
- 1 - 

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）：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）：一般質問通告書に

基づき２点５項目について質問をさせていただき

ます。 

まず始めにですね、村に元々あります医療等職

員養成に伴う修学資金貸し付けについて、という

ことで１点目質問させていただきます。 

平成２６年９月に、この医療等職員養成に伴う

修学資金貸し付けについての条例が全面改正され

ました。元々は昭和４７年に施行され、その後細

かい改正が何点かあったかと思いますが、この医

療等職員養成の修学資金貸付条例が平成２６年９

月に医師、保健師、看護師に限らず医療技術職員

や介護関係職種などのこれからの猿払村の事業を

進めるうえで必要な職種への対象を広げ、貸付期

間や貸付金額も全面的に見直し改正をされました。 

約１年と９カ月が経った現在、改正後からの利

用実績をお教えください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの小山内議

員のご質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

利用実績としましては、平成２７年度からの貸

付実績としましては、平成２７年度が介護福祉士

３名に対し１８０万円、平成２８年度が保健師 

１名に対し４８０万円となっています。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：平成２７年に介護

福祉士３名、平成２８年に保健師１名。 

率直に４名の利用、村長、素直な、いつも素直

じゃないと意味ではないですが、率直な意見とし

てこの利用実績どう考えられますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今のところはいろん

な形のニーズがある中で改正をしていただきまし

た。そういう状況の中で、現在順調に推移してる

んだろうなというふうに思ってます。 

これだけ医療技術者の就職に関して非常に難し

い状況の中で、本村については今のところは順調

に修学資金を借りていただいて、就職をしていた

だいておりますし、それから来年また一人保健師

が就職をしていただけるという状況になっており

ますので、非常に順調かなというふうに今のとこ

ろは思っております。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のほうから  

４名の方々が利用して順調ではないかと。 

私はこの猿払村の修学資金については、非常に

学生だとか親御さんにとっても非常に有利な修学

資金じゃないのかなというふうに考えてるところ

であります。村長は順調とありましたが、村長が

おっしゃるとおり、今地方の医療系職員は非常に

求人をしても就職する方々が来てくれない実情も

わかります。これはですね２番目の質問のほうに

も移っていきますが、たぶん周知の方法や広報の

仕方等に私は問題があるじゃないかと思います。 

そこで２番目の質問ですが、この条例の改正後

の広報、周知方法についてさまざまなところで 

広報活動や周知方法があったと思いますが、具体

的にどんな形で周知したのか、また、その場所や

期間等をお教えください。 

○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。 

修学資金の貸付制度の周知につきましては、 

条例改正時に村のホームページ及び広報誌に掲載

したほか、修学資金の対象職種を養成する大学や
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専門学校を訪問させていただきまして、主に進路

指導の教員に制度の趣旨等を説明し、学生への周

知をお願いしたところでございます。また、学生

向けの企業説明会を開催している学校の説明会や

福祉専門職を目指す学生への説明会に参加し、学

生への職場説明と合わせて、修学資金貸付制度の

説明も行っているところでございます。このほか、

進路の決定していない子ども達を対象として、稚

内高校や浜頓別高校を訪問し、生徒への周知をお

願いしております。 

今後も継続してこのような周知活動を行うほか、

専門学校等と連携を図り、専門職種の必要性や資

格取得までのプロセス等の説明と合わせ、修学資

金貸付制度の活用についての説明を検討している

ところでございます。 

私としましては、基本的には案内用紙１枚を各

学校に送るのではなくて、やはり我々組長も含め

職員がですね、その学校等に出向いて、きちっと

生徒もしくは進路指導の先生に説明をさせていた

だくという誠意を持ってですね、来ていただくと

いうところが大事だろうなというふうに考えてお

りますので、こういう部分につきましても引き続

き足を運んでですね、説明を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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：私の思った以上の

ところで広報等をしているんだなというのが第一

印象です。 

ただ２点ほど、まず拓心中学校にはないんだな、

今拓心中学校には漏れていたのかなと。猿払村の

場合高校がないですから、地方の高校に出る場合

とか地元の稚内高校、浜頓別高校に行く場合は各

学校に説明をしているということでわかるでしょ

うけど、中学校でも３年生なって進路を決める時

には、就職のことを考えたり自分の進路を考える

時には、医療系だったり介護だったりその他の職

種だとか考えることがあるので、地元の拓心中学

校にもこれは猿払村としてこういう制度を持って

ますよ、修学資金がありますよってことが必要じ

ゃないかなというのが１点。 

それと、ホームページに載ってますという話が

ありました。ホームページも私も質問にあたり調

べさせていただきましたが、各自治体でもこの修

学資金貸付やってますが、ほかの自治体もそうで

すが、非常にわかりにくいところにあります。  

教育委員会のホームページのほうに行かなければ

いけない場合だとか、保健業務をやっているとこ

ろに行かなきゃならない場合だとか、非常に猿払

村もわかり難いんです。皆さん見ていただいた方

なかなかいないかと、子育て世代でそれに興味が

ないとそこに行かないと思うんですが、なかなか

見難いところにある。今の子ども達結構ホームペ

ージ、ネット上のもので情報を集めるので、でき

れば猿払村のホームページ上ではトップページに、

この夏から秋にかけて自分の進路を決める時等に

はですね、ホームページのトップにあってもいい

んじゃないのかなというような印象を持ちました。 

それでホームページの猿払村医療職員等養成修

学資金貸付一覧という形で表になっております。

その中で看護師のところ、すみません今皆さんの

ところには資料がなくて何を言っているのかわか

らないかと思うんですけど、担当課のほうはわか

ると思いますが、看護師のところで１カ月に借り

る金額だとか貸付期間、就職猶予の期間、返還免

除のことだとか書いてあるんですが、そこの備考

欄に准看護師が利用不可となっている。ところが

条例をひも解けば看護師修学資金のところにはア

とイ欄があって、准看護士にも貸し付けができる

ようになっている。 

この理由ちょっと質問の項目からずれるかもし

れませんが、もし担当課のほうでこれがわかれば

この説明、今の３点についてお答えをいただきた

いと思います。 

○議長（太田宏司君）：佐藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤克敏君・登壇）：ただいまの

質問にお答えさせていただきます。 

まず拓心中学校への説明なんですけども、これ

につきましては村長のほうからは指示はありまし

た。ありましたけども、学校へのどのような方法
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で説明していくかっていうのを内部の中で検討し

ている最中で、まだ学校には行ってないような状

況であります。 

あとホームページのわかり難いという部分です

けども、この点も自分でも探してみて確かにわか

り難いという部分をこの間発見しましたので、こ

の辺も改善させていただきたいと思っております。 

あと看護師の部分ですが、准看護師不可ってい

うのは、５年制の学校とかに行く場合不可という

形をとっております。それで、通信教育とかその

辺で准看護師が２年間で取れる部分がありますの

で、その部分の貸し付けをするという意味でその

ような形で載っていると思います。 

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）：今の課長の答弁で

おおむね理解はしたのですが、ホームページに載

ってる准看護師利用不可、その５年の学校に行く

場合ということなんですけど、たぶんこれは訂正

されるんですよね。ただこれだと理由も何もなし

に、ただ備考欄に利用不可と書かれていれば、通

信教育だろうが３年生だろうが２年生だろうが、

全部駄目じゃないのかなという判断に陥ると思う

のですが。 

○議長（太田宏司君）：佐藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤克敏君・登壇）：その辺に関

しましては、言われたとおり訂正させていただき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ちょっと一部追加

をさせていただきたいと思います。 

今の条例上の准看護士の貸し付けの部分でござ

いますけども、今の現状の村の准看護師がですね、

正看護師になるための取得をするための資金とし

て貸し付ける部分として、今の条例の中に載って

いるという形でございますので、今の５年生の准

看護師とは、また別の考え方の条例規定となって

おります。よろしくお願いいたします。 

○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。 

そうですね、看護師修学資金のイの欄で本村の

准看護師の職にある者でという部分で、准看護師

の方が正看護師を取る時ですね。とうことはすい

ません、私も勉強不足で申し訳ないですが、この

今の医療等職員養成修学資金貸付条例には、准看

護師を取る場合には、修学資金の貸し付けはでき

ないということになっているのでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今議員のおっしゃ

るとおりでございます。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：では質問というよ

り提案になってしまうんですけど、ぜひ准看護師

の方にも修学資金を貸し付けできるような制度に

変えるのが私はベターかなと思います。その方に

とっては、正看護師を取る時間的な制約だったり

経済的な理由だったり等があって、准看護師の資

格を取ってここに就職したいと考える方もおられ

ると思います。その後にまた正看護師を取りたい

ということも非常に村にとっては有利なことでな

いかと思いますので、その点について提案させて

いただきます。 

また、先ほどいろんな方に周知広報してると言

いましたけど、なかなかこの貸付条例の条例案や

規則の案というのは、どんなパンフレットを村長

が持って各大学や専門学校に行っているのかわか

りませんが、Ａ４のレジメだとかパンフだとかに

まとめてですね、条例案とかこのホームページに

ある表をただ羅列するのではなく、どんな形であ

れば返還の義務が免除されるのかとかですね、そ

んな細かいこともあるようなパンフでお願いでき

ればと思います。 

それでは次に３番目の質問に移らさしていただ

きます。今現在２項目について質問させていただ

きましたが、猿払村においては医療等職員養成に

伴う修学資金の貸し付けということで、一般の学

生に対しては、今修学資金の貸し付けの条例がな

い状態です。あくまでも介護職員、医療職に限ら

れてるんで、今現在日本ではデフレ不況等のあお

りによってですね、サラリーマンの収入が減って



- 4 - 

いる現状にあります。それで１９９０年代では学

生の２０％くらいしか修学資金を借りていなかっ

たんですが、この質問通告書にあるとおり今現在

では、大学に通う４年大学の学生の約５割以上が

修学資金を借りている現状にあります。 

また、それによって滞納者、滞納額も毎年右肩

上がりで推移しています。滞納者に至っては、約

返済義務のある方の１０％くらい、約３３万人の

方々が滞納者となっている。滞納額においては、

確か５０００億円を超えているような滞納額にな

っているというのが現状でございます。 

本村としてはですねえ、高校もなく進学をする

となると必然的に村を離れる。地元の高校として

稚内、浜頓別に行くという進路もありますが、そ

ういう村を離れての学生生活を余儀なくされる村

の子ども達の事情を考えてですねえ、この修学資

金のさらなる拡大、または猿払村独自の新しい修

学資金の創設の考え方についてお聞きしたいと思

います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの小山内議

員のご質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

議員も危惧されているとおり、私も大学生等の

修学資金制度の貸し付けについては非常に危惧し

ているところでございます。無利子、有利子を借

りて大学で勉学を学んでいるという学生が結構い

るというふうに聞いております。その中で、将来

的に修学資金を借りた者同士が将来結婚すると、

だいたい返済に２０年から２５年かかるような話

も聞いておりますので、本当にお金を返すだけで

４０歳、４５歳になってしまうという状況なので

非常に僕も危惧しております。 

また、今までの施策の中で子ども達、乳幼児も

含めて学童の部分についても保育料金、学童の部

分で半額という形でやらしていただきましたし、

現在進めております小規模多機能、これから高齢

者福祉についても現在進めさせていただいてると

いう状況の中で、今後につきましては、この青少

年の部分について何とか力を入れていきたいとい

う状況の中で議員からご質問ありましたとおり、

村独自の新しい修学資金の創設につきましては、

これまでの制度とは別にですね村内外問わず人材

を発掘し、村を担う人材を育成することを目的と

して、村の働き手不足と後継者不足を解消するこ

とを目的とした制度を今検討してる状況でござい

ます。現段階では大きく三つの目的での運用を目

指しております。 

まず、学生時における奨学金の貸し付けてござ

います。これは学生や生徒であるにもかかわらず、

学資の支弁が困難である方に対し奨学資金の貸し

付けをするものでございます。二つ目に就職時で

ございますが、村で就職した方に対し、別に借り

入れをしている公的な修学金を返還する際に一定

の給付を行うものであります。三つ目に就職後の

支援でございます。村に定着していただいた若者

のスキルアップ支援としまして、例えば仕事をし

ていく上で、さまざまな資格の取得が必要となっ

てくる可能性があるわけですが、そのような方や

企業に対し助成を行い、人材育成を図ろうとする

ものでございます。 

この財源につきましては、早急に地域再生計画

を策定し、これを総務省で決定をいただくことに

よって企業からのふるさと納税という形の中で現

状では３割減免ですけども、この計画を作って総

務省で認めていただくことによって６割の減免を

すると。取らぬ狸の皮算用ではないですけれども、

猿払村ではこういうことをやるという形の中で全

国のほうにＰＲをさせていただいて、いろんな企

業さんのほうからふるさと納税で基金を作った中

でそこに入れていただく。また、さらに一般財源

をそこに投入をするという形の中でこういう基金

を作った中で、こういう貸付支援制度を創設して

いきたいなというふうに考えております。また、

一般財源のほうにつきましては、２分の１が交付

税措置という形になっておりますので、現時点で

はいろんな各企業とですね、今後受け入れ体制が

可能かどうかとかいうことを含めながら、いろん

なメリットデメリットがあるでしょうから、今年

度中にいろいろ各企業さんのほうと協議をさせて
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いただいて、来年度中には、この基金制度を設け

ながら何とか運用していければなというふうに考

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）：それでは村長のほ

うから前向きなというか、やれる方向での答弁を

いただきましたので、できれば早い時期に就職、

進路活動とかはこれから始まるんですけど、ほん

とに早い時期にやっていただければなと思います。 

村長が今おっしゃるとおり、奨学金を借りた 

場合、国の公的な借り入れ、日本学生支援機構か

ら借りた時にですねえ、今大学生でいくと私立大

学の文系に入ると４年間で４５０万円位、理系で

６５０万円と言われてます。それが学費です。  

プラスうちの村から出た子ども達はプラス生活費

というものがかかってくる。自宅から通えればこ

の金額で済むのでしょうけど。そうなるとその奨

学金を借りて返済するとなると、だいたいモデル

でいくと、村長がおっしゃるとおり３８か４２ま

で返さなきゃならない。新しい生活が始まり、車

も買う家も買うとなると非常にローンが三重にな

ってしまうような今の世の中です。まして、これ

が滞納が続くとブラックリスト入りなどもという

形に今なっている。 

家のローン、車のローンというのは、ある程度

一定の収入があって審査期間があって、貴方いい

ですよ悪いですよと言われるローンです。ところ

が学生の奨学金に関しては、まだ就職もしてない、

これからどのくらいお金を稼げるかもわからない、

ただ今の学生の段階で、いいか悪いか決められて

お金を先借りしてしまうと。今の日本の奨学金は、

一部の方に言わせると奨学金ではない、ただの教

育ローン、ただの今の先取りの借金だと言われま

す。 

各自治体でいろんな奨学金がつくられています。

やはり一つ自治体でつくっているところは、私も

調べましたが少ないです。県単位、府県単位が多

いのが今の現実です。この小さな村からでもです

ね、一つだけでもこういうような助成制度が、奨

学金の制度が発信できればいいかなと思っており

ます。 

それと一つだけ確認です。さっき三つ村長のほ

うから奨学金を考えていると。一つは学生時代に

普通の奨学資金としての給付。二つ目は就職時に

借りた奨学金に関しての返還に対しての給付、と

いうふうに理解いたしました。そして三つ目がス

キルアップに対する給付。その二つ目について、

もう一度私の理解としては今まで借りた奨学金を

返すにあたって、村独自で奨学金の返還助成制度

をつくるというふうに理解したんですが、その点

についてだけ確認したいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：議員のおっしゃると

おりです。  

ただ問題としては、その償還借りた部分を償還

する部分を貸し付けるのか、さらにあわせてそう

いう人に対して、ひも付きじゃないですけども年

額何万円という形でやるのか、そういうことも含

めですね、いろんな形の中で今後協議していきた

い。ただ、うちのほうとしてはそういう形の中で

まず提案をしていただいて、それから各商工関係

者の方とですね、いろいろ協議をさせていただき

たいなというふうに思っております。 

問題としては議員のおっしゃるとおりです。 

○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。 

一般質問を続行いたします。 

小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは午前中に

引き続き、地域おこし協力隊についてということ

で、２項目目の質問をさせていただきたいと思い

ます。 
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この地域おこし協力隊について、私自身この場

でたぶん４回目になるであろう質問の項目です。

２０１０年の時、この場で質問をさせていただい

てから、もう６年も経ってしまいましたが、まず

地域おこし協力隊は２００９年総務省によって制

度化された事業です。この地域おこし協力隊とい

うのは、人口減少や高齢化等の進行が著しい地方

において地域外の人材を積極的に受け入れて、地

域協力活動を行ってもらい、そしてその後、定住

定着を図ることで意欲ある土地住民のニーズに応

えながら、地域力の維持強化を図っていこうとい

う狙いで総務省が創った制度でございます。 

今現在２００９年に創られたこの制度ですが、

２０１５年度のまとめでは全国で６７３の自治体

で協力隊が派遣というか仕事をして、２６２５人

の隊員が活躍をしているそうです。うちの村でも

地域おこし協力隊を募集し、今現在４名の協力隊

の方々が活躍をしていると思います。その方々の

任期と、また具体的な今現在の活動内容等をお教

え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。 

猿払村の地域おこし協力隊は、現在４名の隊員

がおり、任期につきましては、１年を基本として

最大３年間としております。 

また、具体的な活動内容につきましては、猿払

村からの情報発信、移住定住に関する活動、高齢

者・障がい者に関する支援、新商品開発、観光資

源の発掘等採用条件に従い、それぞれが目的を持

って活動していただいております。 

また、参考までに４名の個々の任期について報

告をさせていただきたいと思います。古い順番か

ら古い職員のほうから言わせていただきます。 

１名につきましては来年の３月３１日まで。それ

と、３名につきましては年度途中からの配属にな

っておりますから、それぞれ８月３１日、１０月

３１日、来年の５月１５日というふうになってお

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）：今任期のお話があ

りましたが、一番の最初に赴任していただいた方

が来年の３月３１日ということでよろしいでしょ

うか。その後は日付しかなかったものですから、

実際は何年間というのをちょっと。 

答弁で１年から３年間というのが総務省の制度

なので、記憶だと来年の３月３１日でいくと、任

期は２年間なのかなというふうに想像したところ

ですが、もう一度ちょっと４名の任期を具体的に

お願いしたいと思います。 

○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

質問についてお答えいたします。 

村での地域おこし協力隊の設置要綱というのが

ございまして、基本的には１年を基本として最大

３年間という総務省の決まりと同じなんですが、

当村のその要綱につきましては、第４条に隊員の

任用期間は１年としてということで、最長３年ま

で延長することができるものとするということで

期間を決めさせていただいております。 

その中で先ほど村長が答弁ございましたけども、

１名は今年の４月から来年３月３１日のまず１年

ということで、これが２年目の期間でございます。

残りの３名につきましては、去年の年度途中から

配属になってますから、それぞれ今年の８月３１

日まで、去年の９月１日からということになりま

す。もう一人につきましては、去年の１１月３０

日から今年の１０月３１日までの１年となります。

もう一人、最後の方につきまして今年の５月１６

日からの配属になっておりますので、来年の５月

１５日までということになっております。 

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。 

基本的には１年ずつの更新という形での理解で

よろしいかと思います。 

人口２７００人強の村において、４人の地域お

こし協力隊の方々が活躍しているということは、

非常にうちの村にとっては有り難いことなのかな
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と。外部の方々のいろんな活力が入って内部でも

刺激を受けますし、今来ていただいてる方々も村

の悪いところ良いところを見て活躍してると思い

ますが、ちょっと２番目の質問とも絡むのですが、

その後、当初話したとおり、その地域協力活動を

行っていただいた後のこの村での定住だとか定着

というのが、私は第２の重要なところではないの

かなと思うところです。ただ１年なり２年なり、

ここでいろんな経験をしていただいて村のために

活躍していただくこともよろしいですが、ステッ

プを１と考えれば、ステップ２はここで起業なり、

就業なり、就農していただくのがベストかなと考

えます。 

基本的に２番目の質問ですが、地域おこし協力

隊の任期は３年間です。今制度がちょっと変わり

まして１年間の延長制度もあるということも聞い

ておりますが、今までの現在全国でデータをとり

ますと、任期終了後は５割の方々が赴任地に定住、

ということは猿払村に定住してもらっていると。

１割くらいの方が近隣自治体に定住しているとい

うデータがあります。 

協力隊の方々、また私たちの思いとしては、任

期終了後もですねこの村に残っていただいて、さ

まざまな形で村のために活躍していただくという

思いがあります。先ほども言いましたが、ここで

起業・就業・就農等していただくことが大切なこ

とと考えます。それに向けた村のサポート体制、

また村長の考えをお聞きします。 

この場、３月の定例議会でも同僚議員のほうか

ら地域おこし協力隊の方一名についての質問ござ

いました。その方の中身は、私の記憶だと新商品

開発の担当の方だと思われます。他地域の事例を

見てみますと、やはり北海道の地場産品を使った

チーズだとか輸入製品だとかベーコンだったりと

か、新商品の開発を手がけている協力隊の方々は

その地域に残りやすい。 

村とか自治体と協力しながら新商品の開発や自

分で起業をして商売をしていくいうこともありま

すが、なかなか技術力以外でその自治体に協力し

てる方々というのは、ホームページ上やさまざま

な情報を見てみると、なかなかその地域に定着さ

れてないのが実情だと私は考えました。 

そこで、この後、その地域おこし協力隊の方々

が村に残っていただくためのサポート体制や村長

お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

お答えさせていただきたいと思います。 

私も地域おこし協力隊には任期が終了したとし

ても、定住をしていただきたいというふうに考え

ております。それが総務省で考える地域おこし協

力隊の一環ではないかというふうに思っておりま

す。そういうことも含めてですね、個々へのフォ

ローのため隊員ごとに現在の目標管理を１カ月単

位で設定し、活動にあたっていただいております。 

そういった過程の中で、隊員本人が村で何をす

べきかを考え、毎月の活動内容や反省も含めて最

終的に自分がやりたいこと、やってみたいことが

より具体化していくのではないかというふうに考

えております。 

また、任期終了後、本人達が村内で起業や就業

を考えているということでありましたら、村とし

ましても最大限の支援を行っていきたいというふ

うに考えております。また、精神的、活動的なサ

ポートとしましては、担当課が主体となって各４

名の地域おこし協力隊員とコミュニケーションを

密に図りながらですね、現在進めております。 

また今の４名の方々については、非常によく頑

張っていただいてるというふうに考えております

ので、引き続き本村のために頑張っていただいて、

将来をここで起業するなり就労するなりという形

でしていっていただければいいなというふうに思

っております。  

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）：今の村長の答弁で

１カ月ごとにいろんな意味で目標を持っていただ

いたり、活動を振り返ったりっていうことがある

ということでございます。 

地域おこし協力隊も良いことばかりではなくて
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ですね、ある自治体では赴任したが、その自治体

と何をやっていいかわからない。ただ任せっきり

で、その方々がやる気も起きない、やる事が見つ

からないというようなことで、その地を離れると

いう事例も多々私達の耳に入っております。実際

うちの村でも最初に来た地域おこし協力隊の方は、

その方の意思によってこの地を短い期間で離れた

のは事実であります。 

今４名いる方々個々で目標を上げていただき、

また、各担当課でもいろいろサポートをしてると

は聞きますが、実際私自身、私自身も悪いとは考

えますが、地域おこし協力隊の方々と顔を見合わ

せながら村のことについて語ったこともないです

し、どんな活動をしているんだっていう方、私達

のこの同僚議員の中でもそういうことがあるかな

と思います。 

そういう意味でそれが行政がやることなのか、

私達村民がやることなのか、いろいろあると思い

ますが、できればやはり遠い土地から来た地域お

こし協力隊、さまざまな年齢層の方が私はいると

考えております。その年齢層でコミュニケーショ

ンを図れるような形、自分が活躍している場、新

商品開発であれば、牛乳と肉の館がメインの職場

というふうになる。その職場の方々とコミュニケ

ーションがとれる。ただ同一年齢の違う職種だっ

たり、違う方々とは非常にコミュニケーションが

とれないのかなという考えもするものですから、

できれば地域おこし協力隊の方々と課とコミュニ

ケーションをとるのであれば、その課がまたその

中軸というか接着剤的な役割を担っていただいて

ですね、村民とふれあう機会というのが非常に必

要かなと。 

自分の職場、やりたいことが見つかって猿払村

に居れる。ただ、村民の人とか誰もわからない。

実際住んでみても鬼志別の例をあげると、鬼志別

の独身寮の周りしかわからないようなことがない

ような形で、できればそういう人間同士のコミュ

ニケーションがとれてはじめて次のステップへ定

着というふうにいくんじゃないかと思うので、そ

ういうような制度化を考えていただけないかな、

またそんな事が今まであったのかなということに

ついて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）：当初来ていただいた

地域おこし協力隊、残念ながら途中で帰られたと

いう部分でその方の時を思い起こしますと、いろ

んな諸団体とお話合いを設けたり、いろいろな場

を行ったんですけども、その地域おこし協力隊の

方にですね、いろんな地域おこし協力隊の目的以

外の支援といいますか、いろんな仕事を頼まれて

しまって一変にパンクしてしまったという状況も

あります。 

ですから今議員が危惧されていたことは、僕も

本なんかで読んでいますけども、やはり都会の方

で仕事が飽きてしまって田舎に行けば、年間何百

万の給料もらって住宅もあり、車もあてがっても

らい、だからそこに行って１年か２年ちょっとや

ってみて、また行くというようなことも最近増え

てきてるんだというような事も本に載っておりま

したけれども、あの決して猿払村ではそういうこ

とがないようにすですね、それぞれの地域おこし

協力隊が目標を持って、また猿払村はこういうこ

とをやってほしいということを明確しながらです

ね、彼らとコンセンサスを得ながらですね今後や

っていきたい。 

また、やっていくことの発表会いうか、いろん

な形の中で何かの事業とか、そういう時に合わせ

てですね自分たちのやっている事、やってきた事

を発表させるという場も必要なのかな。そういう

ことがまた今後のその活力に彼らの活力になるの

かなというふうに思っておりますので、そういう

ことも含めてちょっと検討させてもらいたいなあ

というふうにように思います。 

○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。 

一番最初の方は、いやまあ、いろんな地域おこ

し協力隊の方々も人間ですから、いろんな人とコ

ミュニケーションってワイワイガヤガヤやるのが

楽しい人もいるでしょうし、この場に来て自分の

好きなことに没頭してやりたいという地域おこし
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協力隊の方もいるでしょう。その辺の見極めは行

政なりその課の担当職員、年齢の近い方がいろい

ろサポートしながらいっていただきたいなと思い

ます。 

午前中同僚議員の質問にもありました、これか

らの猿払村をどうしていくんだと。私この１点目

の修学資金の関係、２点目の地域おこし協力隊の

関係、やっぱりこれからの猿払村は１次産業の

方々が残るような地域ではなくですね、２次３次

の方も残る。また、Ｉターン、Ｕターン、Ｊター

ンを促進できるような村であってほしいと思いま

す。だから奨学資金に関しては、できれば村の出

身の方々は、できればまた猿払村に戻ってきてい

ただいて活躍していただく。また、村に戻ってこ

れなくても村外の地で村のために活躍する、村の

ことを考えていただいたり、今現在でも札幌や東

京にお住みになりながら村のことについて、いろ

いろやっていただいてる方々もいるようにお聞き

しております。 

２番目の地域おこし協力隊については、Ｉター

ンで村以外の土地で育った方々がこの地域に来て

いただいて田舎暮らしの良いところ悪いところ、

また村の行政の良いところ悪いところ、足りない

ところ足りてないところ等をサポートしていただ

くということで非常に重要な人材になるであろう

と思います。 

一番最初に失敗したことのないような形でです

ねえ、いろんなサポート体制があると思いますが、

臨機応変に地域おこし協力隊についてはサポート

をしていただき、一人でも多くの方がこの地に残

っていただくことを念願いたしまして私の質問を

終わります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 

 


