係団体と協議をしながらも

う少し見直しの検討をしてみたいなというふうに

思っております。 

それと、今年度から商工会の一部要望の中にも

あると思いますけども、いわゆる商店街のやはり

空洞化というのも相当問題になると思っておりま

す。この部分について、中心市街地の活性化事業

の調査研究ということで商店街の再構築、あるい

は買い物機能の再生のためにですね、国の補助を

利用しながら、恐らく街中の賑わいをどうしたら

いい、あるいは小機能の含むコミュニティーの施

設整備に向けたものをどうしたらいいというよう

な調査事業も予定されているというところもあり

ますので、この調査結果も踏まえてですね、きち

っともう一度どのようなものが村にとって相応し

いのか、支援の方法が相応しいのかを検証して、

その上で、使いやすい制度となるように検討して

まいりたいと。 

現在は商業振興としては、改修を含めて２件程

度という形で終わっておりますので、この辺につ

いても、やはりこう少し利用が少ないのかなとい

うところもございますし、ここについてはやはり、

どういうような理由でですね、この辺が少ないの

かも含めて検討あるいは調査をして、より良い制

度にしてまいりたいと思っております。 

街中整備事業の部分については、なかなか国の

補助の採択もやはりあるでしょうから、この辺の

調査についてはですね、もう少し数カ月かかると

いうふうに考えておりますので、まず最初にでき

るものから先ほども議員仰るとおりスピードを上

げてというところもありますのでね、まずできる

ところから、まずどういうものができるかをいち

早く修正をするなら修正をする。で、最終的に街

中中心市街地活性化事業で出た調査結果を基にで

すね、どのようにすれば、さらにそれが良くなる

のかというところも含めて検討してまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたしたいと思い

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）：今いろいろ答弁をい

ただきましたけれども、商工会にどういう相談を
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されるんでしょう。村として住民がどういう意識

を持ってるんだろう、そういうふうにお考えでき

ませんか。 

住民がやっぱり不便だなと思ってることは、商

工会の皆さん方も役員さん方は勿論、我々も思っ

ているんです。いると思います。ですけど、村の

村長さんはじめですね、皆さん方やっぱり、住民

の方々が本当にどういうふうにこう不便なんだろ

う。不便だと思いますよ、いろんな業種が無いわ

けですから。まだ我々も健康でね、車でどこかに

行ける方々はいいですけど、やっぱりそうでなく

てバスとかになるとですねえ、やっぱり床屋さん

だって今１週間に１回くらい来ていらっしゃるの

かな。まあちょっと私も最近その辺通らないです

から、ちょっとあれですけども、やはりたいへん

不便な生活をされている方々もいらっしゃると思

います。一例をあげれば。 

そういうのから始まってね、何、どうしたら解

決していくだろうというものをいろいろやはり村

のほうも考えて、そういった中でね、やっぱり商

工会さんなりそれから消費者の方々、そういう

方々からやっぱり意見を聞いてどういう事業をや

るのかといった時に、やっぱり商工会さんの協力

も必要なんじゃないでしょうか。私はそういうふ

うに思います。 

そう思って、やっぱりせっかくこの美深町さん

が３年前にそういう形でやろうと。なかなか周り

見てもそういう条例がなかなか勉強したけどない

と。ですから、新聞にも書いてありますけど、農

業担い手支援条例ですか、それを基にしましたっ

ていうのが今の商工業担い手支援条例ですよ。 

ですけども、猿払村はほんとに商店も元々少な

い。そして、やっぱり生活のあれが分散している

所ですから。ただ、中心商店街になってる鬼志別

がなかなか後継者が育たなかったということで、

ぱたぱたぱたとやってる人がいなくなったら、そ

のまま無くなっちゃった。ですから、ぜんぜんし

たら、その若い方が、例えば床屋さんでしょうけ

ど、そしたらやっぱり若い方が来て活気を付けた。

そういう人方が来れば、またやっぱり新しいお客

さん、そのお年寄りの方々ばかりでなくて、若い

お客さん方も付いてくるのではないのかな。 

だから、そういうのをどこで１歩を踏み出すの

か。これから検討して３年もしてから踏み出すん

ですか。やっぱりもっと早くに考えてやるべきだ

と思いますよ。どうですか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問にお答

えしたいと思います。 

私の言い方が悪かったのかもしれませんけども、

商工会にですね、全てを丸投げするという意味で

私は答弁したつもりではございません。逆に村と

しての意見をしっかり持ちながらですね、最終的

にひとつの考えの部分で行政だけの意見ではです

ね、やはりなかなかいい制度ができないだろうと。

それが今現在、商業振興がある２件に留まってい

るのかなというふうに考えております。 

ですから、村としての意見をしっかり持ってで

すね、さらに村民の意見をやはり調査をしながら

検討して、そのものをやはり商工会とやっぱり商

業をやってる商工会の部分とですね、あとは関係

工業も含めてですね、関係団体ときちっとそのど

のような最終的な制度が相応しいのかというとこ

ろを検討したい。でそれは、速やかにできれば行

っていきたい。 

街中の整備事業の国の事業補助についてはです

ね、今後数カ月、恐らくあるいは１年かかるもの

だろうというふうに思ってます。ですから、これ

を改正を速やかにですね検討した上で、最終的に

街中整備の部分の意見も調査結果も踏まえて、さ

らにいいものになるのであれば、それを制度の上

に乗っけて検討してみたいというふうに思ってお

りますので、決して村がですね丸投げをするとか、

あの村の意見を持たないでとかという、そういう

考えではございませんので、できればそういう部

分でご理解を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。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今副村長の答弁をき

ちっと受け止めました。 
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ひとつ一生懸命やって、商工会、あるいはまた

住民の皆さん方の意見もやっぱりきちっと踏まえ

ていただいて、なるべく早い、してまたいろんな

国の制度もあるでしょう、そういうものを十分利

用していただきながら、しかし、やっぱり猿払村

としてこういう考え方でいきたいというものを出

していただいて、そうすれば、多少単費で対応し

てもいいのではないのかな。そんなふうに思うと

ころでございます。 

次に、保健行政の見通しについて。 

今後到来するさらなる人口減少社会の中で、村

で生活をする住民の健康を考えた時に、病院の存

在、また特別養護老人ホーム、保健福祉総合セン

ターという中核施設は、もうそう遠くない将来に

建て替えの時期がやって来る。また、前議会でも

プール、あるいは生活改善センター、スポーツセ

ンター、農村環境改善センター、老人憩いの家な

ど多くの施設が恐らく、生活改善センターはちょ

っと記憶があるんですけど昭和４８年に建設をさ

れた。その後、いろんな施設、また学校ともあわ

せていろいろ造られていったんで、一番先が生活

改善センターの昭和４８年で、その後プールであ

ったのかあるいはまた上の方の一連の施設だった

のか、そして病院も昭和５３年でしたか。で、こ

の前質問をした時は聞きました。 

こういう計画をですね、今これからの１０カ年

の計画ですか、猿払村総合計画があるわけですけ

れども、しかし実際にそこにですね、この建物の

やはり建設計画を入れていくとすればですね、非

常に建て替えの中で、もうほんとに毎年のように

造っていかなければならないような、ここ１０年

で完了するとすればね。 

○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○

○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○。○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○

○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○

○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○、○○○○○○○○、○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○。 

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○、○○○○○○○○○○○○○○○、○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 
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○議員（野村雅男君・登壇）：○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○○

○○○○。○○○○○、○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○○○

○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○

○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○

○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○

○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○

○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○

○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○。○○○○○、○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○

○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○

○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○。

○○○○○○○○○○○○○○○。○○○○、○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○。 

○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○

○○○。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

 議会運営委員会を開催しますので、議運の委員

は委員会室に集合願います。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

再開 午後 ２時３８分 

 

○議長（太田宏司君）：会議を開きます。 

ただいま野村君から、本日の一般質問における

発言について、会議規則第６４条の規定によって

小規模多機能型居宅介護等施設建設の是非の部分

を取り消したいとの申し出がありました。 

お諮りいたします。 

これを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（太田宏司君）：異議なしと認めます。 

よって、野村君からの発言取消の申し出を許可

することに決定いたしました。 

○議長（太田宏司君）：一般質問を続行いたします。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：すいません。 

少し過ぎた質問をいたしましたので、たいへん

申し訳なく思っております。 

以上で質問を終わります。 

 


