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平成２８年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２８年 ３ 月 ８ 日（火曜日）第１号 

 

 

◎ 日程第７ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第７、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）：それでは通告に従い

質問をさせていただきます。 

新商品開発の取組みについてお伺いいたします。 

本村の基幹産業である漁業、農業は地域を支え

る重要な役割を担っており、現在の猿払村そのも

のと言っても過言ではないと考えます。しかし、

過去には乱獲により資源の枯渇を招き、日本一貧

乏な村と言われるほど困窮を極めた歴史がありま

す。今や猿払ブランドのホタテは、世界の様々な

国へ輸出するまでに成長しています。日本の水産

物輸出の第１位はホタテ貝であり、その中でも大

きな貢献を猿払ブランドのホタテ貝が担っていま

す。 

しかし、水産業の弱みは自然が相手であり、い

つ何時状況が一変するか予測がつかないというこ

とであり、仮に現在の好景気が激変する事態が起

きた場合、それが本村の財政状況を直撃するのは

明らかであります。それが住民サービスの低下を

招き、人口流出を加速させ、本村の存続意義が薄

れていくと考えます。仮に現在の状態が継続した

としても、人口減は今後も進んでいくのは明らか

であります。それに少しでも歯止めをかけるため

にも新規産業の創出は不可欠であり、産業振興に

も寄与するものであります。 

将来の本村の安定した行政運営を維持するため

にも、また、中長期的な観点からも新商品の開発

の取り組みは欠かせないものであると考えますが、

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。 

新商品の開発につきましては、村では現在、  

企画政策課地場産品開発係にて担当しており、新

商品開発の取り組みに関しましては、「第７次総合

計画」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の中

で、向こう１０年間で最低５品目の商品開発を行

うという成果指標を掲げております。考案した商

品については、結果として不採用になることもあ

るかとも思いますけれども、チャレンジ精神を常

に持ち、商品の開発を続けていくよう職員には指

示をしております。 

また、一般企業等による新商品の開発に関しま

しては、今定例会で議案として提出しております、

猿払村企業誘致及び地域企業再生促進条例の一部

改正により、新事業の促進や生産性の向上を目的

とした改正を予定しているところであり、既存企

業はもとより、新規参入企業に対しましても村と

して支援していく考えでありますし、それによっ

て新たな雇用が生まれることを期待しております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：村長は先ほどの平成

２８年度の村政執行方針でも述べているように、

新たな商品開発の体制整備と特産品のＰＲ強化と

して、本村の基幹産業である水産業と酪農業の産

品を活用した新たな商品展開をさらに拡大すると

ともに、生産体制の充実を図り、継続的な商品の

安定生産に向けた開発、研究を行い、販路の創出、

拡大に努めていく。そしてさらに重点項目として、

商品開発や特産品開発に向けた体制の充実及び人

材育成、そして安定生産に向けた開発、研究の積

極的推進と技術の向上という方針を打ち出してお
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ります。 

新商品の開発と一言で言っても、開発するにあ

たっては、それなりの人材や環境や施設等が必要

であります。また、新製品開発は新規事業をつく

り出す可能性があり、新規産業創出に寄与するも

のと思います。簡単に新規産業と言っても利益を

追求する企業にとっては、まずは、官民一体とな

った取り組みが絶対条件であり、行政としてやる

気のある企業の後押しをするのは当然と考えます。

これは単純なようで並大抵のものではないと思っ

ていますが、また昨年、地方創生担当大臣と接見

した際も、猿払村は６次産業が極端に弱いと指摘

をされております。 

政府の方針が地方創生を後押ししている今だか

らこそ推進すべきであり、二の足を踏んでいる時

ではないと思っています。そのためには、それな

りの予算の割り当てが必要でありますが、政府の

平成２８年度の当初予算にも地方創生関連だけで

１０００億円以上の予算の割合があるようであり

ますが、こういった予算の活用も絶対条件であり

ます。予算を獲得するのは、行政の人間として腕

の見せどころではないかと考えております。また、

そのような予算を十分活用できるような事業を展

開すべきであると思いますが、この点についてお

伺いをいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

商品開発の部分につきましては、技術担当者と

いうことで昨年１１月に新規に技術者を一人採用

させていただきました。その中で今、牛乳と肉の

館の中で商品開発を進めているという現状でござ

います。 

また、確かに議員仰られたとおり、昨年、国の

方に出向きまして、石破大臣のほうとお会いをさ

せていただいて、移住定住関係の部分についても、

交付金の利用を是非させていただきたいというお

話をさせていただいた中で、猿払村は非常に人口

の流出も少なく、減少も少ないというお褒めの言

葉をいただいた一方で、６次産業化に向けた取り

組みが若干弱いだろうというお話をいただきまし

た。 

その中で、先ほども答弁させていただきました

けれども、第７次の猿払村総合計画の中で最低向

こう１０カ年で５品目をつくってほしいというこ

とで職員には指示をしております。そして現在、

バター、今プレーンバターが１種類ありますけれ

ども、このバターの種類、味ですけれども、これ

を増やした中で今現在、商品開発を進めていると。

それと、あの地場産品を生かした中でのスイーツ

を今商品開発をしているという状況でございます。

この部分につきましては、なるべく早いうちに商

品化に向けた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ので、ご理解をしていただき

たいというふうに思います。 

なかなか牛乳と肉の館の施設整備も含めてです

ね、非常に難しいところもありますけれども、今

後、地方創生事業の一環として交付金等がありま

したら、積極的に予算の交付金の獲得に向けてで

すね、一丸となって私も努力してまいりたいとい

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）：今、村長のほうから

予算の獲得を目指したいということでありますが、

予算というのは待っていても来ないわけでありま

して、まずは事業計画、これをきっちりと打ち出

して、それが国の意思と合致すれば、予算はおり

てくると私は思っております。 

今もバター、その他品目について村長から伺い

ましたが、まずはスピード感を持ってこれに取り

組まないと、１品創り出すのに２年、３年とかか

ってしまう。それが、もし良ければ売れるでしょ

うが、もし万が一、これが人気のない商品だった

場合には、また違うものを創り出していかなけれ

ばならない。これは一般の企業では当たり前のこ

とですが、次から次と新しいものを打ち出してい

かなければ、こういったものは成功しないのでは

ないかと私自身は思っております。是非ともスピ

ード感を持って予算の獲得、そして新商品の開発、
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この辺も含めて行っていただきたいと思っており

ます。 

関連していますので、このまま次の質問に移り

たいと思います。 

②ですが、６次産業は製造、販売、流通をすべ

て一括で事業化するものでありますが、今や６次

産業の振興はどこの地域でも推進しており、国が

推し進める地方創生の大きな役割を担う事業とな

っています。 

本村には、６次産業振興に不可欠な資源が豊富

にあり、さらに今まで廃棄していた水産物や開発

途上の農産物などもあり、このような豊富な資源

を活用した製品開発がすぐにでも行える状態であ

ると考えます。このような事業は、本来、民間事

業者が行うことが望ましいものでありますが、そ

のためには村が政策を打ち出して事業者を募集し

なければならず、現在の状況を鑑みても厳しいも

のがあると考えます。 

本村では、新商品開発の取り組みの一環で村が

主体で開発し、昨年「ホタコロ」を販売開始しま

したが、今後、さらなる製品開発をするべきであ

り、また将来的に民間企業に移行させていくべき

と考えますが、そのための基盤づくりを今は村が

先導し可能性を示す必要があります。 

また、現在製品開発や製造をしている施設に関

しても農産物が主体のものであり、今後、水産物

の開発、製造する施設に転換していく必要があり

ます。新商品開発の取り組みには施設整備の充実

も視野に入れなければなりませんが、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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。若干、

先ほどの答弁とダブるところはあるかもしれませ

んが、ご容赦をお願いしたいと思います。 

現在、乳肉加工施設ですけれでも、牛乳と肉の

館では、牛乳、乳製品及び食肉加工の製造販売を

行っており、水産加工物の開発や製造は取り扱っ

ておりませんけれども、今後におきましては、酪

農業や水産業を含めた幅広い分野での商品開発を

検討するとともに、製品化につながった段階で施

設の整備も進めていきたいと考えております。 

また一方で、村で整備する施設は、開発、研究

を目的としたものに特化し、製造、販売について

は他の民間業者で行う形式も検討しなければなら

ないというふうに思っております。 

また、新たな商品につきましては、先ほども言

いましたけれども、ある程度の試作品ができまし

て、私も試食をさせていただきました。この部分

については僕も非常に美味しいということで、こ

れからの商品化に向けてですね、鋭意、地域おこ

し協力隊も含めながら地場産品開発係のほうで前

向きに検討してスピード感を持った形でやってい

きたいというふうに思っております。 

また、拠点となる所については、牛乳と肉の館

の施設が拠点となるかと思います。その部分で水

産業の資源物を活用した中での商品開発という部

分については、どうしてもいろんな水質汚濁だと

か、いろんな部分の施設整備が相当数必要だろう

というふうに考えておりますので、こういう形の

中で水産物、それから酪農業の産品を活用した中

で商品開発をしていく中では、引き続きどうして

も必要な場合については、施設整備の検討もして

いかなきゃならな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）：ただいま村長より施

設のことに関して答弁がありましたので、そのこ

とについてお伺いしたいと思いますが、現在の施

設は先ほど村長も述べたように、チーズやバター

や乳製品という部分が主体でありますが、万が一

これを水産物の物を加工する施設に変えるとした

場合、その施設は今のままでは持続できないとい

うふうに私は、先ほどの村長の答弁から察しまし

たが、もしこれを水産物や農産物そういった物全

て、まあ他の物もありますね、これから出てくる

いろんな資源を活用して、それを商品に開発する

という部分で総合的に考えていかなければならな

いと思っています。 

もし万が一、じゃああそこで水産物の物ができ
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ないとなった場合に、じゃあ新しく水産物の物を

加工する施設を研究、開発する施設を作るのかと

いう話にもなってきます。そうなってくると、先

ほども村長が言ったように、いろんな問題が起き

てきます。予算もかかるでしょう。万が一、国や

道からの補助が受けられたとしても、それを持続

するという部分では難しいものがあると思います。 

できることならば、水産物も農産物もその他の

商品も含めて一括して同じ施設で研究、製造、販

売するというのが望ましいものであると思います

が、どれも予算がなければ成り立たないものであ

ります。その辺も含めて今後どういった形でそれ

をもし万が一、水産物を研究、製造する物、施設

を作るとなった場合に、これからどのぐらいの施

設の規模にするのか、あのままのたぶん規模では

成り立たないと思います。増築も含めて計画を練

らなければならないと思いますが、そこまでやる

意思があるのかどうかお伺いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

新たな施設を建設することについては、非常に

難しいだろうと。これから現在抱えております公

共施設の営繕、修繕関係も含めると非常に厳しい

だろうというふうに考えております。 

拠点としては、現在の牛乳と肉の館が拠点とし

て、そこで製品を開発したり製造したりという形

になっていきます。あそこの経営体系につきまし

ては現在、猿払村とＪＡ東宗谷が出資をしている

建物でございます。村が約８割、ＪＡが２割とい

う形の中でそこを村の物としていく部分について

は、ＪＡ東宗谷のほうと協議検討をしながらです

ね、課題について解決をしながら将来どうしてい

くべきかという部分については、ＪＡのほうとき

ちっと協議をさせていただきたいと。その上で、

乗り越えるところは乗り越えながら商品開発を進

めながら販売も含めてきちっとやっていきたいと

いうふうに思っています。 

その段階で、新しく水産物を利用した中での商

品開発をしていくんだということで、どうしても

施設が手狭だという部分については、増築をする

なり、いろんな機器を導入するなどしながらです

ね、進めていきたいと。その時についてはまた、

議員各位にご説明をさせていただきながら進めて

まいり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）：本来であれば、こう

いった質問は６次産業という部分で質問したかっ

たのでありますが、先ほど私が述べた「ホタコロ」

に関しては、これは６次産業ではありません。  

６次産業というのは、例えば漁師の人が自分で獲

ってきた魚や貝を自分で加工して、そして販売ル

ートに乗せるっていうのがこれが６次産業です。

今の「ホタコロ」は６次産業ではありません。た

だし、理想というか、本来であれば、こういった

ものは６次産業化して販売しなければならないも

のであると私は思っております。 

ただ、いまの時点では、その６次産業というの

は例えば、漁業協同組合で製造・販売している干

し貝柱だとかソフト貝柱がまあ製品のひとつです。

そういうものは、たぶん６次産業になるのではな

いかと。ただこれを漁組なり農協さんにお願いを

して、またつくってくれということはこれはちょ

っと今の時点では酷ではないかと考えております。 

まずは、行政が道筋を付ける。そして、最終的

には業者さんを探す、若しくは出てくるかもしれ

ないですね。そういう人達が６次産業に向けて取

り組む。これは漁組さんがやらなければ６次産業

にならないわけですから、これは非常に難しい。

というのは、今の形態からしてみると、例えばホ

タテに関して言うと、これは企業体という形でや

ってますから、それを企業体の中で６次産業の物

をつくっていくのか。例えばじゃあ漁業協同組合

の中で６次産業、干し貝柱、ソフト貝柱というの

は必然的にできた製品ですから、新たに別なもの

を考えてつくっていく、これは不可能ではありま

せん。ありませんが、今の形態では非常に難しい

壁があると私は思っております。 

しかし、これ将来的には、ずうっと村があの施

設で物をつくっていくのかという部分に関しても
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疑問を持っております。というのは、先ほども言

ったように本来は６次産業、これを推し進める、

これが最終目標という形で村は考えていかなけれ

ばならないと。ですから、今これから先ほど村長

が言ったような施設を作るんだと仰いましたけど

も、その施設も将来わかりませんよ、何年後にな

るかわかりません。５年後、１０年後、２０年後、

わかりませんけども、その時に６次産業の業者が

その技術を用いて製品化していくっていうことを

していかなければ、これは初めからそれを考えて

やっていかなかったら、その時になってまたバタ

バタになってしまうということも起こりますので、

やる時には初めからそれを念頭に入れた形で施設

を作っていくべきではないかと考えています。 

それから先ほど村長が言った、今の施設はＪＡ

東宗谷さんが負担が２割で村が８割であるという

こと。じゃあここで水産業をやりますといった時

に、じゃあ漁組さんも何割か出すのかと、これは

当然なってきますよね。ただ先ほども言ったよう

に、それは非常に難しいという部分があります。

で、この際思い切って８割、２割をね、村が１０

割にするのかということもこれ、実際問題考えて

いかなければならないことだと思っています。そ

うすることで全ての資源が製品ができる。水産業

も農産物も含めて達成できるのではないのかと私

は思っておりますが、今後そのような計画を考え

ることをするのかどうかお伺いいたします。 

○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

にお答えをさせていただきたいと思います。 

村長も答弁したようにですね、この牛乳と肉の

館の部分でまず、建物自体は平成４年に建設をし

てもう２４年が経過したと。当初の目的としては、

やっぱり酪農振興とですね、酪農のイメージアッ

プとそういうような形で今も現在、実習並びに乳

製品を作りながら運営をＪＡ東宗谷とですね、村

との共同出資により第三セクターとして運営して

いるということでございまして、その部分で議員

ご質問のようにですね、じゃあ水産業がやる場合

どうなんだろうかというところについてはですね、

やはりしっかり今の出資母体のＪＡと村と協議を

しながらですね、今のほんとに全体を考える上で

やはり、猿払村を支えているのは漁業と農業の 

一次産業が柱となっているわけでございますから、

この辺の部分を含めてですね、新製品をやはりつ

くっていくのが本来の姿かなというふうにも思っ

ておりますし、国としてもやはり地方創生加速と

してですね、やはり新３本の矢として希望を生み

出す強い経済ということも言われておりますので、

やはりここは村が主導権を握った形でですね、新

規事業の促進など民間企業と合わせて継続してい

くというかですね、促進していくことが妥当だろ

うというふうにも考えますし、２７年度の牛乳と

肉の館のふるさと納税の取扱高もですね、   

２８９４件の１７００万円以上の売上があるとい

うこともございますので、この辺もう少し水産業

を使ったですね新製品を考えることによってです

ね、もう少し幅も広がるものかなというふうにも

思っております。 

いずれにしても今の先ほども村長が答弁にあり

ましたけれども、施設の部分で新しく建設すると

いうところはですね、非常にハードルも高いのか

なというところもございますので、今の生産環境、

いわゆる後は並びにですね施設整備等の部分もで

すね、今の検証した上できちっと今後考えていき

たいというふうに思っておりますので、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）：今後、前向きに検討

したいということでありますので、よろしくお願

いいたします。 

それから、先ほど言ったような事業形態を変え

ていくということになると、今までやってきたも

のを変えていくわけですから、もしかすると弊害

が起きるかもしれません。それに関しましても、

他の団体等も含めて円滑な方法でそれを移行して

いただきたいと思っております。 

この新商品の開発という部分の私の最終目標と

しているのは、当然皆さんも同じだと思いますが、
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住民の生活を安定した生活をさせる。もっともっ

と向上させた生活を住民にしてもらう。これが目

標であります。そのための一つが新商品の開発で

あり、雇用を増やす、地場産品を増やして雇用を

増やすということがこの質問の趣旨でありますが、

これは先ほども村長も述べていたように、地方創

生にもつながっていくものではないかと思ってお

ります。 

昨年、本村では地方創生、これは関連したこと

ですので質問をさせていただきますが、先行型交

付金を受け取りました。その、まあ知っている方

もいると思いますが、全国６７の自治体で応募が

あったそうです。先行型でいう部分に関してはね。

総数１１５３件、２３６億円が交付をされました。

そのうち、北海道だけでみるとわずか５５市町村

だったそうです。そのうち、１３億円が２３６億

円から支払われました。ただし、その中で本村の

ような単独の事業というのは、僅か３８件だった

そうです。北海道の中で。率にすると、全国の率

にすると６２パーセントだったそうですが、その

６２パーセントの中に本村の先行型交付金が与え

られました。これは、本村の事業が優れた事業で

あったと認められた証しであります。同じスター

トラインから事業を計画、立案したアイデアと実

行力はこれは私は賞賛に値するものと思っており

ます。 

しかしこれは、どんな事業計画でも同じであり

ますが、新商品を開発するということは、アイデ

アだけでは製品化することはできません。それに

伴う研究、開発が不可欠であり、先ほど言ったよ

うに施設整備も重要であります。本来であれば、

生産、加工、販売という完全独立産業化が望まし

いものでありますが、先ほど言ったようにホタテ

貝だけに関してみると、それはもうちょっと先の

話になるのではないかと。そのための道筋という

か後押しを本村としてはしていかなければならな

いと考えております。是非とも円滑な方法で事業

を移行し、計画立案していただきたいと思ってお

ります。これは答弁はいりません。 

では、最後の質問です。 

どのような優れた事業計画も最終的には優秀な

人材が必要であり、その確保が最重要課題であり

ます。新商品の開発にも人材確保が重要課題であ

り、現在は、職員とともに地域おこし協力隊が製

品開発、製造に携わっていますが、隊員には３年

という期限の縛りがあり、今後任期満了に伴い他

の地域への転出、または村内に留まる意思がある

場合でも新規雇用先を探さなければなりません。 

人口減少対策のみならず優秀な人材を確保する

という意味でも雇用創出を図るべきであり、その

ためにも新商品開発を専門とする部署、またはプ

ロジェクトチームを設けるような施策も今後必要

であると考えますが、村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。 

現在、牛乳と肉の館におきましては、現有の職

員体制では食品衛生管理や新商品の開発などを進

めることが困難であったことから、昨年１０月に

地域おこし協力隊１名と昨年１１月に有資格者で

ある村職員として１名をそれぞれ採用させていた

だいております。 

議員仰るとおり、地域おこし協力隊には３年間

という期限があるため、任期を終えた後は村を離

れる可能性もあるわけでございますけれども、大

変優秀な人材であると評価しております。そのた

め、私としましては村に残っていただき、任期満

了後も何らかの形で村のために頑張っていただき

たいというふうに考えております。 

新商品開発にそのまま携わっていきたいという

ことでありましたら、畜産振興公社の職員になる

か、または村の職員として勤務していただくかは、

今後本人とも相談をさせていただきながら検討し

ていかなけばなりませんけれども、いずれにしま

しても、村としてできる限りの支援を行ってまい

りたいというふうに考えております。 

また、今は牛乳と肉の館内の職員の独自性を期

待し、新商品の開発を進めていただいております

が、役場職員などの若者が中心となるなど、外部

からの視点からの新商品開発のアイデアを出して
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いけるような仕組みづくりにつきましても、今後

検討してまいりたいというふうに考えております

し、私もこの新商品開発という部分については力

を入れていきたいということで、就任当時に商品

地場産品開発係を創設させていただいて、今そこ

のところで一生懸命やっているという形でござい

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）：昨年度、国勢調査が

ありました。１９２０年の統計以来で初めて日本

の人口が減ったというところは皆さんがご存知の

ところでありますが、しかし本村のような地方の

自治体にとって人口減少は、今や当たり前の現象

であります。 

既に取り返しのつかない状態となっている自治

体も存在してるのが現状と考えております。現に、

宗谷管内では昨年１２月からの３カ月で２９３人、

この１年では９６５人、約１０００人もの人口が

減少しています。本村の減少率は依然低く移行し

ておりますが、一人でも多くの住民を村外へ流出

させないような地域づくりを継続的に行っていか

なければなりません。そのためには雇用の促進が

絶対条件であります。 

地域おこし協力隊の方々は、３年間の生活の中

で本村の魅力を発見し、今後も住み続けたいと希

望する方がいるかもしれません。３年間の活動の

中で様々な知識を吸収した優秀な人材を流出させ

るわけにはいかないと私は考えております。この

地に生まれ育った者にはわからない本村の魅力と

可能性を隊員の方々は知っていると私は思ってい

ます。隊員経験で養った知識を生かした雇用体制

が一番力を発揮できるものであります。 

新製品といっても水産物や農産物の商品だけで

はなく、観光資源も実際、地方の自治体にとって

は貴重な資源であります。地域おこし協力隊は、

本村の魅力を発信するという役割も兼ねています。

このような様々な新製品に関した雇用促進につい

て、例えば観光、これも商品と言っていいのでは

ないかと思いますが、それについて考えをお聞き

します。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：観光につきましても

当然地方創生の地域おこしの一環として、私も力

を入れていきたいというふうに考えております。 

昨年、移住定住の方々が１２０名ほど本村に来

ていただきました。その中で私たち村のいいとこ

ろをいろんなＰＲをさせていただいたんですけど

も、現実に私たちもＰＲはさせていただきますけ

れども、地域おこし協力隊の方々が実際に東京と

か長崎からうちの村に来ていただいて、その中で、

うちの村のいろんなところのＰＲをしていただく。

そちらのほうが逆に説得力があったんじゃないか

なという形の中で非常に僕も喜んでおりますし、

実際そういう方々もですね、新商品開発だけでは

なくて観光の部分もいいところでいろいろ彼ら一

生懸命に努力していただいておりますので、今後

その観光の部分もですね、一緒にこれから地域、

全道、全国の方々にですね発信していっていただ

いて、また聞いた方々が伝書鳩のように猿払村を

またＰＲしていただけるような施策も含めて検討

していきたいと、積極的に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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ただいま村長の答弁

の中で、おもてなしという部分で首都圏から  

１２０人ですか、本村に来村したということであ

りますが、私も漁業者の一人として漁港など付い

てまわった一人でありますが、非常にびっくりし

たのが、こんな田舎にと思っている住民もいるか

もしれませんが、あのう素晴らしいと。何も無い

のがいいんだって言われて、褒められているのか、

けなされているのかよくわかりませんでしたけど

も、本当に首都圏の人はそういったものをただ見

たいだけで、観光の人もまあ３分の２ぐらいいた

かもしれませんが、残りの３分の１くらいの人は

おそらく就活ではありませんが、将来仕事がね、

何もなくて首都圏はもういいと、人混みの中はも

ういいという人が本当にここに住んでくれるんじ
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ゃないかというぐらいの勢いで皆さん語っておら

れました。私もいろんな人とその時話させてもら

いましたが、ほんとにびっくりしたのが、素晴ら

しいという一言に尽きると思います。 

何十人もの方がこの猿払村に来て、見た所はた

いした箇所はありませんでしたけども、例えばホ

タテの加工場に行ってね、木箱に入ってる干し貝

柱を手掴みでね、もらえるなんて普通の住民でも

あり得ないことです。組合員でもあそこには入っ

ていけないわけですから。そこに行って、そのよ

うなサービスをね、漁組さんの協力も得てやって

もらったという部分に関しても感謝をしたいと思

いますが、それがあったからというわけではあり

ませんけども、そういった部分でもこれからね、

人口増につなげていけるような施策もできるので

はないかと。それの一環として観光資源というも

のもひとつの商品であると私は考えております。 

この新商品の開発というのは、物だけではなく

夢や希望もその中に含まれているのではないかと

考えておりますので、いろんな分野でのもの、こ

れからおそらく事業計画を先に進めるのであれば、

事業計画をきちっと練って、そして他の団体とも

うまく取り持っていけるような形で議会のほうに

提出をしていただきたいと思っております。最後

に、村長にもう一言答弁をいただければと思って

おります。 

○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

お答えします。 

最近は地方創生という言葉が少し薄れてきまし

たけれども、そういう部分にはしっかり力を入れ

てですね、これから移住、定住、それから観光資

源という形の中でしっかり力を入れながら計画を

きちっと作って、また、先行的な地方創生の交付

金等がこれからたぶん随時出てくるかと思います。

その部分については敏感に反応させていただいて、

きちっと計画を作る。その中で議員、また議員各

位のほうにご説明をさせていただいて、賛同を得

られるような計画づくりをして、将来の猿払村が

少しでも人口減少がならない、少しでもなだらか

になれるような施策に今後職員一丸となって取り

組んで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）：この事業を計画する

ということでございますが、最初に言ったように、

これには予算というものが必要であります。村の

予算を全部使って単費でやるというのでは、これ

は計画はすぐできるはずでありますが、そういう

わけにもいかないという状況でありますのでね、

是非とも予算というものは、さっきも言ったよう

に地方創生関連だけで平成２８年度、１０８０億

円の予算が付いております。これを少しでも１円

でも多く獲得するための事業計画というものは、

これは私たちではなく皆様方、職員の仕事であり

ます。それを議会に提示していただく。これが絶

対条件でありますので、是非とも素晴らしい事業

計画を練っていただきたいと思います。 

答弁はいりません。終わります。 

○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５７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。 

３番、高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：それでは、一般質問

の通告書に基づきまして、大きく３点ほど村長に

質問させていただきたいと思います。 

まず１点目の高齢者対策についてでありますけ

ども、猿払村では新年度の村長の先ほどの行政執

行方針にもありましたが、第６期猿払村介護保険

事業及び高齢者福祉計画に基づき、小規模多機能

型居宅介護施設及び地域交流施設を計画しており

ます。これはまさに、少子高齢化の波を第１次産

業の活性化による雇用対策基盤の充実と移住定住

促進事業の推進による猿払村人口減少の歯止め対
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策等による集大成の一環と理解しております。言

い換えれば、一つの産業推進とか単に福祉の充実

というものだけではなく、猿払村の将来を見据え

た上での総合対策であり、目先の対策ではないと

理解しております。 

しかし反面、村民の皆さんの中には老朽化した

施設はどうするのかとか、あるいは猿払村の負債

はどうなっているのだといったような不安をお持

ちの方もいらっしゃいます。そうした不安を払拭

することも大事なことであると思いますし、先の

見える行政運営をこれからもお願いをしたいとい

うふうに思っておりますが、最後まで猿払村に住

みたいと考えている村民の期待も大きいと考えて

おります。これからも村民がさらに理解し、将来

の生活設計が組めるよう我々議員も含め村民の皆

さんに発信していかなければならないと考えてお

ります。 

そうした取り組みの中で今回の質問は、現役を

退職された方々の中には、まだまだ元気で何か社

会に貢献したいと考えている方もおられるのでは

ないかというふうに思います。各分野でプロ級の

仕事とはいかないまでも、少々のお助けマン的な

仕事ができる環境づくりが猿払村にも必要ではな

いかという思いであります。 

他町村には、シルバー人材派遣会社的な組織を

立ち上げて対応しているところもあります。猿払

村も少し行政側から支援をし、組織の立ち上げが

できれば、村民同士のコミュニケーションとか人

生の充実感につながるのではないかというふうに

思います。そうした対応の窓口の設置とその必要

性について、村長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの高橋議員

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、本村における高齢者人口等の関係につい

て、ご説明をさせていただきたいというふうに思

っております。猿払村における６５歳以上の人口

につきましては約６００人でございまして、その

うち約１５０名の方が就労しているものと推測し

ております。未就労の方のうち８０歳未満で病気

や傷害等により働くことのできない方を除きます

と未就労の方は、おおよそ２００人というふうに

推測をしております。 

議員の仰るとおり、現役を退職されてお仕事を

されていない方々の中には、社会に貢献をしたい

と考えている方、また、自分の技術や知識を発揮

できる場があればと思っている方も多くおられる

と思いますし、そういう場があることで認知症予

防にもつながるのではないかというふうに考えて

おります。 

当面はこのような方の就労支援の一つとして、

村内公共施設の管理業務を担っております猿払振

興公社を活用した高齢者の雇用促進のほか、技術

の発揮の場としては就労という形ではございませ

んが、教育委員会で生涯学習の一つとして実施し

ている「その道のプロに学ぼう」をはじめとした

地域人材の活用と社会参加事業を展開していきた

いというふうに考えております。 

また、組織に関しましてですが、議員の仰ると

おり組織とは、法律に規定されたシルバー人材セ

ンターや人材派遣会社ではなくて、村民同士のコ

ミュニケーションのとれる身近な組織かというふ

うに考えます。現在も社会福祉協議会や保健福祉

課が中心となって人材確保の努力をしております

が、村といたしましても有償、無償のボランティ

アも含めてどのような支援をすることによって人

が集まるのか、有効なのかを検証し、支援の方法

について早急に検討してまいりたいというふうに

考えております。 

過去にこのようなご質問もございましたので、

逐次進めてまいりましたけれども、なかなか進ん

でこない、ボランティアが見つからない。除雪ボ

ランティアさん、それから配食ボランティアさん、

いろんな形で募集をかけてきたんですけども、な

かなか人が集まってこないという現状もございま

すので、有償、無償も含めた形の中でですね、再

度きちっと早急に対応していきたいというふうに

思っております。 

なお、窓口の設置に関しましては、一応、社会
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福祉協議会が主体となり、保健福祉課と協力して

いきながら対応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）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：ありがとうございま

した。 

これからきっと定住移住促進事業等にも関わっ

てくるといいますか、例えば、英会話の塾を開く

だとか、１週間に１回でも１時間でも子供さんを

集めてそういった勉強会をやってみたいなだとか、

あるいはパソコンでも教えてみたいなとか、いろ

んなことが出てくるというふうに思いますので、

今村長のほうから社会福祉協議会のほうで窓口に

してということをお聞きしましたので、是非とも

そういう身のあるものにつないでいただきたいと

いうふうに思っております。 

次の質問に移らせていただきます。 

緊急時の情報の伝達方法についてであります。

猿払村は平成２２年度地域情報通信基盤整備事業

により、地上デジタル化への対応、光ブロードバ

ンドへの対応が図られてきました。同時に音声告

知端末が全戸配置され、防災無線として活用され

ているところであります。 

５年前の東日本大震災ですとか、平成７年の阪

神淡路大震災のような突発的であのような大規模

な災害に対しては、先ほど緊急メールの活用、推

進も行っているというふうにお聞きしております。

そういったものも大事だというふうに思いますが、

この普段村民の方々に共有していただきたい情報

の伝達方法として、現在のままで良いのかどうか

ということを危惧しております。 

放送の時間帯あるいは緊急時の場合、家庭内で

その情報を得ることができない状況にある場合も

あります。録音機能もありますが、緊急時には通

用しないというふうに思われます。各現場を有す

る業種の作業場、あるいは工場内ですとか、酪農

家の場合は牛舎にいる時間帯であるとか、様々な

状況を想定します。 

これらの環境下での情報を受信できる環境の整

備をお願いしたいというふうに考えております。 

全て行政の負担か一部自己負担も必要なのかも

含めて、事業の推進は可能かどうかをお伺いした

いと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いうふうに思いま

す。 

議員のご質問のとおり、平成２２年度の地域情

報通信基盤整備事業により光ファイバー網の整備

を行い、音声告知放送端末の設置、テレビの地上

デジタル化及びブロードバンドサービス対応を実

施したところでございます。 

各酪農家の牛舎への放送端末機器の設置につき

ましては、事業実施の際にも要望があったところ

ではございますが、環境的な問題などから告知放

送端末機の設置場所は、住宅及び事業所等の事務

所とさせていただいたという経過があります。 

また、費用面のみならず、放送端末機器の設置

場所やカバーできる範囲の問題も含め、各牛舎へ

の告知放送端末機の増設による対応は難しいと判

断せざるを得ない状況でございます。 

牛舎を含め、住宅や事務所以外の場所における

緊急時における情報の伝達につきましては、平成

２６年度に整備しました携帯電話等への「ほっと

メール」サービスの普及拡大により、対応を図っ

てまいりたいというふうに考えておりますので、

少し後ろ向きな答弁にはなりますけれども、よろ

しくご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：村長もご存知かと思

いますけども、今農協のほうでは、酪農総合管理

システムと言いまして、牛の個体、牛の耳標を国

が管理しているわけですけども、そのデータを活

用した中で、牛が生まれたとか、死んだ、売った、

買った、そのほかに受精をした。いつ生まれるだ

とか、それから獣医に診てもらった。どんな病気

でどんなふうに何時診てもらったとかっていうふ

うなことで、今補助事業の中で農協が進めている

状況にあります。その内容をですね、農協は一つ
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のクラウドにためておいて、自宅であってもそれ

から牛舎の中でも見て、牛の状況を確認しながら、

経営のシミュレーションの活用ですとか生産性の

向上の対策として使おうとして今進めております。 

実はもう一つ、農家のほうでは、バルククーラ

ーの所までですね電話回線が入っております。そ

こではですね、何時の時間帯にミルカーにスイッ

チが入って、その時のバルククーラーの温度が何

度に下がっている。下がっていなければ、自動的

に農協ですとかに警報が入りまして、スイッチが

入ってないよと。牛乳を投げなきゃならなくなる

から、すぐに対応しなきゃならないといったよう

なところまで今進めております。 

そういうことを考えますと、今回この私の質問

している防災事業の関係だけでなくて、これはひ

とつの産業の振興にもつながるものではないかな

とふうに考えております。 

是非とも、ただいま難しいというふうにお伺い

しましたけども、単なる防災無線の整備というだ

けでなくて、この産業の推進のためにも是非とも

必要なんだというそういった牛舎の環境づくり、

農家の生産性の向上のためのそういった事業展開

に進めていただけないものか、もう一度お伺いし

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）：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。 

今ＪＡ東宗谷のほうで取り組んでいるその補助

事業の部分については、お話を聞いております。

全道でも先駆的な事業というふうに聞いておりま

す。 

ただ、一部の地域でまだ通っていないところも

あるもんですから、具体的な費用、経費がですね、

これからたぶんＪＡ東宗谷のほうから具体的なお

話が相談があるかと思います。その時点で僕のほ

うも先駆的な事業の取り組みという状況の中で、

各農家さんのご理解をいただいているという状況

の中で、積極的にですね、どのくらいの費用がか

かるかわかりませんけれども、積極的に組合のほ

うと共同しながらですね、取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

具体的な部分については副村長のほうから補足

説明、答弁をさせますので、よろしくお願いいた

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）：村長の答弁に続い

てですね、若干聞いている範囲で答弁させいただ

きたいと思います。 

農協のほうからですね、若干のお話がありまし

た。事業の説明もあってですね、酪農の総合管理

システムの立ち上げということで、産業振興とい

う形で何とかできないかというところの部分もあ

りまして、実は先ほど村長も言ったように一部「ホ

ットメール」を飛ばす部分もですね、狩別の一部

の地域でですね、やっぱり光回線を利用した形で

やっぱり考えなきゃいけないんだろうなというふ

うに思いますので、その辺一部あのう牛舎の部分

で不具合がある所があるもんですから、その辺に

ついては今試算を村のほうはもう既に終わってお

ります。一応額としては、８０万円前後ではない

んだろうかというふうにも捉えておりますし、先

ほど「ほっとメール」で携帯電話に飛ばすという

ような答弁もさしていただきましたけれども、も

し農協のこの事業がですね、タブレット端末とい

うような形で行うというふうにもお聞きしており

ますので、できればこのタブレット端末にですね、

その「ほっとメール」情報を飛ばすというような

ですね、考え方もＪＡのほうにですね、きちっと

こう協力を願えるかどうかを含めて検討させてい

ただきたいと思います。 

その上で最終的にいろんな通信線の回線使用料

とか、様々な負担がですねえ、いろいろ今後出て

くると思います。この辺については、しっかりと

ＪＡ東宗谷と協議をさせていただいて、村がどこ

まで支援が必要なのか含めてですね、その辺につ

いてはきちっと精査をさせていただいて、最終的

にはこれ、防災の観点だけでなくてですね、生産

性の向上、いわゆる１次産業の酪農振興の向上と

いうことも最終目標だと私は思っておりますので、

この部分については是非ＪＡのほうと相談してで
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すね、協力を願って事業の推進をしていければと

いうふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：ありがとうございま

した。 

１軒１軒に全戸にタブレットを設置する場所が

きっと牛舎だというふうに思うんですよね。そう

いった環境づくりを是非とも、もし応援できる部

分、全部とは私は思ってないんですけども、もう

回線も入ってますしね、今副村長から話があった

ように光でいい場合と必要な場合と、それから 

ＷiFi だとか自宅から飛ばして、きく場合ときか

ない場合といろいろあると思うんですけども、是

非とも酪農産業の振興のためにですね、是非とも

お力添えをいただきたいなというに思います。 

次の質問に移らせていただきます。 

最後の質問になります。 

子育て支援について伺います。 

子育てについては、保育所あるいは子育て支援

センターの職員の方々が中心になって数多くの対

応を行っていることに、まずもって敬意を表した

いというに思っております。 

今回の質問は、まだ保育所に通っていない、あ

るいは通っていても土曜、日曜、祭日とか近隣に

おいての遊具施設が無いという保護者がおられる

ということであります。安全、安心して利用でき

る体制には遊具の管理方法とか遊具の種類、場所

とそれから検討材料が多種あるかと思いますけれ

ども、幼児を元気に健康に育っていただくために、

また育児をされる保護者のためにも是非ご検討い

ただきたいというに思っております。 

過去にも一般質問があったというに伺っており

ますけれども、もう一度、村長のお考えをお伺い

したいと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２カ所の保育所には、それぞれ園庭に遊具

が設置されておりますが、特に老朽化が進んだ浜

鬼志別保育所の遊具につきましては、平成２５年

度に一部遊具の入れ替えをしております。また、

鬼志別保育所には平成１５年の改築時に設置した

遊具と統合した知来別保育所から移設した遊具が

設置されております。 

しかしながら、鬼志別保育所につきましては、

収容人員や地域の子ども達の利用状況から見て、

現状の遊具の数は不十分であるというふうに私も

感じております。 

今のところ、遊具に大きな不具合は出ておりま

せんが、子ども・子育て支援事業計画のアンケー

トにも遊具の充実が望まれていることから、鬼志

別保育所への新たな遊具の設置につきましては、

総合計画実施計画に盛り込み整備を進めてまいり

たいというふうに思っております。 

また、児童遊園につきましては、現状の遊具の

維持を基本として、管理をお願いしている自治会

と連携をとりながら、安全で安心して利用できる

よう努めてまいります。 

一応、村内の各保育所の関係で全部こういうふ

うに調査をさせていただきました。その中で非常

に丸太だとか、そういう所にすき間が入ってきた

りとか、それから色が非常にもう塗装がとれてし

まってるというようなこともありますので、そう

いう所については今年度修繕をさせていただきな

がら、色のはげてる所についてはきちっと色を作

りながらですね、進めてまいりたいというふうに

思っております。 

また昨今、西町の新しく新団地の方にいろんな

住宅が建設、民間の方も利用して建てていただき

ました。そちらの方にも子どもがどんどん増えて

いるという状況の中では、今後はそういう所の一

角にですね、遊具の設置も必要になってくるんだ

ろうというふうに考えておりますので、そのこと

も念頭に置きながら、今後、遊具の整備について

は努力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）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：ありがとうございま
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した。 

前向きに検討されているっていうことで理解で

きました。 

今現有の遊具のある場所って言いますか、是非

あのう市街化区域等の活性化というか、これから

の計画にあたってもですね、自治会なりともある

いは保護者の方々ともですね、そういった話をし

ていただいて、一番心配するのは、役場で設置し

たんだから何か起きた時には全部役場の責任だと

いうことにならないようにですね、やはり保護者

の方からもいろんなチェックをしていただくだと

か、自治会の人にもその管理については協力をい

ただいて、やるんだということも含めてですね、

これからそういった取り組みをしていただきたい

というふうに思います。 

ありがとうございました。 

これで終わらせていただきます。 

○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。 
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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。 
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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

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
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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。 

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
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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

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。 
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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。 

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）：○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○、○○○○○○○○、○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○
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○○○○○○○○○○。 

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○、○○○○○○○○○○○○○○○、○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○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。 

○議長（太田宏司君）：一般質問を続行します。 

５番、森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：一般質問通告書に基

づき質問させていただきます。私の質問は１項目
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５点でございます。 

まずはじめに、小規模多機能型居宅介護等施設

は村政執行方針にもありますとおり、平成２８年

度より２年計画で建設が始まります。 

住民や議会に対し、施設の必要性及びサービス

内容の説明はある程度されていますが、事業費は

実施計画ができ上がった後の２月に議会説明があ

り、さらに今後にかかる村の財政負担、そして  

住民負担の詳細は示されていないと思われます。 

そこで、これらを明らかにするために、改めて

以下の事項について質問いたします。 

まず第１点として、当初の説明では２８年度の

単年度計画というような話だったと思いますが、

どのような理由で２年度となったのか、その辺の

ことを簡潔に説明願います。 

○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。 

平成２８年度は、第７次総合計画の初年度であ

ることもあり、当初予算における歳出要求額を取

りまとめたところ、一般会計の総額が５２億  

８３００万円となり、予算査定前で３億６５００

万円の財源不足という状況でありました。そのた

め、財源不足の解消のため、総合計画実施計画に

基づく事務事業の計上見送りを相当数行い、一般

会計の予算規模については５０億円を下回ること

を念頭に予算査定を行ってまいりました。 

その中で、この小規模多機能型居宅介護等施設

建設事業の財源につきましては、その多くを地方

債としておりますが、中でも借入における元利償

還金に対し、地方交付税でその７割が措置される

過疎対策事業債を活用した事業実施を予定してお

ります。 

しかし、ここ数年来、過疎対策事業債における

全国からの借入要望額が国の地方債計画を超過す

る状況にあることから、一定の借入制限が行われ

ている状況にあり、単年度での起債発行となった

場合に見込まれる約７億円の借入が削減された場

合は、一般財源により財源を補てんしなければな

らない状況も想定されましたため、建設事業費の

平準化と単年度での地方債借入総額の圧縮を図る

観点から、建設年度を２カ年に分けるという結論

に至った次第でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁の中で過疎

債の平準化、それから要望が多くて過疎債がまん

どに借入ができなかったと、ためというような答

弁がありましたが、その中でも私はちょっと予測

したのは、ほかにも当初の建設費ですね、概算よ

りはかなり増えたんじゃないかなと。 

そういったものも２年度に分けた理由になるの

かなと思ったんですが、その辺ちょっとお聞かせ

ください。 

○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

質問に対してお答えいたします。 

建設費が当初検討していた金額から変更になっ

た原因といたしましては、まず単純な労務賃金単

価や材料費の上昇、これがございます。 

それとですね、当初車庫スペースというものを

設けてはおりませんので、そこを車庫スペースを

併設し、そこから要介護認定者の方や他のお客様

が車庫から出入りするということも想定されるも

のですから、その部分についても併設したこと。 

それと冷暖房設備を当初化石燃料ということも

想定はしたんですけども、その時も再生可能エネ

ルギーということも可能性として念頭に置いてお

りますことから、そこを地中熱に変更したという、

そういうところが主な理由となっております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の質問については

だいたい理解はできたんですが、通告から若干離

れるかもしれませんが、今後の質問の中にちょっ

と反映させていきたいと思いますので、先日示さ

れました進捗状況の資料がありましたね。その前

の図面にもありましたが、車庫スペースが、あ違

う。建設費ですね、その中で、備品購入というの

は入ってなかったんですが、その辺は別にかかる

ということで考えてよろしいんでしょうか。 
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○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。 

先日をご説明した中では、申し訳ありません、

単純に建設費だけのことをご説明をしたものです

から、その部分が抜けてはおりました。 

それで今ご説明させていただきますけども、そ

の建設費と加えて暖房機器、あとその他備品、あ

と車両等の購入について、今６４００万円を見込

んでおります。ただし、この車両につきましては

後ほど説明するとは思いますけども、今保健福祉

総合センターで車両等を使っているものが果たし

て他の事業、ここに移す事業に対しての今同じ事

業で使っているのであれば、その運用も考えなが

ら行く可能性もありますので、この６４００万円

というのは、多少前後する可能性はあるというこ

とをご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今、山田課長のほう

から備品購入について、だいたい６４００万円前

後かかるのではないかということでしたが、これ

過疎対策債には該当するのでしょうか。それだけ

を聞きたいです。 

○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。 

この備品の中につきましては厨房機器、それと

車両購入につきましては過疎債の適応、まあ一部

非該当の部分もあるとは思いますが、その部分が

過疎債の適用になりまして、その中で食器だとか

厨房用品だとか、何て言うんでしょう、小さい備

品、事務用備品だとかにつきましては、単費とい

ういうことにはなるんですが、そのうち５５８万

９０００円が道の補助金であります、施設開設準

備経費助成特別対策事業交付金ということで約 

５５８万円、それぐらいが特定財源として歳入を

見込んでおります。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：わかりました。 

それでは次の質問に移りたいと思います。 

２点目といたしまして、部門・職種別採用計画

についてお知らせいただきたいと思います。 

これは２８年度、２９年度、この２年間にわた

って採用されると思いますが、その２年度分でお

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思います。 

職員の採用計画につきましては、責任者、管理

者、介護支援専門員等を含めた計２４名での体制

を考えており、その一部は、臨時職員として８名

程度の採用を考えております。また、介護福祉士

の採用予定人数につきましては、１０名ほどを予

定をしており、１０名のうち３名につきましては、

前倒しで平成２８年度に採用することとしており、

施設での授業内容の詳細な検討を行っていただく

とともに、各関係機関での研修や実習を通じて、

開設時にはその中心となって働いていただきたい

というふうに考えております。 

なお、ほかの職員確保につきましても、今現在

も各学校を訪問するなど営業活動を行っており、

平成２９年度の採用に向け鋭意努力を行っている

ところであります。 

ただし、この職種別職員の中で責任者、管理者、

事務職員、介護支援専門員、看護師の五つの職種

につきましては、いろいろなパターンでの兼務が

可能となっており、既存の村職員との人事異動を

含めた中で職員配置の検討を行っております。 

一方、地域交流施設におきましては、社会福祉

士、理学療法士、保健師の人材が必要となります

が、理学療法士につきましては、現在、稚内禎心

会病院から派遣を受けております。その事業を引

き続き、稚内禎心会病院から派遣を受けていきた

いというふうに考えております。また保健師につ

きましては、現職員との人事異動で配置する方向

であり、社会福祉士につきましては、平成２９年

度の採用に向け、職員の発掘に努めてまいってお

ります。 
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以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁からいきま

すと、とりあえず２８年度へ向けた３名の採用は

ほぼ決定と。それ以外につきましては、２８年度

以降２９年度へ向けてこれから鋭意努力していく

という形になるんですね、わかりました。 

この辺を踏まえまして、一番重要な質問という

形になるかと思いますが、３点目、収支見込とい

うことで、村財政への影響、これについてお聞き

したいと思いますが、年間稼働となる３０年度に

ついて概算でお示しいただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：実際、施設の稼働が

２９年度からという形になるかと思いますが、 

２９年は、９月、１０月以降という形になるかと

思います。その時点でいきますと、年間にどれだ

け費用がかかるかというのが出てこないと思いま

すので、１年間丸々経費がかかるという最初の年

度、それが３０年度になるかと思うんですよ。 

それで一応３０年度という形で言わしていただ

きましたんで、その辺を踏まえて年間どのぐらい

かかるかという経費をお願いします。 

○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思います。 

まず、議員仰るとおり、今平成２９年の１０月

を供用開始というふうに見込んでおりますので、

半年分しかございませんけれども、その推計につ

いてまずご説明をさせていただきたいと思います。

その後３０年度以降の説明させていただきたいと

いうふうに思っております。 

まず、人件費につきましては、職員全てを新規

採用とした場合で６６００万円、光熱水費は  

１５００万円、材料費を含むその他の経費につき

ましては１５００万円となりまして、支出額の合

計は９６００万円と見込んでおります。これに対

して収入は１０月本稼働となることを踏まえ、 

２５００万円と見込んでおり、収支差引で   

７１００万円程度が持ち出しとなることを想定し

ております。 

また、平成３０年、３１年度は通年となるため、

収入を４７００万円と見込む一方、支出では人件

費単価増加分を勘案し、総額を約１億３００万円

と見込み、収支差引で５６００万程度の持ち出し

となることを見込んでおります。 

ただし、介護保険対象外となっております、別

途徴収する宿泊料などにつきましては、現在検討

しておりまだ決定していないため、この収入には

含めておりません。 

一方、公債費償還につきましては、先ほども申

し上げましたとおり、過疎対策事業債の借入を予

定しております。この過疎債は借入後３年据置の

後、９年間で元利償還を行い、トータルで１２年

間での償還というふうになります。 

借入年度と借入金額につきましては、平成２８

年度で約３億３０００万円、平成２９年度で３億

７０００万円を予定しており、合わせて７億円程

度の起債発行を計画しておりますが、元金償還は

先ほども申し上げましたとおり、３年間の据置後

となりますので、それぞれ平成３２年度と３３年

度に始まることというふうになります。 

これにより、平成３２年度の元利償還額は  

３９００万円、３３年度から４０年度にかけては

毎年８０００万円、最終年度となります平成４１

年度では３０００万円程度とそれぞれ見込んでお

り、延べの償還金額としましては、７億３０００

万円程度を見込んで試算しております。 

この過疎債の元利償還金に対しましては、地方

交付税により、その７０％が措置されることとな

っており、トータルにしますと５億１０００万円

が措置されますので、差引２億２０００万円程度

が純粋な持ち出しとなり、２期工事の元利償還が

始まる平成３３度以降の各年度における持ち出し

分は、２４００万円程度と見込んでいる次第でご

ざいます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：先ほどの答弁の中で、

最終的に２９年度、３０年度は５６００万円ほど
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の赤字になるということでありますが、これは人

件費なり光熱水費、材料費と、そういったものだ

けということでよろしいですね。 

そうすると、この部分に８年間は２４００万円

程度、この分が上積みになるという考えになりま

すが、それで間違いありませんよね。 

○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。 

議員の仰るとおり、収支に係る持ち出しという

のが先ほど村長がご説明したとおりでありますし、

それに加えて過疎債の元利償還が各年度交付税措

置を差し引いた部分が２４００万円程度となりま

すので、単純な施設にかかる建設にかかる分と足

しますとその程度ということになると思われます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：昨年９月の議会にお

きまして、今後の財政状況について質問し、その

答弁の中で一応２９年度、３０年度については 

５０００万円程度の赤字になるんではないかとい

う答弁をいただいたんですが、この５０００万円

の中に、今回、今説明のありました５６００万円、

それから２４００万円、これらが含まれているの

かどうか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 

○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

にお答えをさせていただきたいと思います。 

前回示した財政計画の中にはですね、この  

５０００万円の分については含まれておりません。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：それではですね、一

応この分も含まれると１億円を超える財政赤字が

見込まれるというふうな計算になりますが、その

辺の財源対策ってのはどうお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問にお答

えをさしていただきたいと思います。 

財源の部分についてはですね、様々な事業の部

分でですね、見直しをもう一度かけながら、財政

状況、その当年度当年度のやはり収入状況も変わ

ってくるとは思いますけれども、基本的には全て

の総合事業の部分でですね、総合計画に合った部

分で見直しをかけながら、その部分の財源捻出に

はしていきたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：まあ今の答弁いきま

すと、その都度その都度みていくというような答

弁でございますが、公共団体の場合、単純に歳入

を増やすってことは至難の業ですよね。やっぱり

歳出を削るしかないと。 

そうした中で、本年度の予算、まあこれから先

の話なんですが、今年度の予算を見る限り歳出削

減、努力されたという跡はあまり見られないよう

な気がします。 

これからやればいいんだという話になりますが、

１億円を削るってことは並大抵な事ではないと思

います。その辺の覚悟がおありかどうか、それを

お伺いしたいと思います。 

○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

にお答えをさしていただきたいと思います。 

確かに、議員仰るように１億円を財政をですね、

支出を抑えることというのは相当に厳しいという

ふうに思ってはおりますけども、最終的には人口

減少も含めてですね、ここで必要な事業としての、

この小規模多機能の部分については最優先事業と

して押さえておりますし、これが将来にわたって

住民のためにやはり必要な事業として考えており

ますので、その辺については１億円の部分につい

てはですね、極力ではございませんけども、その

部分については削減をという形でですね、捻出を

していくような形で考えておりますのでよろしく

お願いいたしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ほんとに１億円も削

減が可能なんでしょうかね。 

村債もですね、見る限り２６から借越してます
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よね。この３年間だけで借入と償還、単純比較し

ますと１０億円を超える借越になってます。たぶ

ん２８年でこうですから、２９年度においても多

分借越になるかと思うんですよね。 

まああのう総合計画の個別事業、ある程度でき

てるということなんで今後もその辺ですね、どの

程度起債をしていくのかというその程度、まあ概

算でいいんですが、その辺をちょっとお示しいた

だけますか。資料があればでいいです。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

再開 午後 ３時０３分 

 

○議長（太田宏司君）：続行いたします。 

森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：１億円にこだわるわ

けではありませんが、最終的に財源がどうしても

手だてがないと、そうした場合、あと何をやるか

と言えば財政調整基金の取り崩しというのは考え

られると思います。 

２７年度末、今回もらった資料の基金残高見込

みによりますと、６億８７００万程度があるとい

うことですね。仮に毎年５０００万円取り崩した

ら１４年でなくなります。１億円崩したら６年、

７年持たないんですね。その後はどうなる、金が

なくなったらほんとに何もできない。それこそ職

員の給与も払えなくなる可能性があるんじゃない

ですか。 

その辺まで考えておられるかどうか、その辺を

答弁願います。 

○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

にお答えをさしていただきたいと思います。 

議員の仰るとおり、財源が無くなれば基金を取

り崩すんではないかというところでございますけ

ども、そこまで行くまで、そこまで行かない部分

でですね、今年度の部分に２８、２７年度の予算

の形の部分で今、福祉基金へですね１億５０００

万円を積み立てようというふうに計画をしている

ところでございまして、基本的には、財政の部分

で福祉の部分できちっとですね、それを運用でき

るような形で考えて、計画をして考えていきたい

と思いますんで、よろしくご理解をお願いしたい

と思います。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今言われたのは老人

福祉基金ということでよろしいでしょうかね。仮

にそちらに積み立てたにしたって１億５０００万

円ですか、仮に５０００万円だったら３年しか持

たない。他にもやすらぎ苑の補助金とかそういっ

た部分でも老人福祉基金取り崩しが出てくるわけ

ですね。つきましては、またその後ちょっと質問

が出てきますので、ここはやめますが、とりあえ

ず今言ったとおり、最終的には財政調整基金にな

るのではないかと思いますが、極力そういった形

にならないような財政運営をしていただきたいと

思います。 

それでは次に４番目の質問ですね。 

やすらぎ苑の住み分けということで記載してお

りますが、先日の４日に市民後見人養成研修会と

いうことで、やすらぎ苑へ行ってまいりました。 

当日のデイサービス利用者は、何か休んでる方

がいるとかいう話で１５人程度だったのではない

かと思うんですが、この人数から推計すると、１

カ月は５０人から６０人程度の利用者がいるのか

なと思われます。 

これらの人達がですね、新しい施設、当然あの

う要支援、要介護１、２の方が対象になってるか

と思いますが、新しい施設も同じような対象者に

はなるかと思うんですね。そうした場合、今やす

らぎ苑にいる通所してる方が新しい施設利用とな

った場合、当然やすらぎ苑に通うデイサービスの

人は減るわけですね。そうなると当然やすらぎ苑

の収支に影響があると思いますが、この辺はどう

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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、一つの例としまして、ある要介護認定者
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が訪問介護や通所介護、短期入所のいずれか１種

類のみを利用している場合につきましては、今利

用しているサービスを継続して使うことが個人負

担も少なく済みますので、継続して利用された方

がいいかと思います。 

しかし、２種類もしくは３種類のサービスを併

用して利用されている場合で見ますと、小規模多

機能型居宅介護では、訪問、通い、泊まりを一つ

にしているサービスでございますので、１回につ

き料金が発生するのではなくて、月額で月定額で

の利用料となりますことから、このような方につ

きましては、この小規模多機能型居宅介護サービ

スを利用された方が、個人負担の面では有利とい

うふうに考えております。 

また、要介護認定された方がどのようなサービ

スを使えばいいかということにつきましては、猿

払福祉会の居宅介護支援事業者におります、介護

支援専門員と利用者が相談しながら決めていくこ

とになり、保健福祉総合センターにおける地域支

援調整会議にてサービス内容も含めて検討を行っ

ていくというふうになります。 

直近での要介護認定者は現在１３９名であり、

この認定者の中で介護サービスの種類分けをしな

ければならないということは、猿払福祉会の収支

にも多少なりとも影響が出てくるというふうに考

えますが、第６期介護保険事業計画においては、

高齢者数が４年後の平成３２年には６５５人、平

成３７年には６６１人となり、要介護認定者につ

きましても、それぞれ１４７名、１４９名と比例

して増加することが予想されること、また今年度

から原則として、要介護２以下の方の介護老人福

祉施設への入所ができなくなったことから、この

小規模多機能型居宅介護を介護老人福祉施設の手

前に位置する在宅サービスの一つとして加えてい

くべきだというふうに私は考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ただいまいろいろご

答弁いただいたんですが、私の聞いていないこと

をかなり詳しく説明していただき、ありがとうご

ざいます。 

私が今の質問したのはですね、実際に新しい施

設ができ、やすらぎ苑の通所者、利用者ですね、

その方が新しい施設の利用者になるという予測の

もとに、どの程度移行してどの程度収支に影響が

あるのかと、その辺の質問をしたんですけれど、

それに対して答えはほとんどなかったというふう

に思いますが、その辺はいかがでしょう。 

○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。 

私の答弁が伝わるかどうかわかりませんが、ま

ず最初に、やすらぎ苑の収入がいくら変動がある

っていうのは申し訳ありませんが、私の方で計算

は今しておりません。 

ただ、私達のほうでの収入を計算する時には、

実際今、要介護認定を受けている方の実名と言い

ますか、実際受けている現実の人達を全てピック

アップいたしまして、そこから例えば何て言うん

でしょう、複合的にいろんなサービスを使ってい

る方がいるとしたら、この人がこちらのほうに利

用した場合に個人負担もそうですけども、個人に

とっても利用しやすいということを考えながら、

この小規模多機能型居宅介護施設の定員は２９名

ですけども、その中に例えば、通い、やすらぎ苑

で言えばデイサービスですけども、それが２９名

のうち２分の１か１５人以内ということで小規模

多機能は決まってますので、その部分で１５人と

仮定した場合に私たちの今建てる施設については、

稼働率８０％ということを考えながら村の施設の

収入としての計算はしておりますが、やすらぎ苑

としてはその分丸々そっくりそこがマイナスにな

るということではなくてですね、小規模多機能と

いうのは月額の定額ということになりますので、

そうなると、やすらぎ苑の方では１回につき、い

くらということになりますので、そこの計算は申

し訳ないですけども、していないということです。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の答弁、非常にわ
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かり辛いですけれど、実践のところ影響があるか

ないか。その辺が私は知りたいんですよね。 

今の説明ですと、やすらぎ苑では１回いくら、

新しい施設については月額という形で決まるとい

うことですよね。それで、実際のところ今の段階

でどれだけが移行するかはっきり言って予測が立

たないと思います。でも少なからず、その辺の影

響はあると思ってこの質問をしてるわけですよ。

その辺をもうちょっとわかりやすくお願いします。 

○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

質問についてお答えいたしますが、影響ははっき

り言いましてあると思われます。 

ただし、私先ほども言いましたけども、今の実

情の要介護認定者を照らし合わして、村で造る施

設に移行した場合を単純に私達が本人の希望を考

えないで、まあ人それぞれ希望はありますから、

それぞれ個人的に一人一人聞くわけにもいきませ

んから、その人数を先ほど言いました２９名の中

で考えた時に、そういう、うちらの収入は出たわ

けなんですが、そこで先ほど言いました全員が来

るわけではないというのは、村長の答弁でもあり

ましたとおり、そこは介護支援専門員であったり、

保健センターの介護支援専門員であったり、そう

いうところが本人にとって、まあ平等ですから、

本人にとってどういうサービスがいいかというの

を決めていただくことになりますので、多少なり

ともやすらぎ苑の影響はありますけども、そうい

う形で利用者について決めていきたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：先ほどの財政云々の

話の中で答弁があったんですが、車庫スペースを

作ったというような形でありまして、当然通所者

については、送迎も行われるというような形にな

るかと思うんですが、当然そうなるとバスが必要

になってくると。 

まあ、先ほども何台か購入予定だというふうに

聞きましたが、実際にやすらぎ苑でも同じような

サービスを行い、全村的に送迎を行ってると。そ

うした中で新しい小規模多機能施設、それに利用

者に関しても同じような形で送迎を行うという形

になるかと思いますが、そうした中で例えば、確

か当初の話だったと思うんですが、住み分けを行

うと。要は地区割ですね。そういった形であった

ような、まあこれはやめたほうがいいですね。そ

ういった形、今のおいておいて下さい。今の削除

してください。 

そうした地区分けをするというような形でもと

れれば、まあいいかと思うんですが。同じような

経路で同じような車で、そして同じような形態で

送迎を行うとなるとかなり無駄になるかと思うん

ですよね。その辺は何か考えがありますか。 

○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します。 

今後建設する小規模多機能につきましては、車

を用意いたします。当初、私もちょっと記憶が定

かではないんですが、地区での住み分けというこ

とは、元々想定はしておりません。 

ただ、やすらぎ苑との通いが重複してしまうと

いうことは可能性としてはないとは言えませんが、

先ほども言いましたけども、その本人にとってど

れがいいサービスかということを考えれば、多少

そういう時間的にそこの送迎地区がかぶるという

ことは、ひょっとしたらあるっていう可能性はあ

ると思います。 

やすらぎ苑の送迎といたしましては、今大きい

バスとあと１０人乗りが２台っていうことを記憶

しておりますが、今こちらで建てる施設につきま

しては、１０人乗りを２台と、あと小型のまあ訪

問に聞くこともありますんで、小型と言いますか、

軽に近いものを３台程度の購入を考えております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：やすらぎ苑には確か

車両が５台くらいあるかと思うんですが、その中

に車いす用かな、それもあるかと思うんです。詳

しい中身は知りませんが。 
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そうした中で、今１０人乗り２台というような

答弁ですが、大体先ほどの予想だと通所は１５人

くらい想定ということだったと思うんですが、そ

の他にやすらぎ苑でも通所者が１５名から２０名

程度かなと思うんですね。 

そうした中で、片や、やすらぎ苑が５台、それ

から小規模多機能では、１０人乗りが２台と、軽

なり小型が３台ということで、ちょっと無駄にな

るんじゃないのかと。いっそのこと、ある程度一

定の地区であれば、一つの施設じゃなくて二つの

施設と合わせた形で送迎をするような、そういっ

た手立てができないのかとというふうに考えてま

すが、その辺はどうでしょう。 

○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

質問に対してお答えいたします。 

先ほどご説明していたのは、やすらぎ苑で言う

デイサービス、小規模で言う通いという部分なん

ですけども、これ先ほど説明しましたが、定員  

２９人に対して１日に利用できるという数が、こ

の２９人の半分かもしくは１５人以内ということ

で、それが最大人数です。 

これと併せて地域交流施設というところでは、

今、介護予防教室というのを保健センターでやっ

てますが、それが個々の地域交流施設を建てる部

分に移行することがまず１点。 

プラス、今、介護予防教室と言われてるものが、

これから総合事業という名前には変わりますが、

そこになった場合に、他の介護予防に関わるよう

な事業を展開していかなきゃならないということ

がまずもう一つ。 

それプラス機能訓練という事業がありますが、

これに関しましては、利用者その人その人の状況

によって訓練をしなきゃならないということがあ

りますので、何て言うんでしょう、１回送迎して

きて、その人達がちょっと要領悪いんですが、何

人か集めてきて合った訓練をして、その送迎した

後に、またそこで集まって訓練をしていくという、

ちょっと要領が悪いようなやり方をしなきゃなら

ないというとこもありますので、その部分につい

て車両がやっぱり１台とかではなくて、数台必要

になるという計算の上でこの台数を決めさせてい

ただいたところでございます。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の山田課長の説明

で何となくわかってきたんですが、実際に今保健

センターでやってる事業、これが多少なりとも小

規模多機能型居宅介護施設の方へ意向するという

考えでいいかと思うんですが、そうした中で、保

健センターにもそういった送迎用の車両が何台か

あると。 

いっそのこと、保健センターごとそっちへ持っ

て行ったらどうですか。まああのう、保健センタ

ーのやってる事業が全てがそっちになるとは限り

ませんが、職員とか車両、その辺を考えたら遥か

にそっちの方が合理的じゃないかと思うんですよ

ね。今の保健センター自体が無用の長物になって

しまう可能性がありますが、その辺どうでしょう。 

○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。 

まず、車両につきましては何点か前に森議員の

ほうに答弁したつもりでありましたが、介護予防

だとか機能訓練だとかということにつきましては、

今の保健センターで車両を使って送迎を行ってい

るわけですが、それが新しい施設の建設において、

その車両が事業そのものを移行するわけですから、

その車両が例えば保健センターで別な事業が無い

という場合については、その車両を移行するとい

うことも視野に入れながら考えておりまして、先

ほどの備品の金額のとこでもご説明しましたが、

そういうことで多少の金額の変動があり得る可能

性があるということを私はご説明させていただき

きました。 

それと保健センター、介護予防だとか総合事業

だとか機能訓練だとかが移行した場合につきまし

ては、その後につきましては、理事者とお話はし

てますが、健康推進という部門がまず保健センタ

ーにあります。そこは検診だとかヘルスアップ、
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エアロビだとか、その他健康に関する事業という

のが、例えば週１回しかできてないという現状が

ございます。そこは週１回ではなく、週２回、週

３回来ていただくことによって、健康増進に役立

ったり、その人達については基本的に自分で来ら

れる方が多数でありますから、そういう形をとり

ながら健康増進に力を入れていっていただきたい

とと思っております。 

それと健康推進係の保健師さんにつきましては、

本来業務であります訪問事業というのも充実して

いかなければならないということは、過去の議員

さんにも指摘されていることですので、ここも充

実していくということで、保健センターの事業と

してはそういうことに関して力を入れていってい

ただきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私の質問の答弁は、

できるかできないか、それだけ答えていただけれ

ばよかったんですが、一応今の説明ですと、でき

ないという解釈でいいんですね。 

それでは５点目の質問。 

最後なりますが、介護保険料の影響についてと

いうことで質問したいと思います。 

今の介護保険は月額確か６０００円だったかと

思いますが、たぶんこの後３０年度に改定になり

ますよね。その時に、どの程度の金額を見込まれ

るのか、その辺推計でお答えください。 

○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。 

介護保険料については、議員の仰るとおり、現

在月額６０００円という形の中でなっております。

また、次期の改定時期につきましては、平成３０

年度の改定という形になっております。 

私としましても、この現在の基準額６０００円

を上回らないような保険運営をしていきたいとい

うふうに考えておりますが、国全体の高齢化率に

よって６５歳以上の負担割合が現在２２％ですか

ら、それ以上上がってしまうと、また改定をしな

きゃならないという状況に陥りますけども、私と

しては、準備基金を使いながらでも現状の   

６０００円をある程度確保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）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：介護保険料というの

は、介護に係る費用、それを単純に保険者の頭割

りで算出されると思うんですよね。 

そうした中で、当然新しい施設ができるという

ことは、そういった費用がかかるということにな

るかと思うんですが、当該施設建設、これについ

て全く影響がないんでしょうか。 

その辺をご答弁願います。 

○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。 

今回の第６期ですか、介護保険事業計画につき

ましては、一部その小規模多機能型居宅介護のサ

ービス分に充てるべき金額というのは、その介護

保険料の中には入ってます。それで、高齢者の数

というのが次期、またさらなる次期については、

高齢者数という形についても伸びていくという計

算を今推計しておりますので、その部分を反映し

ながら、高齢者数から保険料という算出する計算

内容も含まれていることから、ただサービスが伸

びたからって保険料が上がるということではない

ものですから、それも勘案しながら６０００円を

超えない程度で考えていきたいということでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今、人口が増えるか

ら分母が増えるということで保険は上がらない、

上げないということですが、３０年度ということ

はもうすぐですよね。それだけどれだけ増えるん

ですか。それで、どれだけこの費用負担とうか総

額での費用が増えるのか。 

ある人が、３０年度では８０００円くらいまで

上がるんではないかという話もありましたが、 



- 32 - 

その辺は真意は別として、本当に上がらないんで

すか。その確認をしたいと思います。 

○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。 

基本的に上がらないということでご理解いただ

きたいんですけども、先ほど村長がご説明したと

おり、国の割合というのが今２２％、国平均で高

齢化の割合が２２％なので、介護保険料の１号被

保険者の割合も２２％ということにしているんで

すが、そこが例えば高齢化率が上がって２３％と

か２４％に国の保険料負担割合が変わった場合に

つきましては、そこは上がる可能性はないとは言

えないってことは理解していただきたい。上がる

可能性があるということだけは理解していただき

たいと思います。 

その２２％のまま行くとするならば、うちの村

としては上がらないということで理解していただ

きたいと思います。上げないということで理解し

てください。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：確か、この間の臨時

会の後ですね、村のほうから説明がありましたよ

ね。あの中で村長は、上がらないという説明をさ

れたかと思うんですが、担当のほうで上がるとい

うような説明はしたと記憶してるんですが、その

辺は再度確認したい思います。 

本当に上がらないですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：一応担当のほうから

は、国全体の２２％は上がる場合については、今

の現状の月額６０００円が上がる可能性があると

いうことも理解して欲しいということで説明した

と思いますけれども、あとは政策的な問題もあり

ますので、私としては先ほど答弁しましたとおり、

準備基金を使いながらでも現状の６０００円を確

保していきたい。上げないような方向でいきたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：最後になりますが、

村の負担が増え、さらに住民の負担が増えると。

まあこれは今の介護保険は上げないという前提の

もとに話してますが、その３０年、その後の先、

そこでも上がらないという保証はそこはないわけ

ですね。 

そうした中で、施設の必要性は認めますが、何

故ここまでして施設を造らなければいけなかった

かなと、これは言ってもしゃあないことなんです

けれども。まあもっとコンパクトな施設にできな

かったのかなと私は思うところであります。 

公共施設の維持補修計画ていうのは、前９月議

会でもちょっと質問した部分ではありますが、先

の質問者の答弁にもありましたが、今年度中に 

公共施設等総合管理計画、これを策定するという

ことでありますが、これの内容はこれから最終的

には精査されると思います。 

そうした中で、全ての施設を維持するんではな

く廃止する決断も持っていただきたいと。今ある

施設、村長も言っておりましたよね、全てが全て

維持補修をするということではないということが

ありましたんで、そうした部分をできるだけ廃止

する決断を持って進めていただきたい。 

それから、ソフト事業においても同様な方向で

今後の財政運営を行っていただきたい。 

そうした中で、２９年度、３０年度以降に財政

赤字が見込まれているということに対して、いか

に基金を取り崩さず財政運営をしていくかと、こ

れがたいへん大切なことだと思います。村民もそ

れを望んでいます。当然財政削減ということにな

ると、当然住民負担が伴う形になります。また、

今まで受益していた部分、これが無くなるという

可能性もあります。これらを最小限にしていただ

きたいと思います。 

そういった将来的な財政を考えて、これからの

行財政運営をしていただきたいということをお願

いして質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 ３時４５分まで。 
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休憩 午後 ３時３４分 

再開 午後 ３時４５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。 

１番、笠井君。  

○議員（笠井哲哉君・登壇）：それでは通告に従い

まして、１項目、教育行政について３点ほど質問

したいと思います。 

はじめに、近年、子ども達を取り巻く生活環境

の変化や疾病構造変化などに伴い、アレルギー疾

患の児童生徒が増加傾向にあります。その原因と

して、乳幼児期の母乳によらない人工栄養児の増

加や早期の離乳、食の欧米化によるたんぱく質摂

取量の増加、食の多様化による食品添加物など食

品本来以外のものの摂取、住宅の洋風化によるハ

ウスダストの増加など考えられ、社会生活や家庭

生活上に根差したストレスの増加もアレルギーに

関係してると言えます。今後、ますます増える傾

向にあります。 

平成２７年度の北海道のアレルギー疾患の有病

率は小学校で７．７％、１万９３１８名。中学校

で８．９％、１万１５７８名。そのうち、アナフ

ィラキシーは小学校で０．４３％で１０８４名、

中学校０．３７％で４７５名。そのうち、アドレ

ナリン自己注射薬を保持している者が小学校で 

２８８名、中学校で１２２名となっております。

これは前回調査の２３年よりも小学校で９２００

名も増加しております。 

平成１９年４月、文部科学省がアレルギー疾患

に関する調査研究報告書を発表。そのことを受け、

平成２０年１月に中央教育審議会答申として、子

どもの心身の健康を守り、安全、安心を確保する

ために学校全体としての取り組みを進めるための

方策についてにおいて、アレルギー疾患などがあ

る子どもを顕在的健康課題に対応するという視点

が今後の学校保健のあり方を考える上で、重要な

視点として示されました。 

平成２０年３月に、財団法人日本学校保健会よ

り、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイ

ドラインと学校生活管理指導表が示され、国は平

成２０年、学校給食法を改定し、第１条、学校給

食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するも

のであり、かつ児童及び生徒の食に関する正しい

理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果た

すものであるとことに鑑み、学校給食及び学校給

食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な

事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学校

における食育の推進を図ることを目的とする。 

第２条で、それについての目標として、七つの

項目を掲げ、実現のために学校給食関係者の一層

の努力を求め、アレルギーのある児童生徒にも、

可能な限り給食を提供するよう求めてきました。 

しかし、まだ記憶にも新しい平成２４年１２月

２０日、調布市の小学校で、給食に出されたジャ

ガイモのチジミを食べた女の子が、アナフィラキ

シーショックにより、亡くなるという痛ましい事

故が起きてしまいました。 

それを受け、文部科学省は平成２５年５月に、

学校給食における食物アレルギーに関する調査研

究協力者会議を設置して、その最終報告を受け、

平成２６年３月２６日付けで、今後の学校給食に

おける食物アレルギーの対応についての通知がな

されました。 

平成２７年３月には文部科学省で、学校におけ

る食物アレルギー事故の防止の徹底を図るため、

基本的な考え方や留意すべき事項等を示した指針

を作成し、各学校設置者、教育委員会等は、学校

内や調理場における対処マニュアルを整備し、安

全な給食の提供に努めるよう求め、諸条件に応じ

て最も適切と考えられる方策をとることとして作

成するとしています。 

そこで、本村においても十分検討してマニュア

ルを作成して、安心、安全な給食を提供されてる

と思いますが、その取り組みの現状についてお聞

かせください。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、本村における

食物アレルギー対策につきましては、アレルギー
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疾患を有する児童、生徒が年々増加する中で、平

成２０年３月に公益財団法人日本学校保健会より

発行された「学校のアレルギー疾患に対する取り

組みガイドライン」並びに、北海道教育委員会よ

り平成２６年９月に示された「学校における食物

アレルギー対応の進め方」に基づき、各学校など

の意見を聴取した上で、平成２７年１月に「猿払

村学校給食食物アレルギー対応マニュアル」を策

定し、対策を進めてきております。 

このマニュアルでは、日本学校保健会のガイド

ラインで示された医師の診断に基づく「学校生活

管理指導表」の提出をアレルギー症状のある児童、

生徒の保護者にお願いをし、その指導表に基づき、

除去食や代替食の予定表などを作成の上、保護者

の了解を得て給食を提供しております。また、医

師の診断結果などの情報は学校にもお知らせし、

保護者、学校、給食センターが常に情報を共有し

ているというところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：村としても十分対応

をなされてるということなんですが、その給食を

ですね、提供する給食センターというものが、  

築３６年経過しております。 

安全な給食を提供するためには、その環境を整

備することが大事と考えますが、今後その給食セ

ンターの改修等の考えがあるのか、お聞かせ願い

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ご質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 

アレルギー対策においての施設整備、特にアレ

ルギー専用の調理室の設置については、保健所等

の関係機関より指導がされておりましたが、２月

に開催された第１回臨時議会における補正予算に

て、アレルギー対応食の専用調理室整備工事と併

せてその調理室で使用する備品購入費につきまし

て予算の議決をいただき、３月末までに工事の完

成と備品の納品を完了した上で、新年度から、  

なお一層の安全な調理と安心できるか学校給食の

提供に努めてまいりたいと考えております。 

また、抜本的な改革として、施設の老朽化は否

定できない状況で、近い将来、建て替えが必要な

時期に来ていることは、私も認識をしております。

施設を改築する上では、現在のような独立したセ

ンター方式よりも、学校と併設する方が輸送時間

の短縮などメリットが多いことから、今後、改築

となる学校が出てきた場合には、併設できるよう

に検討してまいりたいと考えておりますので、そ

れまでは、平成２７年度に策定した「備品・工事

等整備計画」に基づき、必要な修繕と各種備品の

更新により対応してまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：正直言って、施設の

早急な建て替えは本当に非常に予算的な部分も鑑

みて、非常に難しいこととは思います。 

とりあえず、現状としてですね、夏期のボイラ

ーの熱が逃げなくて中の戸を開けっぱなしにする

とか、そういうような対応をしていると。衛生的

な観点からも戸を開けっぱなしにするということ

は、やっぱり非常にまずい問題があると思います

ので、その辺の改善を早急にやって欲しいなと思

います。 

それとですね、先ほどのあの事故のことについ

て、ちょっと補足しますけれども、当時のその事

故の女の子は、実は持病として喘息を持ってまし

た。それに乳製品の食物アレルギーがあり、エピ

ペンを所持しておりました。友達とは違うアレル

ギーや病気を前向きに捉え、将来はアレルギーの

研究者になることが夢でした。 

その学校は国の方針に従って、アレルギーの子

どもに給食を提供していき、その日のチジミには、

粉チーズが使われていて、チーズの食べられない

女の子には、チーズ抜きのチジミが色分けされた

トレイの盛り付けて、調理の担当者が直接手渡し

ていました。 

また、アレルギーのある児童がおかわりをして

きた時に、栄養士と保護者が毎月打ち合わせて除

去食一覧表を作り、おかわりをしてはいけない料
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理にバツ印を付けて担任が確認できるリストを用

意していましたが、このクラスでは、割り当てら

れた給食をおかわりしながら、クラス全員でみん

なで残さず食べようという目標がありました。 

その日ですね、たいへんそのチジミが不人気で

その女の子は、完食のために貢献したいと友達に

言って、チジミをおかわりしました。その時担任

は、残念ながら除去食一覧表を確認することなく、

その子にチジミをおかわりとして与え、その子は

チジミを食べて３０分後ですね、異変を訴えて担

任もそれに気付いて、女の子は喘息の持病と勘違

いして、吸引器を持って具合が悪いと訴えてきま

した。担任は、一応ランドセルからエピペンを出

して、これを打つのかという確認をしたんですが、

子供はアレルギー発作とは思わずに、喘息の発作

だからと言って要らないと言いました。 

ところがですね、だんだん５分後に養護教諭が

駆け付け、そして子供に対処をしたんですが、だ

んだん子供に意識がなくなってきて、その間、担

任は救急車を呼び、その後校長が駆け付け子ども

の様子を見て、それがアレルギーのショック症状

だと判断し、エピペンを打って和らげようとしま

したが、それがもう既に症状が出てから１５分後

でした。１５分後で、その５分後に救急車が到着

した時点で、もう既にその子は心肺停止状態で、

わずか食物をとってから２０分という短い間に、

たった１グラムにも満たないチーズを食べたため

に、亡くなってしまったんです。 

結果としてこの事故は、いくつものヒューマン

エラーが重なって起きました。おかわりの時のリ

ストを確認していたり、その時にアレルギー症状

を疑ってエピペンを処方していたら、また、栄養

教諭が症状をすぐに判断できていたらなどですが、

このような痛ましい事故を起こさないためにも、

それぞれ情報を共有し、現場で役立つような具体

的なマニュアルを作り実践できるよう、研修、啓

発し、事例を集め、マニュアルを常に携わる人間

が理解することが必要だと考えています。 

この村でも初めてエピペンを保持した児童が学

校に入ってきました。その時、学校の中で一部混

乱がありまして、学校保護者会というのを開くよ

うになったんですが、それというのもアレルギー

についての知識は一応は持っていたんですが、 

エピペンを持つアレルギー症状を起こす可能性の

ある、もしかしたら死ぬかもしれない子どもと一

緒に生活することに、恐れを抱いたためだと思わ

れます。つまり、十分な情報や啓蒙がなされてい

なかったためと考えられます。そのことで、から

かわれたり、仲間はずれにされたりなど、いじめ

につながるような事があってはなりません。 

例えば、そばアレルギーの子どもが友達の家で

遊んでいて、そばの枕に触っただけでアレルギー

症状が出たり、遠足でおやつを分けあって、その

中にアレルギー食物があったりとか、そういうこ

とが想定されます。様々な機会をとらえて、アレ

ルギーを理解するよう指導していくことが必要と

考えています。 

そこで、学校での対応についてなんですが、食

物アレルギー発症の対処マニュアルというものを

使ってやっているのかどうか、その辺をお聞かせ

ください。 

○議長（太田宏司君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君・登壇）：ただいまの質問に

お答えします。 

本当に事件、事故は本当に痛ましい事ではない

かなと。それを受けて、ほんとにこう議員が仰る

ように真摯に子どもの命を守ろうという形でいろ

んな整備が進んでいるところでございます。猿払

もですね、学校の方も含めていろいろな対処をし

てございます。 

一つは、食器の色分け等々については、勿論、

給食センターの方で新しく今回まで買わせていた

だいております。 

それから、先ほどお話されていましたように、

子供のアレルギー症状を確認するといういうとは、

ヒューマンエラーっていうのがほとんどだと私も

思います。猿払村では、出すほうの部門でも二重

のチェックと学校にもその二重のチェックという

形でできるだけの未然防止に努めたいというふう

に考えているところです。 
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それから、迅速適正にアレルギーの対処ができ

るということが一番大事ではないかなというふう

に思いますので、子ども達のアレルギー症状など

の情報については、消防、病院にもいろいろ本人

の状況等々も共有化しております。それで有事の

際に、適切な対応をしていただくようお願いする

とともに、アナフィラキシーショックの際に使用

するエピペンの使用方法、アレルギー症状が出た

場合の対応のための訓練を消防、病院に依頼して

今年度はアナフィラキシーショック症状のある児

童が在籍する２校の学校で実施しているところで

ございます。それには、現在はアナフィラキシー

ショックの子どもがいない学校からも教職員が参

加し、そして研修を深めながら、そういう痛まし

い事故がないように対処しているところでござい

ます。 

最後に、議員仰っていた、アレルギーのある子

供と一緒に食することが恐怖だとか、そういう思

いがあるということは、いろいろなその知識や情

報の過多によって起こるものではないかなという

ふうに感じております。そういう意味では、今後

もさらにですね、十分な理解が進むような形で子

ども、保護者、そして教員もですね十分なところ

を毎年のように進めていけたらいいなと、そんな

ふうに進めていきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：私が期待してたとお

りに学校ではきちっと対処なされているというこ

とで、ほんとに安心して子供を任せられるのかな

と。ほんとに全村の現場の担当者が全てアレルギ

ーのある子が身近に居ても居なくても、そのアレ

ルギーに対する理解というものをしっかりしても

らう。その情報を共有して、さらに研究しながら、

未然にそういう事故は絶対起こさないんだという

心構えで望んでいって欲しいと考えております。 

先日、給食センターを訪ねてきました。 

担当者から現状を聞いてきて、食物アレルギー

児童に対して給食を提供するために、関係機関や

保護者と十分検討を重ね、提供するに至った経緯

や古い施設のために作業動線の不備やいろいろと

不満なことはありますが、それなりに工夫し辛抱

して安心、安全で温かくおいしい給食の提供に心

がけているとういことで、また、ふるさと給食や

内灘フェアー等工夫を凝らしたメニューにも取り

組んでいて、食育にも力を入れているということ

でした。実際スタッフの皆さんのご尽力に経緯と

感謝を申し上げたいと思います。 

また、２月の補正で専用調理室ができるという

ことなんで、ほんとにコンタミネーションのリス

クが解消できたということで、職員も喜んでおり

ました。 

現在、栄養士教諭ですか１名と臨時の栄養士で

食物アレルギーに対応してるということですが、

増員の予定とかございますでしょうか。その辺を

お聞かせください。 

○議長（太田宏司君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君・登壇）：お誉めいただいて、

働いてくださっている皆さん方も励みになってい

くんではないかなというふうに感謝しているとこ

ろでございます。 

栄養士の関係のほうですけども、今まで１名で

やってきましたけども、アレルギー疾患が増えて

きていると、そして安全に対処するということを

優先的に考え、この度から２名体制という形で進

めております。 

今後もですね、２名体制で進めていきたいなと

いうふうに思っていますし、また、状況が変われ

ばですね、その状況に対処できる可能な形での対

応もまた私達も必要ではないかなというふうに考

えているところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：これは千歳市の保育

所での取り組みなんですけど、平成２５年６月か

らですね、仲よし給食という取り組みを行なって

おります。 

これはアレルギーの原因となる食材を減らして、

みんなが同じ給食を一緒に食べるという試みです。

だからアレルギーのない子もある子も同じ給食を
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みんなで一緒に食べるという、これはたいへんい

い試みじゃないかと思います。まあ当然、除去食

の対応は当然必要なことなんでそれは続いてるん

ですが、そのことによってですね、食物アレルギ

ーのある８割の子どもが、たまごと牛乳を使わな

い献立を工夫し、栄養価も変わらない給食を提供

しているということです。 

そのことで、毎日あった除去食や代替品が激減

し、加工品が減り手料理が増える一方、除去食を

作る工程が減り、現場でのリスクが少なくなった

という報告です。 

この取り組みを見て、札幌市でも去年から試行

的に始めているようなんですが、村としてはその

辺の導入等についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君・登壇）：みんなで同じ物を

食べるということは、ほんとに子どもたちにとっ

ては大事な機会ではないかなというふうに考えて

います。そういう意味では、今後もそのような形

でできるものかどうかというのを検討はまだこれ

から十分していかなければなりませんけども、そ

うような方向も含めてですね、ほんとにみんなで

食べると、同じ釜の飯を食う中での同胞意識、そ

ういうものを醸成するためにもたいへん重要なこ

とではないかなというふうに考えています。 

昨年から、日本各地の料理、それから世界の料

理という形でいろんな特色を出してきております。

そう意味では、業務内容のほうの可能性とかそこ

も含めてですね、これから検討しながら、そちら

の方向も模索したいというふうに思っています。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：いろんな方法を考え

ながら、子ども達のほんとにより良い給食、そし

て食育について、目指していってほしいなと考え

ております。それとまたスタッフが増えるという

ことなんで、余ったスタッフで、余ったいうか共

有のほうに、スキルアップを図ってもらうために、

どんどんどんどん研修にも参加してもらって、出

してもらって、それを学校の現場において、食育

としてどんどん啓蒙していってほしいなと考えて

おります。 

最後に、亡くなった女の子の母親の談話がある

んですが、ちょっと紹介して、この件についての

質問を終わりたいと思います。 

東京都は、ショック症状を和らげる注射をどの

タイミングで打つかなど指針を出しました。万が

一の対策は必要ですが、もっとシンプルにどうし

たら食べられない食材を口にしないことかを考え

てほしい。詳しい献立表で担任が確認しないと給

食を食べさせないルールづくりをしてほしい。 

アレルギーの子どもがいる家庭は何に注意して

いるかというと、注射の打ち方じゃなく、食べて

はいけないものを食べさせないという１点に集中

しています。学校でも保育所でも同じだと思いま

す。学校の先生や教育委員会の方々が責任を感じ

て対策に乗り出していますが、ただこの問題は学

校がしっかりやりますと背負いこまないでほしい

と。保護者と情報共有や地域のお医者さんが協力

することがあって良いのではないでしょうか。 

私は娘に、あなたが気をつけなさいと言ってい

ました。アレルギーの子供がいるお母さんだった

ら、お母さんだってミスするし、学校の先生や栄

養士の方に要求するばかりでは何の解決にもなら

ない。分厚いマニュアルを作る必要もない。アレ

ルギーは特別なものではない。自分たちの身の回

りに存在する普通の問題だということに社会全体

が理解を深め、あらゆる大人が子供を見守るよう

になってほしいということでした。 

それでは次に、この間発表になりました全国学

力・学習状況調査、体力・運動能力・運動習慣等

の調査結果についてお聞きします。 

新聞各紙によると、道内に地域格差が広がって

いるとの報道がなされました。 

道教委は、全国平均以上を目標にしていました

が、上回ったのは小学校で渡島の国語Ａ、上川の

国語Ｂ、中学では石狩で全教科、檜山、上川、留

萌、十勝管内では複数科目が全国平均を上回りま

した。全道平均で見ると、石狩、上川では小中学

校とも５教科で全て上回る一方、日高、宗谷、オ

ホーツク、根室の４管内では、全教科が全道平均
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を下回りました。中でも中学校の数学Ａは、１位

の檜山と最下位の宗谷では１１．５ポイントとい

う大きな差がつきました。 

平均正答率の高い管内と低い管内の差を見てみ

ると、小６で４．７から９．８ポイント、中３で

８．３から１１．５ポイント。昨年の小６の   

７．５から９．７、中３の４．７から９．３ポイ

ントと比べても地域格差がさらに広がったものと

考えられます。また、下位層の割合２５％以下の

子ども達の割合も改善は見えるものの、以前引き

上げるための取り組みが足りないように感じます。 

稚内市では、平成２５年から退職教員ら指導教

員を各学校に派遣して、学力グングン塾という独

特の取り組みを行って、学力増進に寄与している

ところでございます。また、今年校長会の呼びか

けで稚内市学力向上プロジェクト会議を立ち上げ、

学力増進に向けて本腰を入れ、子ども達の生活改

善に向けて動き出したところでございます。 

実際にデータを見ると、大都市、中核都市と町

村との格差は顕著に表れています。道教委として

も、授業改善や生活習慣の見直しが必要とし、下

位層を重点的に支援すると発表しました。 

教科では、管内的に見ても小学校では全国平均

より１．３から４．４ポイント。中学校では   

５．５から９ポイントの差が開いています。その

中でも、全国平均を上回る学校も猿払を含め小学

校では７校、中学校で５校、管内においてもばら

つきが見られる現状です。 

ただし、人数の絡みで一概には単純に比較はで

きないと思いますが、原因はいろいろ考えられま

す。教員の指導力を疑う声もありますが、学校と

しての取り組みや研究と一生懸命取り組んでいる

ように見受けられます。 

また、スマホやタブレットの普及によるネット

ゲームやテレビ視聴などの家庭学習時間の少なさ

が指摘されています。小学校で５０．７％の子が

家庭学習を全くしないか１時間以内という、中学

校では５５％になり、全くしない子も１２．６％

にのぼっています。成績が全てではありませんが、

それにしても開きがあり過ぎるのではないかと感

じています。 

子供たちの生活習慣に関わる状況やスマートホ

ンや携帯電話を所持している割合は、小学校で５

７％、中学校では７７．８％にのぼり、そのうち、

小学校でスマホは１３．６％の者が持って、それ

から中学校は４７．４％、半分近くがスマホを持

っているとうかがいます。また、１日に１時間以

上利用する児童は、２１％いて、そのうち４時間

以上利用する子も４．３％小学生でいます。中学

ではさらに増え、半分以上が１日に１時間以上を

利用して、４時間以上スマホを利用するという子

は１２．２％ということです。 

調査結果の中でも、長時間スマホやゲームをす

る子は、正答率が低い傾向が指摘され、読書をよ

くする子や好きな子は正答率が高い傾向が示され

ています。 

一方、村の子ども達の体力面では、普通種目で

全国平均を超え取り組みの効果があらわれてきた

ものと思われます。また、スポーツ少年団や部活

動でも管内はもとより、全道、全国での活躍と見

ると、各々の分野での努力や指導の成果が実った

ものと考えております。 

結果を受けての教育委員会の見解、今後の取り

組みについて、また平成２３年の大津市で大津い

じめ問題で、教育委員会制度まで変える事態があ

りましたが、一向にそのいじめがなくなるような

気配は全くない状況でございます。 

村では、特色ある取り組みとして、学校で生活

環境や人間関係について取り組んで、いじめのな

い学校を目指していますが、村内の現況について

お聞かせください。 

○議長（太田宏司君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君・登壇）：ただいまの質問に

お答えいたします。 

全国学力・学習状況調査の結果について、それ

から体力・運動能力調査の結果につきましては、

議員が仰ったとおりでございます。 

昨年と比較して、伸びている部分もあれば低下

している部分、領域、そして種目がございます。

年度によって違いがあるというふうに押さえてお



- 39 - 

りますが、そのような分析結果を毎年詳細にいた

しまして、その可能性、子供の可能性を少しでも

伸ばしていきたいと、そのような形で努力してい

るところございます。 

また、今後の取り組みについてということでご

ざいますが、先ほど稚内のような紹介がございま

した。猿払村もでございますね、稚内のようなプ

ロジェクトを４年前から実はやっておりまして、

猿払村連携教育推進会議というものを立ち上げま

した。その中で、学力だけなくて豊かな心の育成

も含めた改善策を図ろうと、人は育つのに、知力、

体力、そして心の豊かさというところを３本で三

位一体だという形で進めてきたところでございま

す。 

また、調査の分析もその年だけの分析ではなく

て、経年変化という形で平成１９年から行われて

いる結果を基にですね、進めております。その結

果、学校が楽しいという、そういう学習環境の向

上には非常につながっているところでございます

し、今、子ども達は役立つ人間になりたいという

人間的な成長を図って、全国的なものと比較して

もかなり高い数値を示しているところです。 

しかし、学力面、体力面では思ったような伸び

を引き出すこととかできず、教育現場上がりの教

育長としては、ほんとに痛切な責任を感じており

ますし、遺憾の意を申し上げようというところで

ございます。 

今年度は、分析課程に基づいて、わかるを増や

すということで、先ほど議員ご指摘のありました

低位層の子どもの学習サポート、それと学び合う

環境づくりという四つの重点をですね示して、今

までの総合的なものではなくて、重点を絞って村

全体で取り組んでいくという柱にしたところでご

ざいます。 

また、体力については、調査結果を基にチャレ

ンジタイムというのがございます。そこで、楽し

みながら体力向上を図る取り組みをいろいろやっ

てくださってますし、クロスカントリーに取り組

むなど、いろんな特色のある取り組みを支援して

いるところでございます。 

今後も取り組み状況を確認し、結果分析を基に

適正ないう体制を立てて、子どもの生きる力、笑

顔を育んでいけたらいいなというふうに考えてい

るところです。 

３点目にいじめの質問がございました。 

猿払村では年に３回、全校的な調査を行ってお

ります。ただ、アンケートの調査だけではなくて、

一番大事なのは日常的な観察や教育相談だという

ふうに押さえておりますので、そこのところも実

施し、子供の安全、安心な学校生活を送ることが

できるように取り組んでいるところです。 

ただ、いじめはどんなところでも発生するとい

うふうに押さえておりますし、今年度その調査の

中の結果として、小学校から２件、中学校からは

４件の報告がされたところでございます。辛い思

いをしているお子さんがいると、たいへん申し訳

なく思っているところですが、今後も子供の状況

を素早く把握して、迅速に改善を図ることができ

るよう生徒指導の充実を図りながら、子供の心の

成長を図って、さわやかな学校生活が送れるよう

に努力していきたいなと考えているところでござ

います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：しっかりとそのいじ

めの問題、子供に苦労を与えないようにしっかり

と対応していただきたいと思います。 

またですね、児童生徒の携帯やスマホの所持に

ついて、どの程度の人間が持っているのかという

把握はできてるのかどうかというその部分につい

て、お聞きしたいなと思います。 

児童生徒の携帯やスマホの所持は本当に安全な

配慮からもある程度は必要なことと考えています

が、パソコンやタブレットと今の子ども達は難な

く使いこなして、問題はその中にあるアプリとし

て魅力的なゲームや不特定多数の人間とのソーシ

ャルネットワーク等を通してのやり取りとかとい

う部分で、問題が出てくるんではないかと思いま

す。小さな子供の部分については、フィルターを

介することによってそのセキュリティー対策は講
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じられるのですが、今の子ども達はほとんどライ

ンとかメール、フェイスブックとかツイッターと

かＳＮＳアプリを使ってコミュニケーションをと

っているというのが現状であります。 

このことは考えますと、陰湿なメールによる仲

間外れのいじめに発展するとか、そのような部分

が懸念されるものと思います。その辺の把握とそ

れから対策について、どう取り組んでいるのかを

教えていただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君・登壇）：質問にお答えいた

します。 

議員ご指摘のとおり、ほんとにこう非常に大事

な視点ではないかなというふうに考えています。 

携帯の所持率については、先ほど議員が仰った

ようなところまでは猿払村ではいっておりません。 

中学校３年生ぐらいになってから、半数以上の

子供が持つ形で、それ以下の子ども達は携帯とい

うよりも、最近小学生とかはゲーム機がＳＮＳの

形、役割をしているので、その中でなっていると

いう形になってございます。ですから、かなりの

数の子ども達が持っていると。実数はすいません、

今手元に資料がないのでわかりませんけども、か

なり多くの子どもが持っているということです。 

それから、ＳＮＳにおける子ども達の問題行動

はどうなんだろうかというところでご心配されて

おられましたけども、ほんとにそのとおりで、年

に何度かはそのような問題が起きているようでご

ざいます。 

私達も学校もですね、携帯安全教室ということ

で、先ほどフィルタリングの話もされていました

が、そのようなものも含めて、専門家に来ていた

だいて学校のほうで学習会をするような形で対処

はしているんですけども、なかなか参加者が少な

いというところもありますので、呼びかけ等々も

ですね工夫しながら今後進めなければならないと

いうことと、子ども自身がそこのところの規定を

考えていかなかればならないところの指導は、今

後も充実させていかなければならないなというふ

うに考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：それとですね、大学

生がこちらに来ていただいて、子供と交流して学

び合いとかそういう部分の支援をしていただいて

るわけなんですが、見たところ、参加人数が非常

に少ないように感じているんですね。地域の子ど

もがですね、せっかく来ていただいてるんですか

ら、とてもいい取り組みなので、大学生やその身

近な村の先輩と直接ふれあい刺激になったり、励

みになったりするものと思います。 

もっともっと 参加人数が増えるような方策を

もっと考えるべきじゃないかと考えますが、いか

がでしょうか、。 

○議長（太田宏司君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君・登壇）：質問にお答えしま

す。 

ほんとにそのとおりだというふうに考えており

ます。大学生、今三つの大学のほうといろんな形

で子ども達の環境を作っております。 

ある青年が父親がですね、私は旅行とかいろん

な所にも連れていっている。でも、子どもにその

とこに行かせたとこに、大学生と触れ合う機会を

今までは提供できなかった。息子は、自分（父親）

に対して大学ってどんなところなんだろうと、初

めて問いをした。人生が今までの経験の中と違っ

て広がったんじゃないかな。非常に大きなものだ

ったんではないかなという意味でも、ほんとに重

要なことだというふうに考えています。 

そういう意味では、１７名から１８名ぐらいし

か参加していないというところでは、ほんとにも

っと増えるような形で取り組みたいなというふう

に考えているところですけれども。何せ部活とい

うか少年団とか、そちらのほうもございまして難

しさもあるんですが、今後も学校のほうに今入っ

ている形もございますので、その中でさらにもっ

と活用を強めていきたいなというふうに考えてい

るところです。 

そして期間もですね、今回冬の期間を長くして

みたんですけども、少年団活動が少しないところ
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で、そうなるとなかなか吹雪の日もあったりして、

なかなか余計に参加が難しくなるということもあ

って、夏も含めて今後も検討しながら、よりたく

さんの子どもがいろんな人と出会い、そして夢を

持てるような形で充実させていきたいなというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：ほんとに大学生とふ

れあうなんていう、村の子ども達にとっては素晴

らしい機会だと思います。ほんとに有効にそれが

実るように努力していただきたいなと思います。 

いずれにしても、粘り強い対話と理解を得るよ

うな地道な努力と学びやすい環境を提供し、情報

を隠ぺいすることなくオープンにして、課題を共

有して、どんな些細な変化や問題行動でも注意深

く見守り、村全体で健やかな子どもの成長を図る

体制、風土を構築していく必要があろうかと思い

ます。 

では、次の質問に移ります。 

次にですが、聞き飽きた言葉かもしれないです

が、少子高齢化が社会問題化している現在、本村

においても地域から学校が消えていってます。 

昨年３月には浜猿払小学校、来年には芦野小学校

が閉校するということになります。 

地域にとって学校が無くなるということの喪失

感は計り知れないものがあると思います。地域ご

とに学校があり、地域中当たり前のように子ども

達が走り回り、地域全体で見守る運動会や祭り、

学芸会など地域と学校が一緒になって盛り上げ楽

しんでいた時代がありました。そんな片田舎でも

次第に学校とのつながりも希薄になり、保護者以

外は教員の顔も名前も知らないという状況になっ

ております。地域住民は何時しか学校から遠ざか

っていったような気がしています。 

そんな中、文部科学省は公立の小中学校の１割、

全国でだいたい３０００校を平成２８年度中に保

護者や地域住民が参画しのコミュニティ・スクー

ルという数値目標を掲げ推し進めています。実際、

達成できるかは微妙な状況だと思いますが、道教

委でも重点施策として推し進めていますが、道内

の現在の普及率は２．５％にとどまっている状況

です。また、普及する地域も偏っていて、檜山と

かその辺が非常に多いようになっている状況です。 

地域に漠然と学校が存在するのではなく、地域、

保護者、学校が一体となって地域とともにある学

校を作る。学校と地域の協力、連携を図り、学校

関係者、評価を充実して教員の意識改革を促し、

子供の抱える問題を課題を地域ぐるみで解決する

仕組みを作り、質の高い学校教育を図るとして、

学校を核とする地域づくりを目指すとあります。 

去年３月に、教育再生実行会議の第６次提言で、

政府が進める地方創生の観点から、教育を核とし

た地域活性化を図るため、全校がコミュニティ・

スクール化に取り組むもの。その仕組みを必置に

するという検討を進めるとしています。 

１２月の中央教育審議会で、新しい時代の教育

や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携、協

働のあり方と今後の推進方策についての答申がな

されました。その中で、教育改革、地方創生の動

向から見る学校と地域の連携、協働の必要性につ

いて提言しています。 

地域社会のつながりや支え合いの希薄化等によ

る地域社会の教育力の低下や、家庭教育の充実の

必要性が指摘され、子どもの規範意識等に関する

課題に加え、学校が抱える課題は複雑化、困難化

している現状です。社会に開かれた教育課程の実

現に向けた学習指導要領の改訂やチームとしての

学校の実現、教員の資質、能力の向上と昨今の学

校教育をめぐる改革の方向性や地方創生の動向に

おいて、学校と地域の連携、協働の重要性が指摘

されているところです。 

これらの厳しい時代を生き抜く力の育成、地域

から信頼される学校づくり、社会的な教育基盤の

構築の観点から、学校と地域がパートナーとして

相互に連携協働していく必要があります。そのこ

とを通じ、社会総がかりで教育の実現を図る必要

がある。 

その一方で、各種の取り組みを通じて地域住民

や保護者等の側に立った自ら子ども達に積極的に

関わりを支援していくことによって、自分達の手
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で学校をより良くし、子ども達を育てていこうと

する意識や志が生まれ、こうした意識の高まりを

的確に受け止め、思想を醸成していくことを通じ

て、かつての支援を再生するという視点に留まら

ず、新たに地域コミュニティを作り出すという視

点に立って、学校と地域住民や保護者等が力を合

わせて、子ども達の学びや育ちを支援する地域基

盤を再構築していくこと。これらの学校と地域の

連携、そのあり方として、地域住民と目標やビジ

ョンを共有し、地域と一体となって子ども達を育

む地域と共にある学校への転換が必要だと言われ

ています。 

教育は国民一人一人の幸せな人生を実現するた

めの根幹を支えるものであり、国や社会の発展の

基礎である新しい時代の教育や地方創生を実現す

るためには、学校と地域がパートナーとして相互

に連携、協働していくことが必要であり、本答申

では、全ての公立学校において地域住民や保護者

等が学校運営に参画する仕組みをしてコミュニテ

ィ・スクールを目指すべきであること。 

また、全小中学校区をカバーする領域において、

地域における学校と協働体制としての学校、地域

学校協働本部の構築を目指すものであることを提

言したと。地域でどのような子ども達をつくり上

げていくか、どのような地域をつくっていくかと

いうビジョンであり、それをつくり上げていくプ

ロセスであると思います。これには、  コミュ

ニティ・スクールや地域学校協働本部といった特

定の体制からの視点だけでなく、学校と地域がど

のように連携、協働していくというような大きな

視点には欠かせないものがあると思います。 

このような取り組みについて、村としてこれか

ら新しい学校の姿、コミュニティ・スクールにつ

いて、どうお考えですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、私のほうから

ご答弁をさせていただきたいと思います。 

議員の仰るとおり、学校運営協議会を設置し地

域住民や保護者が学校運営に参画し、地域の実情

に応じた特色ある学校づくりを目指すため、コミ

ュニティ・スクールの必置に向け検討が進められ

てきました。 

最終的には、学校評議員制度などとの重なりや

人的確保の難しさもありますが、努力目標となっ

たところであり、教育は学校と保護者、地域、行

政の四者が一体となって連携、協力し充実させて

いくものでありまして、人づくりは村の重要課題

であることを鑑みれば、地域の声や保護者の声が

より反映されるシステムを検討することは肝要で

あるというふうに考えております。 

常に敵対関係ばかりではなくて、きちっと四者

が一体となって子ども達を育てていくということ

が重要だということを改めて申し上げたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：村長からの前向きな

発言、たいへん力強いものがあると思います。 

制度としては、指定された地域以外ではなかな

か認知されていない現実があり、制度そのものの

知名度はかなり低いと思われます。 

また、制度化されて３年とまだ事例が余りにも

少なく効果やメリットが見い出せない状況ではあ

りますが、制度指定を受けて実施している先進地

においても、学校の応援団的な関わり方をして 

学校の課題を自らの課題として受け止め、地域で

できることを探し、学校と地域が誘発し合い、お

互いに学校を良くしようという知恵を出し合って、

学校の改善、活性化につながり、また地域で子ど

もを守るために問題、行動や些細な変化にも気付

き易くなったという利点が報告されております。 

また、村では村内の学校ほとんどが有事の際の

避難所に指定されています。その機能をより一層

充実、強化するために学校と地域の結びつきを深

めることは、極めて重要な課題です。積極的な地

域の参加を求め、地域、自治会、消防団主導の学

校を核とした地域防災制度の構築を推し進める上

でも有効なツールと考えておりますが、いかがで

しょうか。 

○議長（太田宏司君）：大石教育長。 

○教育長（大石 真君・登壇）：ただいまの質問に
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お答えします。 

防災の関係というところについてはちょっと思

惑が思考が進んでおりませんので、そこまではち

ょっとまだ今何ともお答えはできませんが、議員

が仰るように、教育について考えるってことは、

１０年２０年後の未来を築くことだと。そして仰

ったとおり、幸せに生きるための根幹だとそのと

おりだというふうに思っております。それは独り

よがりのものではなくて、学校だけとかそういう

組織だけのものでもない。 

これからはご指摘されたとおり、地域、保護者、

学校、そして行政っていう４者が一体となりなが

ら進めていかなければならない。数少ない子ども

達をより健やかに成長させるための力合わせが何

より大事であろうと。昔は都市部でもどこでも、

地域と一帯となって学校教育を進めていたという

事態がございますが、今は一般的にほんとにそこ

の部分が希薄していると。猿払は地域の協力があ

ってですね、そこんところ、まだ十分進められる

んでないかと。 

それで学校評議員制度っていうのがございまし

て、地域の人が入って学校のその評価をしている

ものを見ていただいて、意見をいただきながら学

校を直して改善していこうという形で今進めてお

ります。そういうところからすれば、学校と地域

がより密接になりながら井の中の蛙にならないよ

うに、いろいろな指摘を受けながら学校力、教師

力、そして家庭の教育力、地域の教育力、それら

のものを高めながら健やかな人が住む街づくりの

ほうに進めていけたらいいなというふうに考えて

いるところです。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：笠井君。 

○議員（笠井哲哉君・登壇）：とりあえず、地域を

どうやってつくっていこうかという部分、そうい

う部分で学校というのはやっぱり非常に大事なも

のであろうと考えます。ですからこの学校をもっ

と地域住民が、もっともっと理解して協力し合っ

て子どもを健やかに育て、地域に学校をずっと存

在させるという、そういうことが必要ではないか

と考えております。 

導入する、しないは別といたしまして、情報提

供をどんどん村のほうから行政側からしていただ

いて、地域住民にも勉強する機会を与えたり何な

りして、もっともっとこの学校制度というものを

より良い方向に持っていけるように推し進めてい

くべきと考えております。 

以上をもって質問を終わります。 

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。 

 

 


