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平成２９年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年 ３ 月 ７ 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）：おはようございます。 

それでは通告に従い、いくつか質問をさせてい

ただきます。まず産業振興についてお伺いします。 

現在、本村は基幹産業である漁業と酪農業が主

な産業となり地域を支えていますが、過去には石

炭産業や林業等が地域の活性化に多大な貢献をし

ていました。宗谷圏域において、現在では漁業・

農業の堅調な経営により、地域を牽引するまでに

発展しています。 

本来であれば、基幹産業が潤えば地域全体が潤

うのが常でありますが、本村にはその潤いの受け

皿である産業が衰退または、発展途上しているの

が現状であり、それにより本村で生まれた潤いの

多くが他の地域へ流出しています。産業の発展が

地域全体の潤滑油となり得るような計画的な改革

が必要であると考えます。そのためには、受け皿

となる他の産業の活性化を促さなければなりませ

ん。既存の事業主が事業内容の改善により雇用を

創出し、同時に地方からの移住者がすぐにでも事

業に取り組めるようなサポートも必要であると考

えます。 

また、近年都会でリタイアし、第２の人生を田

舎で過ごすことを望む方が急増しています。しか

し、一方では本村で成人を迎えた世代のほとんど

が地方へ流出している現状があります。その現状

を静観するだけではなく、現役で働く若い世代を

引き止め、また、どのように呼び込むかが本村の

将来への布石になり得るものであり、そのために

は雇用を生み出すためのさらなる産業振興策を打

ち出すべきでありますが、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

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

議員おっしゃるとおり、本村の主要産業であり

ます漁業・酪農業につきましては、関係各位のご

努力もあり、順調な経営が行われていると考えま

すが、また、一方で商業におきましては、事業者

数も減尐を続けており危機的な状況であると私も

考えております。 

そのような状況の中で、今年度、商工会が実施

しました、まちなか商業活性化調査分析事業によ

り、将来のまちづくりに向けた企画提案内容がま

とまり、先日私も報告を受けたところであります。

その中では、消費者ニーズを踏まえた商店街機能

やサービスの充実策、再生策の検討が提案されて

おりますので、今後の具体的な取組内容について、

引き続き商工会と協議を進めていきたいと考えて

おります。 

また、これまでにも商業振興条例や企業誘致及

び地域企業再生促進条例を整備し、雇用を生み出

すための産業振興策を実施しておりますが、これ

らの制度の活用も含め商工会等と、また、関係団

体と連携を深めていきたいというふうに考えてお

ります。 

また、２点目でございますけれども、執行方針

でも申し上げましたとおり、未来の猿払村を担う

人材を育成するため、学資の支弁が困難である高

校生や大学生などに対する奨学資金の貸付制度と

合わせ、高年齢化に伴う将来的な担い手不足に対

応し、かつ、本村への定住や移住を促進するため、

村内の指定業種に就職する方を対象に学生時に借

入した奨学金の返済に対する支援制度を現在検討
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しており、平成３０年度からの運用を目指してい

るところでございます。 

これらの取り組みを通じて、猿払村に住み続け

たい、住んでて良かったと、住民の皆さんに夢を

持ってもらえるようなまちづくりを目指し、引き

続き努力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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長の答弁にあ

ったような、その商工業の事業提案ってものは、

まあ今後、我々も目にすることがあると思います。

ただあの、これは昔からたぶん似たような提案と

いうかね、事業内容等というのはたぶんあったと

思います。同じことをしてもね、たぶん同じ結果

にしかならないと思うんですよ。時代は刻一刻と

変化をしていますが、その時代のニーズに合った

ようなね、その事業提案というものを受け入れて、

それをじゃあどう実践していくのかというのは、

もちろんそれはこれからのね実施内容といろんな

部分も含めて検討していかなきゃならないと思う

んですけど、まずやってみるということが前提で

あって、何もしなければ何も起きませんよね。 

今、本村では１０月に完成する小規模多機能居

宅介護施設っていうものが完成します。高齢者に

とってはすごく良いことだと思います。すごく良

い事業内容でもありますし、ぜひとも上手くいく

ように我々も考えていかなければならないと思い

ますけども、その一方で、実際に今働いている村

の住民の人達がどう思っているかという部分は、

人それぞれ皆違うと思いますけど、私が聞いた数

人、まあ１０人くらいしか聞いていませんけども、

その中の方達のほとんどが、我々に何をしてくれ

るんだと。実際に税金を納めているね、我々にそ

の目に見えるような施策はね、今後してくれるの

かどうなのか、何も我々に見えてこないという声

がほとんどの人から聞くことができました。それ

はもちろん議会としても責任はありますし、行政

としても当然責任があることだと思いますのでね、

今後その来年・再来年のことは当然のことであり

ますけども、１０年・２０年先にこの村がどうな

っていくか、実際に猿払村はその人口減尐がね、

減尐率が低いと管内で言われておりますけども、

現に人口は減ってきてるわけですよ。これがじゃ

あ１０年後どうなのか、データでいろいろ出しま

すけど、そのデータどおりなるとは限らないわけ

ですよね。率がねもっともっと高くなって、思っ

たよりも人が減っていく、生まれてくる子どもよ

りも自然減のほうがどんどん増えていく時代です、

今の時代は。だからその１０年・２０年後にどう

なっているかわからない状況の中で、じゃあ今後

どうするか。ただ単にね、移住する人を呼び込も

うとしたって、現実的な問題としてそう簡単に済

まないのはこれ皆わかってることなんですよ。 

全国に例えば、首都圏の人を呼び込もうとして

いろんな事業展開をしてます。事業展開するんだ

けど、全国には１７００以上も自治体があるわけ

ですよ。その中で、じゃあ猿払村をピンポイント

で選んでくれるっていうそのね、つながりを付け

ていかなきゃならない事業も、観光協会とか企画

政策課も含めていろんな事業をやってますけど、

その中で本当に住みたいって言ってる人達も実際

にはもちろんいます。いるんだけど、じゃあそれ

がね１００人・２００人来るわけでもないですし

ね。ただ１組でも２組でもね若いご夫婦がここに

移住をしてきて、自分の好きなことをやっていく、

そういう時代でも今あると私は思ってるんですよ

ね。 

例えば、その３５歳の共働きの夫婦が東京都で

働いている人がいるとします。もちろんこれは現

実の問題なんですけども、その人達が家を建てた

いと考えた時に、ちょっと郊外にうさぎ小屋のよ

うな小さい家を建てた、それが大体３５年ローン

だと言ってました。支払いが終わるのは７０歳の

時ですよ。実際に共働きをしてるわけですから、

それなりの貯蓄は持ってます。金額を聞いてみる

と、その金額があると猿払村では土地も家もまと

めてそれなりの家が建つって言うと、びっくりす

るんですね。大抵その金額では、首都圏では土地

も買えないというぐらいの金額です。ところが、
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ここだとね結構良い家が建てられるような状況で

す。その人達はいずれ田舎に住みたいんだと言う

わけですよ。どこにして良いかわからない。その

取っ掛かりが猿払村であったという話を聞きまし

た。本当に住めるんですかねってやっぱり聞くん

ですよね。冬さえ辛抱すればなんとかなりますよ

と私は言いますけど、本当にそういう人達がまだ

まだたくさんいると思うんですよ。 

都会はね、東京都だとか北海道でいうと札幌圏

の人達はね、都会で良いなと言う人達もいますけ

ど、単なるね私は思い込みだと思ってます。あの

人達にとっては、老後はやっぱりね静かなところ

で暮らしたいと言っている人達がたくさんいるん

ですよね。その人達をどう呼び込んでどうその人

達の話を聞き入れるかっていうのは、もちろんこ

れは村の事業にも関わってきますでしょうし、そ

の時にねこの村に来た時に、ここはねこんなに子

育てがしやすい村なんだと思ってもらえるような、

もしくはね、若い世代の人達が、確かに商店街も

何もないところですよ、だけど住みやすいねって

思ってもらえるような施策を今からつくっておか

ないと、これ１０年後・２０年後はね同じ状態が

続いていって、結局皆、衰退していくんじゃない

かと。 

水産業だってわかりませんよ。今は確かにこの

数年、景気良いと言われてますけど、いざもしも

の万が一のことがあった場合、自然が相手なこと

ですからね。それがひっくり返った場合に、村は

それで共倒れするんですかっていうことを私は言

いたいわけですよね。共倒れするわけにいかない

んですよ、ほかの住民もいますから。漁業者の人

はね、もう水揚げがなくてしょうがないっていう

声を出すかもしれませんけども、水産業・酪農業

に関係ない人達はね、それによって行政サービス

がね低下していくことをどう思うのかっていうこ

とをやっぱり考えていかないと。そのためには、

ほかの産業も今から育てていかなければならない

と私は思ってます。 

あの、これは夢物語かもしれませんけど、実際

にね島根県の邑南町っていうところを聞いたこと

がある人もいるかもしれませんけれど、日本一の

子育て村って言われてる所ですよね。最近なんか

脚光を浴びてますけども、人口が１万１０００人

だからまあそんなに大きい町ではないと思います

けど、２０１０年からの５年間でね１５３世帯・

２６２人が増加して、そのうち５９人が子どもだ

ったっていう。島根県というのはそんなに都会で

はないですよね。逆に言うと、過疎地だと言われ

ている所でこういうことが実際に起こっているっ

ていうことがね。もちろん交通の便とかいろんな

部分を考えると、北海道よりは良いのかもしれま

せんけど、そこに首都圏あたりから、大阪のあの

近辺あたりからどんどん人がね入ってくるという

ことを考えた場合に、その事業内容も私も見まし

たけども、やっぱり人と違ったことをやってるん

ですよ。 

その部分で、今私のこの最初の質問の中でね一

番言いたいのは、若い世代が本当に働きたい世帯

が来た時に、その働く場の提供をどうやってして

いくのか。住みたいのはわかると。自分でじゃあ

ね喫茶店でも何でもできる人なら良いですよ。そ

の喫茶店やる時に、もちろん村に条例ありますよ

ね、事業を始める時にね。もちろんそれで支援し

てあげるのも良い、家を建てるにもすごい手厚い

支援が猿払村にはありますよね。そういうことを

考えた場合にね、これ向こうのほう行くと、そう

いうこと事業やってる自治体がやっぱりあるんで

すよね。ところが、事業内容を見ると、移住して

家を建てた場合には３０万円を助成します、うち

の村どうですか、移住してここに住民票移して、

村の建築業者を使うと２００万円まで出るんです

よ。それをね教えてあげると、本当にびっくりし

てますよ、その人達は。そういう魅力もあるわけ

ですから、どんどんそれもアピールしていって、

なおかつ、それに付随してねいろんなことを考え

てソフト面でも何でも考えていってやらないと、

本当にこれからもうたぶん取り合いになってる時

代ですよね。首都圏の人は出たいって言ってるん

だけど、どこに出たらいいかわからないっていう

のを、どうその地方の自治体が受け入れるかって
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いう部分も考えていかなければならないわけです

から、高齢者のねその福祉の部分も含めて、同時

にねそういう働く世代の人達にも考えてやらなけ

ればならないわけですよ。 

そういう部分で、もちろん村長はねこれを言っ

て答弁を聞いた時に、やりますと言うのかもしれ

ませんけど、本当にやる気があるのかという部分

を聞かせてほしいんですよ。行政執行方針の中に

もいろんな部分がありましたよね。それは   

１００％できない部分ももちろんあるんですよ。

でもやっぱり優先事項をその上に持っていかない

と、本当にねこの村の将来を考えたらね、危機感

を私だけではないと思うんですけども覚える部分

があると思うんです。そういうね気持ちの部分も

含めてね、村長にもう一度答弁をしていただきた

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）：移住定住の部分につ

いては、まるごとフェアもしくは移住体験ツアー

等も２年ほど続けてまいりました。その中で、都

会の方々といろんなお話をする機会を設けさせて

いただきました。現実に、その中からうちの村に

移住を希望される方がやっぱりご夫婦でおられた

り、ただ、そこで問題になってくるのが今議員お

っしゃられたとおり、やっぱり就労の場の関係で

ございます。都会と違ってそんなにたくさんの就

労が、ニーズがあるわけではございませんから、

どうしても限られた職種の中から選んでもらう、

または、ここでお店をやりたいという部分につい

ては、今ある条例の中からこういろんな形で手厚

い手当てをさせていただきたいというような、い

ろんなお話をさせていただいているところが現状

であります。 

ただ、問題は住む所も正直言って問題でござい

ます。今年１６戸の単身者向けの住宅も建てさせ

ていただきました。そして民間の住宅も８戸建て

ていただきました。地優賃の単身者向けの１６戸

については、すぐうまってしまうような状況でご

ざいました。さらにまた単身者向けも含めながら、

また世帯向けの住宅も含めながら、ある程度やっ

ぱり今後も力を入れていきながらですね、住宅の

確保をしていかなければ、なかなか来ていただく

方々にですね、ぜひどうぞという状況には今のと

ころなるような状況にはなっておりませんので、

その部分につきましては、行政も含めながらです

ね民間活力も活用させていただきながら、さらに

検討していきたい。さらに空き家の部分につきま

しても、きちっと進めるような、今のところ空き

家がほとんど本村にはございませんので、今後そ

ういう空き家をですね、あればですね、行政のほ

うで空き家対策と空き家バンクという制度もつく

りながら、早急に進めていきたいというふうに当

然考えております。 

今議員、村長の意気込みという部分については

ですね、当然平成２９年度についても引き続きや

らせてもらいますけども、今そういうような条件

をですね加味しながら、含めながらですね、２９

年度はきちっとその基礎をつくりながらですね、

３０年度に向けてやっていきたい、さらに今年度

は担当のほうにも指示をしておりますけども、や

はり最後の墓地の関係もありますので、共同墓地

の設置に向けた検討も今担当課のほうで進めてお

ります。あらゆる課を連動しながらですね、移住

定住者の方々が猿払村に来ていただけるような環

境整備を早急に進めてまいりたいというふうに思

っております。 

それと今議員おっしゃられたとおり、もっとも

っと猿払村は他の自治体に負けない取り組みがた

くさんあると思います。当然、子育て支援の関係、

一昨年は保育料金とか学童の料金も半額にさせて

いただきました。そして高齢者の足の確保につい

ても福祉タクシー、それから小石へのデマンドバ

ス、デマンドタクシーもあります。また今年１０

月からは、小規模多機能居宅介護施設・地域交流

施設の供用開始に向けて、福祉タクシーの増車、

それから村外への病院への通院に対する通院タク

シーの新設も考えております。そういうことも含

めながら、もっともっと村外のほうにＰＲをして

いきながらですね、猿払村のほうに来ていただけ

るような施策をきちっと展開してまいりたいとい
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うふうに強く思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：村長の今の気持ちは

若干ですがわかりました。であの、これいろんな

事業をする場合ね、例えば、来年度の本村の予算

等を見ても決して何にでも使えるようなお金があ

るとは、まあ猿払村は良いほうなのかもしれませ

んけれども、ないわけですよね。事業展開してい

く場合に、どうしても必要になってくるのがやっ

ぱりその国や道の補助金等をやっぱり見込む訳で

すよね。そうでなければ、事業展開していけない

のはもうあたり前のことですから、その時にね、

こういうのっていうのは、私も何度もこの議会一

般質問の機会で何度も質問させていただいており

ますけれども、地方創生っていうのは今の時代は

根本にあるわけですよね。何度も地方創生、地方

創生と言ってね、そこから補助金を引っ張って来

ようとしていろんな部分で職員も大変かと思いま

すけどやってるわけですよね。 

あの、よく私も最初は勘違いしてたんですけど、

その地方創生というのがねどういうものかってい

うのは、例えば、衰退する地方を活性化させると

いうことが目的の地域振興策だというふうに、最

初は単純に思ったわけですよ。ところが、よくよ

くいろんなこと聞いたり見たりしてくると、これ

違うっていうのがねだんだん見えてきて、という

のは地方という所に雇用を生み出して、その東京、

首都圏のね一極集中を是正して、最終的には日本

の人口減尐を食い止めるっていうね。東京だけで

はもうまかなえない、首都圏だけではまかなえな

いから地方にどんどん人を移住させる、もしくは

そこに住んでもらって東京への一極集中を是正す

るというのが本当の目的だっていう部分があるわ

けですよね。地方が中心じゃないんですよ。あく

まで、首都圏が中心であってそこをなんとかしよ

う、そして日本全国の人口の減尐を留めるってい

う部分が根底であって、それが地方創生ってもの

につながっているっていう部分をねわかった時に、

ってことは我々のところが大変だからなんとかし

てくれ、なんとかしてくれっていうのは間違いだ

と。ではなくて、本当に国などのね補助金等をそ

の獲得するためにはね、そこら辺から物事を考え

て変えていかないと、振り向いてくれないのかな

と。これはもう奪い合いですからね、補助金なん

ていうのは。そんな部分だと思います。 

例えばね、地方創生の先行型で我々が獲得した

補助金は、その最初に出した提案ではなくてその

ＣＣＲＣの部分をもっと重点すれって言ったのも、

国のほうから指導があったのもそういう部分から

じゃないですか、おそらく。首都圏ではもう高齢

者の方がね行く施設がないと、もう満杯状態でど

うしようもないから地方のほうにその高齢者をど

んどん引き込んでくれっていう願いみたいなもの

があって、そのＣＣＲＣっていう部分を強く打ち

出しほしいと。その部分に関しては補助金を出し

ますって言われていると私は考えたんですよね。 

だから若い世代も同じですよ。高齢者だから、

若いからというね理由ではなくて、その人口をど

うこちらのほうに流れを持ってくるかという部分

を考えて、補助金を獲得しなかったらいけないと

私は思っています。 

先ほど村長も言ったように、空き家バンクの部

分、住むところがなければ何も始まらないっても

ちろんそのとおりです。実際にあのこちらにね住

んでて、もう亡くなられた方でね、もう空き家に

なってる家が数軒あるって私も聞きました。では

その持ち主のご子息だと思いますけど、その方々

と接触をしてね、賃貸でも良いですし売ってくれ

ないかっていう部分でも良いですし、交渉をして

その家をねその空き家バンクとして登録してね、

その移住者なり猿払に住みたい方に提供するとい

う部分も早急に進めていかないと、建物っていう

のは１年・２年置くとすごい傷んでしまうもので

すからね、それをやっていかなければならないと

思っています。先ほど村長言ったように、空き家

バンクっていう部分も実際にそれ現実可能なのか

どうかっていう部分をお聞きしたいと思います。 

○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
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にお答えしたいと思います。 

空き家バンク制度の部分でございますけども、

全国あるいは道内でも数ヶ所、各市町村において

ですね積極的にホームページ等を使いながら、利

用を図るような形で掲載をしているところも多々

見られます。本村においてもですね、その辺の部

分については、昨年度の議会等でもその辺の制度

の活用の仕方についてもですね、どうなんだとい

うところも実際にあったと思っておりますので、

その辺につきましては、今現状でですね総務課の

ほうで、防災の観点あるいは家の修繕を含めたで

すね確保の改善の部分についてですね、空き家バ

ンク制度をですね今つくれるような形で、今指示

をしている最中でございまして、できれば今年度

中に確立をさせてですね、ホームページ上のとこ

ろで掲載をしてまいれれば良いなというふうに思

っておりますし、実際にはそういう空き家を利用

してですねそこを修繕をかけながら、逆に移住定

住者を呼び込むという政策の部分についてもです

ね、今後検討をしていかなければ、やはりその辺

の人口減尐対策には対応できないというふうに考

えておりますので、その辺についてもう尐し時間

をいただきたいと思います。 

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）：今の副村長の答弁の

中に、今年度中って言いましたけど、今は今年度

末ですけども、今月中ということでよろしいんで

しょうかね。 

○議長（太田宏司君）：副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：大変遅くはなって

おりますけれども、３月中にということで、現在

は考えております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：あの猿払村というの

は、この宗谷圏域に例えて言うと、空き家がすご

く尐ないというふうに聞いています。ほかの所は

空き家対策でもうしょうがなくて壊すに壊せない

で、どうしようもないっていう所がたくさんある

ようですけども、本村に関してはその空き家が非

常に尐ないと、珍しい地区だと思うんですよね。

その中で、その空き家が出てきたということは傷

んでいない、まだまだ使えるものがね空き家とし

て今、現状なってるという部分だと考えて良いと

思いますけども、ぜひとも早急にねそういう部分

も整備をしていって、ちょっとずつ、一つずつき

ちんとねわかりやすいような、住民にもわかりや

すいような形でね事業を進めていっていただきた

いと思います。 

先ほどの村長の答弁に戻りますけども、中心街

の活性化っていう部分を答弁していましたけど、

この村の考える中心街っていうのは、そのどの部

分なのかという部分でね、おそらく鬼志別市街地

にある旧ＪＲ駅の前にある駅前通りという所のも

のを中心街と言ってるのかどうかという部分。 

まあその前提として話をさせていただきますけど、

例えばね、今この移住の話ですから移住した人が

ね、あそこで、ありますよね新しくできたお店も

駅前にありますけども、あそこでね、実際にその

商売として何かをしようと、商店として何かを、

何でも良いですけども、サービス業でも良いです

よ、しようとした時に、本当に今の時代あそこな

のかなと私は常日頃から言ってますけども、確か

に人口の一番多いのはこの鬼志別地区であって、

役場もあって中心地です。ここは猿払村の。ただ、

事業として考えた場合に、派遣なんかね、ほかの

作業ではわかりますよ。サービス業として今話を

させていただきますけども、商店として考えた場

合にあそこでやって良いのかと。 

例えば、その居酒屋でも食堂でも良いです。お

客様を受け入れるお店としてやっていった場合に、

あそこにたぶん鬼志別商店街に物をつくってしま

うと、もちろんやっていけるでしょう。やってい

けるかもしれませんけど、ほとんど地元の人が相

手なんですよね。ところが、商売するっていう人

は商売をもっと上手くいかせようとして、ものを

考えるわけですよね。もうちょっと儲けたい、サ

ービスを提供したいって考えるわけですよね。そ

うした時に、ほとんどの自治体っていうのは幹線
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しているその鉄道でもなんでも良いですよ、国道

でも交通の便の一番良いところの幹線道なり鉄道

網の駅の近くなりというふうに、商店街っていう

のは発展してるのは普通ですね。 

鬼志別商店街も昔はＪＲがあって、その駅前の

通りがね、ああいうふうに商店街として発展して

いったというのが実情だと思いますけども、今じ

ゃああそこはね、もちろんバスターミナルはあり

ますけども、鉄道はなくなってねもう２０数年・

３０年近く経つわけですよね。本来であれば、国

道沿いにそういう物をつくっていく計画、今やっ

てる人を移せっていうのは酷かもしれませんけど

も、今後新しくね事業始めた時に、本来であれば

国道沿いにそういうものをつくっていくのがまあ

普通の考え方だと私は思うんですけども、もちろ

ん今の鬼志別の商店街を活性化するという考えも

間違っているとは思ってません。思ってませんけ

ども、同時にやっぱり活性化と考えるんであれば、

向こうのほうに持っていくのが普通じゃないんで

しょうかね。その辺ちょっと考え方についてお伺

いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先日、商工会のほう

からのニーズ調査というかアンケート調査をやっ

た中にもですね、まちなか商業活性化、その中で

もゾーンとしてですね、一応鬼志別を中心街とし

たゾーンという形の中でご提案をいただきました。

商業ゾーン、医療ゾーン、コミュニティゾーンと

いう形の中でご提案をいただきました。ただ、ア

ンケートを取っていただいた中身を見ると、今議

員がおっしゃられていた、要するに国道沿線の地

域の部分についても、もうちょっと鬼志別ばっか

りではなくて、我々の地域にもそういうようなゾ

ーン地域をつくっていただきたいというようなア

ンケート調査の結果もございましたので、先日そ

の報告を受けた時に、商工会長をはじめ事務局の

方、また役場の職員も含めながらですね話をした

時に、これから今後、総合計画もありますし、そ

れから地域の公共施設の計画もありますから、そ

ちらのほうとリンクをさせながらきちっとそのゾ

ーンをですね、鬼志別だけではなくて浜鬼であっ

たり知来別であったり浜猿であったり、そういう

国道沿い、沿線の地域にそういうところをこう機

能を持たすような方向も含めながら、今後検討し

ていかなければなりませんね、というような話を

させていただきましたので、今後、商工会幹部の

方々とそれから役場職員も横断的にですねこの話

し合いの中に入って、今後５年計画・１０年計画、

当然財政のこともあります、土地の取得の関係も

あります。そういう形も含めて、長期的な視点に

立った中で、今後まちなか活性化を進めていきま

しょうというような、今の段階ではそういう話に

なっておりますので、議員おっしゃられたご意見

も踏まえながらですね、今後進めていきたいなと

いうふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まさしくその通りだ

と思います。あの例えばね、鬼志別の商店街を活

性化してね、もっともっとあそこの空き家なりな

んなりっていう部分で事業をやっていただく部分

も、もちろん可能性としてねあるわけですよ。た

だ、やっぱりね猿払村はやっぱりいろんなその地

域が散らばってて、距離的にもね一番遠い所から

来ると結構な時間がかかるんじゃないですか、鬼

志別あたりに来るってなるとね。距離でものを考

えてしまいますけども、さるふつ公園、あの辺が

距離的にもどこに行くにも一番近いという言い方、

おかしいですよね。便利なところであると思いま

すけど、まああそこに商店街をつくるわけにもい

きませんから、せめてその国道沿線にね、これか

ら中長期的にものを考えていって、５年後・１０

年後・２０年後っていう部分で考えていった場合

に、今からそれをやっていかないと、はい、つく

りました、はい、やってくださいというわけには

いきませんからね。人間がやることですから、同

時にねやっぱりやっていっていただかないと。 

どうしてもそのものを考える人達がそこの中心

地にいることによって、ほかの部分になかなかい

きずらいという分もあると思うんですよ。だから
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いろんな人を巻き込んでね事業を進めていってい

ただきたいなと私は思いますけども、当然自分の

住んでる所に近いほうがもちろん良いわけですよ

ね。だけどやっぱり今後のことを考えるとね、ど

うもその先行きが見えないというか、移住定住し

て来る人もね魅力的に感じないのかなと私は思っ

てます。 

この質問の中にもう一つあったのが、働く世代

に対する支援っていう部分で、例えばね、子育て

をしているお母さんとかご夫婦がいます。もうそ

ろそろ子育てが終わりそうかなというご夫婦がい

るとします。そうした時にやっぱり、例えばね、

稚内市あたりの水夢館に毎日通っている人もいる

んですよね。結構な人数がいると聞きましたけど

も、そこに行ってアスレチックなり泳ぐこともす

るかもしれないですけども、健康促進のためにね

いろんなことをその、あそこまで通うわけですよ。

ほとんど毎日。そうした時に、何で猿払にないの

かねって言われたことがあります。結構やっぱり

注目してるんですよね。 

昔はやっぱりあのスポーツセンターにありまし

たよね、いろいろな器具がね。私も何度か行った

ことがありますけど、できた当時。もう使えなく

なって今あるのかどうかわかりませんけども、あ

あいうものをねつくってくれないのかなという意

見もちらほら聞こえてきます。っていうのは、や

っぱり高齢者ばっかりだねって言うんですよ皆さ

ん。その１０月にオープンするあの施設のことを

聞いたことによって、うーんと。高齢者は良いけ

どね、私達はね大変なんだよねっていう声も聞く

わけですよ。同時にその辺もね住民の人に理解し

てもらえるような説明をしていかないと、どんど

んそういう声って大きくなってくると思うんです

よ。 

例えば、今アスレチックのことを例に出しまし

たけど、ほかの部分もそうです。目に見えるとい

う部分をね、施策に関してはこういうことをしま

す、こういうことをします、いろんな部分で援助

しますという部分もありますけども、目に見える、

その言ってみればハードの部分でね、今後どうい

うことを考えていけるのかなというか、どういう

ことを考えている部分があるのかっていう部分を

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）：実は浜猿払小学校、

旧浜猿払小学校の跡地利用という形の中で、あそ

この部分について３６５日といいますか、夏も使

えるインドアの子ども達が遊べる公園といいます

か、遊具を置きながら、そういう検討も実はさせ

ていただきました。その部分にも、こういう形で

させていただきたいということで議員各位のほう

にもご説明した経過がございます。ただ、そうい

う形の中で、なかなか単費で事業展開するのは非

常に難しいというような検討もありながら、オー

プン・リノベーション方式の中で現在取り組んで

おりましたけども、なかなか非常に来ないという

状況の中で、今後は芦野小学校が今年度末で閉校

をするという状況もありますので、いろんな文科

省のいろんな部分も活用しながらですね、今後ど

ういうような利活用をしていくかってことも検討

していきたいというふうに思っております。 

今議員おっしゃるとおり、なかなか子育て支援、

そういう若者世代についてなかなかその施策的な

ところが弱いのではないかというようなご意見も

いただいております。今後はその辺を含めながら

取捨選択をしながら、財政を含めながら早急に検

討してまいりたいというふうに思っております。 

なかなか皆さんのご希望通り、子ども議会もや

っておりますけれども、子ども達の意見も聞きな

がら、それから生産労働人口等の方々も含めなが

らいろんなやっていきたいことは山々、たくさん

あります。ただ、やはり裏づけとなる財源的なこ

とも検討しながら、また村債も減らしながら、行

財政改革に則りながら進めていかなきゃならない

という部分もありますので、ないものねだりでは

ないですけれども、我慢するところはやはり我慢

していただかなきゃならないところも多々あるか

と思いますけども、その中で進めるものは進める、

我慢するものは我慢するというメリハリを持ちな

がらですね、２９年度についても進めてまいりた
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いというふうに考えております。 

また、将来的にどういうようなまちづくり進め

ていくかという部分につきましても、各課横断的

にですね職員と検討しながら進めてまいりたいな

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まぁ今に始まったこ

とではなくね、ずっと昔から同じような議論をし

てね尐しずつ、尐しずつ変えていったと思います。

もちろん変えていくものだと思いますし、先ほど

言ったように時代に合ったようなね、ニーズに沿

ったようなものをつくっていかなければならない

だろうし、ただ先ほども言いましたけども、同じ

ことをしてもね同じ結果にしかならないんですよ。

結局いくら補助金もらっても、同じことをすると

同じことにしかならないっていうね、部分があり

ますので、ぜひとも事業施策を打ち出すにしても

玉虫色ではなくてねはっきりとわかる形で、住民

っていうのはわからないんですよ。議会用語だと

か行政用語だとかいろんなことで今も喋ってます

けども、本当は自分の言葉で喋りたいんです、私

もね。ただやっぱりこういう場ですから、ちゃん

とした言葉で喋らなければならないというところ

もあります。ところが、住民というのはね自分の

言葉で聞くんですよ。だから堅苦しいこと言って

もね、全然通じないっていう部分もあります。だ

からできるだけかみ砕いてわかりやすく、住民に

毎月ね広報だって猿払村で出してるわけですよ。

その中でね、村長の一言でも良いですよ。なんか

そういうコーナーをつくってね、これからこうい

うことを考えていきますと、見守ってくださいぐ

らいのことをね考えていかなければ、住民ってい

うのはなかなかね行政に対して感心を持ってくれ

ないのかなと。 

もちろん、我々議会もねそういうことも考えて

いかなければならないですし、行政もただその村

政懇談会みたいなことをねやるっていう、やった

っていう事実だけが残るんであって、内容がやっ

ぱり伴うようなことをねしていただきたいなと思

っています。 

子育て支援にしてもそうです。どこでも今やっ

てるんですよ、どこの自治体だってそれなりのこ

とは。我々もやりましたって言いますけども、今

の時代はもうあたり前のことなんですよ子育て支

援っていうのは。だからね変わったことすれって

言うと言い方が悪いかもしれませんけれど、ほか

とは猿払村がこのように違いますというものを打

ち立てていかないと、先ほど言った島根県の邑南

町みたいなことを考えていかないとね振り向いて

くれないかなと。 

田舎だから来ないというのは先ほども言いまし

たように、我々の単純な思い込みですから。来る

人はそんなことこれっぽっちも思っていませんか

ら。確かにね不便なところはいっぱいありますよ。

いっぱいありますけれども、良いところもたくさ

んあるんですよ猿払村というのは。それもやっぱ

りアピールしていってほしいなと思います。とい

うことで最後に一言、もう一度村長のほうから答

弁をいただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：僕もやりたいことは

たくさんあります。ただ、そこの中でやはり取捨

選択をして、今早急に進めていかなきゃならない

ハード事業、それから財政的なことも含めてソフ

ト事業という形の中で、自分ではこの４年間、ま

だ３年間ですけども進めてきたつもりでおります。

今度はこの１年目も含めて最終年になりますけど

も、どこに軸足をきちっと置いた中でですね今後

進めていくかという形を進めていきたいと。 

だから建物を建てて目に見える中でやっていけ

ば、良い村長だなという話になるのかもしれませ

んけれども、それは今後含めてですね、今小規模

多機能・地域交流施設の中でですね今後の介護だ

とかそれから在宅、それから地域交流施設では多

世代にわたる交流の施設も今後つくっていきます。

その一つとして、多世代の方々がきちっと交流で

きながらまた高齢者の方々が今特別養護老人ホー

ムの入所待ちですとか、それからショートステイ

の入所待ちがあります。今後は間違いなく、在宅
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を中心としたその高齢者福祉という部分が間違い

なく出てきますから、そういう部分を先取りをさ

せてもらった中で、まずそれをやらせてもらった

と。今後はその中でできる範囲の中で保育料も下

げ、学童の料金も下げさせていただきました。い

ろんな形で目に見えないのかもしれませんけれど

も、やってきているつもりでございます。     

ただ議員おっしゃるとおり、その部分が私の情

報発信不足なのかもしれませんけれども、きちっ

とそういうお母さん方とか、それから若い世代の

方々ときちっとお話をさせてもらいながら、将来

に向けてどういうようなニーズのことが必要なの

かという形の中での話し合いをさせていただきな

がら、今後村政を進める上でですねきちんと対応

していけるものは対応していくと。その代わり、

我慢していただくものは我慢していただくという

形の中で進めていきたい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）：昼食のため、午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４６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。 

山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：それでは、一般質問

を続行したいと思います。 

２つ目の質問です。近年では人口減尐に伴う諸

問題が地方自治体にとって重要課題となっていま

すが、それに伴い本村も打開策を打ち出す必要が

あると考えます。近年では地域の人口減尐により、

この２年間で２校の小学校がその役目を終えまし

た。廃校利用は全国的にもその活用方法が注目さ

れていますが、残された施設をどのように利活用

するのか、本村も早急に検討しなければなりませ

ん。 

施設を村の単独のものとして取り扱うのか、ま

たは広く公募をして内外からの企業を誘致するこ

とも可能性として考慮しなければなりませんが、

産業振興の観点からかんがみた場合、新規事業を

展開し、産業のすそ野を広げることでそこから

様々な事業が生まれてくると考えます。移住定住

事業は重要な施策でありますが、同時に交流人口

を増やし、村内の活性化に繋げていくことも重要

であります。地方の廃校を利用して、テレワーカ

ーによる事業展開で業績を伸ばしている法人も近

年増えています。 

本村のような地方の田舎には人は来ないという

考えは、根拠のない思い込みであり、他の地域か

ら見た場合、本村が魅力的に見えるのも事実であ

ります。地域の活性化は条例や事業内容で成否が

決定するのではなく、それを運用する人材で決ま

るものであります。交流人口を呼び込み、人のつ

ながりを広めていくことも今後の課題であると考

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

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

１点目のご質問と若干重複するところはござい

ますけれども、ご容赦をお願いしたいというふう

に思っております。 

まず第１点目につきましては、村立小学校の廃

校跡の施設利活用につきましては、平成１２年度

に閉校した旧猿払小学校を含めた３施設のいずれ

におきましても利活用化が図られていない、もし

くはその内容が確定していない状況にあります。

特に旧浜猿払小学校の利活用につきましては、郷

土資料の展示も含めた社会教育施設という形での

検討内容をこれまでも議会に対しご説明させてい

ただいておりますが、施設改修費用や維持管理費

等の財政的課題があることから、現在も検討を継

続している状況にあります。 

しかし、廃校跡施設の利活用は全国的な課題と

なっており、その課題を地域内だけで完結させる

ことはたいへん厳しい部分もありますので、外部

にその利活用を求めることも一つの方法と考えま
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す。具体的には、文部科学省で行っております廃

校施設情報の集約と活用ニーズとのマッチングを

行うプロジェクト事業の活用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。 

また、２番目の交流人口の拡大でございますけ

ども、交流人口の拡大は地方を活性化させるため

の最重要要素の一つと考えます。本村においては、

交流人口を呼び込むための施策としてこれまで行

ってきた観光振興や移住定住施策の取り組みを通

じ、交流人口の増加につながるよう検証を行いつ

つ、事業展開を図っ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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まず一つ目の答弁の

部分ですが、その廃校の利活用という部分で、こ

れももう何度もこの一般質問を通して答弁をいた

だいておりますが、その都度その都度、やはりね

いろんな課題や難問、その他、いろんなものが噴

出してきているのが現状だと思います。あの今 

先ほど村長言ったように、３つの廃校が利活用さ

れないでそのまま、一つはこれからですけど、放

置されているという部分もあるわけですよね。 

あれだけ大きな施設をやっぱり利活用するとな

ると、やはり例えば大きな企業がね利活用して成

功している例も全国的に見たらたくさんあるわけ

ですけども、それを実際この猿払村でねできるの

かと。まぁよほど強いつながりというかパイプが

あれば誘致することも可能かもしれませんけども、

猿払村だけでなく北海道だけ見ても、たくさんの

廃校があるわけですよね。そこでやっぱり皆同じ

ことを考えるんですよ。企業誘致にしてもしかり、

交流人口を増やすこともしかりという部分で、同

じことを考えていると思います。そこはやっぱり

ね太いパイプなりなんなりってものを利用してで

も良いから、やっぱり現場を見てもらってね、本

当にここで事業ができるのかという部分も含めて、

つながりがなければほかの部分で考えなければな

りませんけども、そうやってただなんか決まった

形式の上でね、ものを考えていくんじゃなくて、

人と人のつながりでね人を探していくということ

も、私は重要ではないかと思います。役所的には

ね、その人のつながりという部分は後回しにされ

るのかもしれませんけども、決まりだけではなく

て、こういう時はこういうところを通して、こう

いう部署を通してという部分ではなくて、知り合

いにねこういうことをやってる人がいるだとか、

なんとかっていう部分も含めてね色んなアンテナ

を張り巡らせて活用して、本当にそこに廃校に入

ってもらえるような事業主というか企業というか、

そういう人達を探すこともすごく重要なことだと

思います。 

そしてあれだけ大きな施設ですから、一つの企

業に任せることばかりじゃなくて、例えば教室１

つ・２つを分割していろんなところに入ってもら

う、事業をしてもらうという部分も重要だと思い

ます。そうやって尐しずつね集めていって、でも

そうなってくると役場でおそらく対処することが

難しくなってくると思うんですね。いろんな企業

が、いろんな職種のものがあの中に一つの建物の

中に入ってくるとなると。そうすると次に考える

のは、それをまとめる会社っていうか事業をする

ところにお任せするか何かという部分も、当然考

えていかなければなりませんね。役場で全部管理

できるなら良いんですよ。でもやっぱりいろんな

業種のものがあそこに入ってくるとなると、やっ

ぱりそれを管理するという部分も必要ですから、

同時にそういう企業も探していかなければならな

いことになるかもしれないと私は思っているんで

すね。 

石橋を叩いて渡るという言葉がありますけども、

それももちろん大事です。失敗することは許され

ないという考え方でやるのは大切ですけども、ま

ず一歩踏み込んでいかないと、またなんかその、

言ってみれば物置みたいなものになってね２年・

３年放置してあちこち傷んでくるということが起

こってくるんでね。これねやっぱり早目に手を打

っておかなければ、いろんな道を探っていかない

と答えって出てこないと思うんですよね。であの

当然、村としてもそれなりの考えはあるはずなん
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ですよ。これだけいろんな声が上がってるわけで

すから。今現在ね、こういうことに使いたいなだ

とか、こういうことができたら良いでもいいです

よ、夢物語だと言われるかもしれませんけれども、

そういう方向を持って取り組んでいきたいという

ものがね、今現在もし持っているんであればね、

ちょっとこの場をお借りしてねお聞きしたいなと

思いますけど。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：現在様々な、旧浜猿

払、まあ猿払小学校についてはあのような放置と

いう形の中で、今は使える状況にはないというふ

うに考えておりますけれども、旧浜猿払小学校に

つきましては、今２年間の経過が経ったという部

分の中で、前回から非常に、先ほどもお話しまし

たけれども、春夏秋冬インドアで使えるようない

ろんな施設、それから文化財の展示スペースを設

けながらやっていくという状況で進めてきました

けれども、地域の声としては体育館につきまして

は体育館のままで使わせてほしいというようなご

意見もございますので、そうであればそんなにお

金もかからないという状況で考えております。 

ただ、あとほかの教室につきましてはですね 

今現在、文化財の展示という形の中で今後どう進

めていくかという部分については、これから教育

委員会とも協議検討しながらですね、展示方法も

含めながら検討していきたいというふうに考えて

おります。 

また、今年度で廃校になります芦野小学校につ

いては、昨年のまちづくり懇談会の中で地域の中

でお話し合いをさせてもらいました。地域として

は、これといった案は持っていないという状況の

中で、なんとか行政のほうでというお話もありま

したけれども、最終的にはやはり行政のみだけで

はなくてですねやはり地域ときちっとお話をさせ

ていただいた中で、利活用を進めていきたいとい

うふうに考えております。また先日、私も閉校式

には出席してきましたけれども、まだまだ芦野小

学校も雤漏りしてるところは若干あるというふう

に聞いておりますけれども、非常にまだ使えるに

値するような学校になってございますので、今議

員おっしゃられたとおり、民間でですねどこか使

えるような方がおられるんであれば、どういうよ

うな形の手法になるかこれから考えますけれども、

ＰＲをしながらですね一回見ていただいて、利活

用も含めて貢献していただけるような企業がある

んであれば、またそのようなところとも検討して

いきたいですし、また村といって芦野小学校につ

いて、こういう形でという形の中で今草案はまだ

持っておりませんけれども、そういうことを含め

ながらですね、早期に検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

まあ議員おっしゃるとおり、年数が経てば経つ

ほど老朽化、朽ちていくわけですからそういうこ

とを含めながらですね、早急に、やはり財政的な

問題もありますけれども検討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）：今の村長の答弁の中

に猿払小学校ですか、あれも以前は話によると、

工場をねつくってチップ工場ですか、やるという

考えもあったようですけども、それが頓挫してし

まったという部分もあるわけですよね。同じこと

がね繰り返されないようにしてほしいという部分

もありますけども、浜猿払小学校ですか、郷土資

料館。 

我々も去年行って見てきましたけども、体育館

にずらっとたくさん昔の農業とか漁業とか産業に

使ったような機械だとか、いろんなね漁具だとか

が並んでましたけども、本当にあれを、あそこを

郷土資料館に使う予定なのか。まあ使うとは言い

ましたけどねこれからの話ですよ、当然ね。それ

を使って、子ども達のね教育にも使いたいという

部分もあったようですけども、それはそれで良い

ですよ、子ども達のためになるんであればね。と

いうよりももっとね、じゃあそれで終わってしま

うのかと。あの学校をじゃあそのためだけに使う

のか、先ほど村長が言ったように体育館の部分に

関しては、スポーツ施設としてやりたいというこ

とですけども、できるとは村長さっき答弁の中で
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おっしゃってましたけども、どのぐらいの予算が

かかってねどのぐらいの規模のもので、何を入れ

るのかっていうものも、当然まだ出てきてないだ

ろうし、私はねすごく簡単になんか決められるも

のなのかなという感じは若干ですけども、もちろ

ん何かしらの施設はね、住民のためになるんであ

ればそれはそれで嬉しいことですけども、スポー

ツ施設としてあそこに住民が納得するようなもの

ができるのかどうかっていう、疑問がちょっとや

っぱり頭の片隅にあるんですよね。なおかつ、そ

のほかの教室なりなんなりという部分を郷土資料

館にしたいということですけども、結構な予算も

たぶんかかると思いますよね、おそらくね。それ

を全部整備するとなると、じゃあ残りの教室はど

うするのかっていう部分も何もまだ提示されてき

てませんしね。 

本当に本腰入れてこれから考えていかないと、

先ほど言ったようにもう１年・２年経つうちにど

んどん傷みが進んでいってね本当にもう最後は使

えなくなってしまうっていう形にしかならないん

ですよね。使うなら使うでどうする、どっちのほ

うに持っていくのかっていうことをそれなりに示

していただかないと、これをやりますという決定

は、できますとは言えないと思いますけど、こう

いう方向でもっていきたいと、やっぱりそれを示

してもらわないと、我々としてねどうするんだろ

うというのが、もちろん地域の住民が一番思って

ますよね。あれあのままでどうするんだろうって。

何になってるのって聞かれて、体育館にものいっ

ぱい置いてあるわと、うん。それでこれからのこ

とはまだ決まってないんだっていうことしか言え

ないんですよね。その辺の方向性も含めてね、き

ちっとした形でこういう形でもっていきたい、も

しくはこういう形でもっていきたい。決められな

いんであれば地域住民の方に決めてもらえば良い

んじゃないですか。壊す部分は壊すっていう部分

を考えてやっていかないと、どんどんなんかお金

ばかり注ぎ込んでね、利活用されないで終わって

しまうみたいな形にもなりかねないのでね。その

辺のこともやっぱり考えていただきたいと思いま

すけど、これ本当に郷土資料館とスポーツ施設に

しようとする動きで、今現在進んでいるんでしょ

うか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：体育館のほうにつき

ましては、あまりお金をかけない、スポーツセン

ターでいろんな社会人だとか学生達のスポーツの

種目が重なって、なかなか使いづらいというよう

なお話も聞いておりますので、地域のほうからあ

の部分については、体育館としてフリーでですね

いろいろな形で使えるような方向性で考えてほし

いっていうような要望もありましたので、そうい

うことを含めてですね、あまりお金をかけないで

ですね使えるような、体育館は体育館としての利

活用をもしできればなというような考えはありま

す。 

そしてあと小学校のほうについては、今後文化

財の展示物を今後どのような見える化をしながら、

皆さんに喜んでいただける展示をしていくのかと

いう部分については、これから専門の人にお願い

をしながら招へいをしながらですね、ちょっと聞

いてみながら進めていきたいなというふうに思っ

ています。 

ほかのほうについては、これからまだまだ使え

る部分もあるかと思いますけど、今考えてるとこ

ろは、そのような状況で具体的にまだこういう形

でというところについては、たいへん申し訳ない

ですけども明確にはまだ出せるような状況にはな

っていないというのが現状でざいます。確かに、

もう２年も経ってまだ行政として決めかねている

のかというご指摘は、十分反省をしながらですね

受け止めて、なんとか今年度中に取りまとめて行

けるような方向できちっとやっていきたいなとい

うふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ちょっと話がそれて

しまったようなので、この質問、産業振興のこと

なんでね話しを戻したいと思いますけど。 

浜猿払小学校の部分に関しては理解できました。
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もう一つ、今月廃校になる芦野小学校の部分です

けども、私は正直言ってあっちの芦野小学校のほ

うがね何か使い道があるんじゃないかという感じ

も、最近考えている部分もあるんですね。 

例えばの話、これ私のあくまでも事業展開とし

てこういうのはどうだという考え方の一つですけ

ども、例えばねあそこの芦野小学校のグラウンド

にビニールハウスをね５棟か６棟かわかりません

けども建てるだけ建てて、そこでね果物なり野菜

なり、最近あの稚内辺りでベビーリーフとかなん

とかという、かなり利益を上げてるっていうやっ

てる人を私知っていますけど、そういうことやっ

てる人もね中にいて、この辺ではとれない野菜を

つくって、出しているという人もいます。ビニー

ルハウスでつくって観光資源としてね、観光農園

でも良いですよ。 

もしくは本格的にね予算を導入するんであれば

道の施設としてね、あそこに農業研修場みたいな

ものをつくって、そこで例えば都会から来た人に

野菜のつくり方を教えるだとかなんとかという部

分で、猿払村だけなんですよね、道の施設がない

というのはこの辺で。大体の地域は道の施設って

一つはあるんですよ。猿払村は昔から道の施設が

よくわかりませんけど存在しないという地区だっ

たようで、大昔にあったようですけども、その道

の予算をね獲得して、そこでその農業研修みたい

なものをやっても面白いのかなと。全然まったく

の素人がねここに来て、そこで１年・２年研修を

して技術を身につけて、自分でそういうものをつ

くっていくということも可能なのかなというふう

な感じもしてます。 

もしくは先ほども質問の中にあったように、そ

のサテライトオフィスとしてあそこの校舎内をね

利用して２ヶ月・３ヶ月ってその企業に来た人が

教室の中を使ってね。のんびりとパソコン一つで

仕事をするわけですよ。そしてまた本社に帰って

行って次の人が来るという、その要は交流人口で

す。さっきから言っているような交流人口ですよ

ね。実際にここに移住定住するわけじゃないです

から、猿払村の住民じゃないわけですその方達は。

ところが、来て住むことによって地域との交流も

生まれるだろうし、猿払村を理解してもらえるだ

ろうし、そういった交流人口ってものを同時に移

住定住と同時に増やしていかないとできないと思

うんですよ。 

ところが、それは施設がなきゃできないことで、 

それがたまたま廃校だったということであって、

あの学校を利用してねそういうものの拠点として

やっても私は面白いんじゃないかと思うんですよ

ね。そんなに予算はかかりませんよね、それに対

して。猿払村はブロードバンドもきちんと整備さ

れていますし、例えば飛行機で来たってあそこま

で５０分くらいで行くんですか。あの空港から芦

野までだったらそんな遠い距離でもないですしね。

しいて言えば買い物に不便だっていうぐらいであ

って。そういうこともね専門にやっている、誘致

するのを専門にやっている方もいます。そういう

方を介してたぶんやっていくとね、いろんな答え

が出てくると思うんですよね。だからそういう定

住じゃなくて交流人口を増やすことによって、い

ろんなものが生まれてくると思うんですよこれか

ら。じゃあ何よって言われると、ちょっとお答え

しづらいんですけど、そういうこともね田舎だか

らこそできることだと思うんですよね。 

そういう考えとして、もしやるとしたらできる

ものなのかどうか、その辺ちょっと私はできると

思うんですけど、考えをお聞きしたいと思います。 

○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

にお答えさせていただきたいと思います。 

議員いろいろな提案をいただいている中でです

ね、実現可能な部分というのはですね、いろんな

ところに相談をしながらですねやれば実現可能だ

というふうには考えております。 

ただ最初の芦野の部分についてはですね、やは

り最初のところにはやはり地元の意向をきちっと

尊重しなければいけないということで、最初は検

討してたわけでございますけど、地元の意向とし

ては村のほうへお任せいただくということがある

程度見えてきましたので、その上で今後ですね村
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においては、やはりまず最初に必要なのはきちっ

とした情報を発信しなきゃいけないというふうに

思っています。その上でこの芦野小学校がどうい

う活用ができるのか、あるいは例えば写真を出し

てですね、どういう利活用が本当、企業とかそう

いうところにとってできるのかというような紹介

もやはりしていかなきゃ、なかなか話し合いを持

つといってもですねできないのかなというふうに

思っております。 

それと道でもいろんな形成検討プラットホーム、

このあとおそらくご質問で出てくると思いますけ

ども、創生プラットホーム事業とかですねそうい

う中の一つの方針として、廃校、公共施設等の民

間企業がですね活用することができる公共施設等

の物的情報を、きちっとやはりこう皆に管理をし

ながら、基本的なものをポータルサイトとして構

築していこうというような動きもございますので、

その辺も利活用しながらですね、村はどうする方

向で持っていったらいいか。当然人的なつながり

も当然必要だと思いますし、村長が出札、あるい

は東京等に出る時もですねそういう部分について

の情報の発信もしていただくということもですね、

当然必要だというふうに考えておりますし、いず

れにしてもこれから公共管理計画の部分のどうい

うような進め方というところも、今後個別にです

ね計画を組んでいくことにもなってますので、そ

の辺も含めてもう尐しお時間をいただいてですね、

村はまず最初にやっていくことは、ちょっと遅い

のかもしれませんけども、情報発信をきちっとす

ることだ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いうふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の副村長の答弁、

私もまあ同じような意見ですけども、まず一つそ

のいろんなね事業内容等もありますけども、情報

発信という部分でもちろん当然それはしていかな

ければならないことだと思っています。 

私がこの中で一番言いたかったのは、例えば条

例とか事業内容という部分でその物事を判断する

のではなくてね、それを例えば使って使いこなし

てそれを事業展開するその人間、人間でほとんど

たぶん決まってしまうんじゃないかなって私は思

うんですよね。そのためにはやっぱり交流人口と

いうものを増やして、いろんな人とふれ合って、

そういういろんな人とのつながり合いを強めてい

くという部分は、これから絶対必要不可欠ではな

いかというような感じはしています。ぜひ情報発

信も含めてその交流人口、そして小学校の利活用

という部分も含めて、一歩でも前に進めていって

もらえるようなことをしていただかないと、また

これ来年の今頃同じような話をしてしまうことに

なってしまうんでね。ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

答弁はいりません。 

次の質問に移りたいと思います。 

産業振興を推進するためには、一定の専門知識

やネットワークを有した人材も今後必要であると

考えます。本村自体も人材不足を否めない現状が

散見されていますが、道が来年度から本格的に導

入する北海道創生プラットホームや総務省が支援

する外部専門家制度などは、地域力を高める制度

であり導入を検討するに値すると考えますが、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）：ただいまの議員のご

質問にお答えさせていただきたいというふうに思

います。 

当然、事務事業を執行する中におきまして外部

の組織や人材を有効に活用して新たな発想やノウ

ハウを取り入れることは、村の行政といたしまし

ても有用なものと私も感じております。必要に応

じまして、議員がご提案されております、外部人

材制度の導入につきまして、今後前向きに検討さ

せていただきたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この北海道創生プラ

ットホームですか。それから総務省の外部専門家

制度という部分もありますけども、結局現状を見
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るとね本村だってはっきり言って人材不足ですよ

ね。人手が足りないって、人材不足というより人

手が足りないということに陥ってきていると私は

思うんですよね。たぶん内部の人間から見るとね、

他所から来た人を受け入れるってこと、やっぱり

抵抗力あると思うんですよ。まあ職員一つにして

も皆さんプロですからね、俺達の力がないのかっ

ていうんじゃなくて、いろんなことを取り入れる

ことによって、その人達が将来的には戻るわけで

すから結局は。それでやっぱりいろんな事業に対

してね、前に進んでいけるんじゃないかと、私は

役場の職員じゃないからねもしかしたら言えるの

かもしれませんけど、職員からするとね戦々恐々

という部分ももしかするとあるのかもしれません

けど、でも実際にこれを受け入れて事業展開しよ

うとしている自治体があるんですよね。 

これ本格的に導入するのは来年度からですから、

モデル事業で２つ・３つと言ってましたけど、ど

こがモデル事業になったかは私は聞いたけども教

えてくれませんでした。今からでも全然間に合う

ものですので、今村長が言ったように、前向きな

ね方向で考えたいということですから、本当に専

門的な分野の人をね選定して来ていただけるんで

あれば、新しい考え方がね頭の中に生まれてくる

のではないかと、その期待感で私はこの質問をし

ているんですね。実際まだやったことない事業で

すからね、どんなことになるかわかりませんけれ

ども、ぜひこれを活用していろんな分野で活躍す

る人を発掘するというか、役場だってその中でま

た人材不足も補えるだろうし、新しい発想も生ま

れてくるんじゃないかという可能性を感じて質問

しています。 

国のこの外部専門家制度ですか。この部分に関

してはちょっとハードルが高いような気もします

けども、似たようなもんですよね。この外部専門

家制度があるから北海道が独自にたぶん北海道創

生プラットホームっていうような格好良い名前付

けてつくったような感じもしますけども、実際に

でもこれ北海道の部分に関しては大した予算的な

ものはないんですよね、金額的に見ると。圧倒的

にこの国の外部専門家制度っていうのは桁が一桁

違うぐらいの予算が組み込まれてますけども、こ

れどうしてもしなきゃなんないっていう考えはね

持たなくても良いと思うんですけど、でももしね

そういうことで力を発揮してくれる人がこの猿払

村に来てくれるんであればね、ぜひ検討するに値

すると思いますけど、もう一度その辺について答

弁をいただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今年度中に道のほう

と含めながら、国のほうも財政力指数によっては

支援金というかそういうところも格差があるよう

でございます。また一つの手法としては、地域お

こし協力隊の方々についてもこの外部専門のとこ

ろに当てはまるんだろうなというふうに僕は思っ

ておりますけども、そちらのほうも並行しながら

募集をかけておりますけども、引き続き今年度中

にできるかどうかを含めながらですね、検討して

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）：先ほども言いました

けども、尐しでも前に進んでいけるような事業展

開を考えて実行していただきたいと思います。 

足踏みしててもしょうがないんで、確かにね予算

を使って新しいものに取り組むだとかね、一歩進

むというのは勇気のいることですよ。失敗すると

議会からだって住民からだって何言われるかわか

らないだけですから。でもねやらないとこれはね、

本当に何にも、去年の確か今頃も３月だったかな

同じような質問を２・３回、同じような、手取り

品を変え、何を変えっていろんなことで方向を変

えて質問してますけども、なかなか前に進まない

っていうのが本当にこれ現状だと思います。いろ

んな制度も道や国から提案されてますので、そう

いうものもできるだけ活用して事業を先に進めて

ほしいというのが現状です 

それから最初の質問に言ったように若年層に対

してのね、実際に働いてる人達に対しての支援っ

てものを目に見えた形で、もしくはかみ砕いたわ

かりやすい言葉でやりますということを住民に伝
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えていただきたいと思います。 

以上で質問を終わりたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：５番、森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：それでは一般質問通

告書に基づき、質問させていただきたいと思いま

す。私の質問は２項目、３件・２件の合わせて合

計５件になりますね。まず最初の猿払村公共施設

等総合管理計画についてということで、始めたい

と思います。 

平成２７年９月議会におきまして、今後の基金

残高等について質問した際、旧猿払小学校等の解

体費について、次回での質問として質問を終えた

という経過があります。 

公共施設の管理計画は年度末までとされていた

ところでございましたが、その後、２８年度にお

いて公共施設等総合管理計画として策定が進めら

れたという形できておりまして、平成２８年１１

月２４日には猿払村公共施設等総合管理計画の案

の概要説明があり、その後、村の広報さるふつ  

２月号で同計画が４ページにわたり紹介されたと

ころであります。 

これらについて、下記の事項について質問をい

たしますということで、まず１項目、この中で現

状施設を維持した場合の推計と記載されておりま

すが、除却費用等は含まれているのか、その辺を

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。 

この推計における維持とは、現存する公共施設

の大規模改修や耐用年数経過後に同規模の施設を

更新することを目指しております。したがいまし

て、この更新費用の中に、除却費用は含まれてご

ざいません。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：わかりました。とい

うことで、１項目目の質問については、これで終

わらせて次に移ります。 

直近５年間とその比較でおよそ４.４倍の２３

億円を超える費用がかかるとされていますが、そ

の財源をどう考えているのか説明願いたいと思い

ます。数値は実際のところ概算と捉えて、財政状

況によりかなり制限がかかると思われますので、

その辺を踏まえて簡略に説明願います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

この推計につきましては、試算ソフトにより機

械的に算出したものでございまして、趣旨としま

しては、今後すべての公共施設やインフラ資産を

継続し続けていくことが非常に大きな負担を伴い、

極めて困難な状況にあるということを示すために

行ったものでございます。この計画の目標の一つ

として掲げております、施設保有量の適正化を進

めることにより、長期的視点を持って財政負担の

軽減・平準化を目指してまいりたいというふうに

考えております。 

あと数字的な部分ですよね。財源のほうについ

ては今、副村長のほうから説明をさせてもらいた

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）：前段の質問の部分

については、村長のご答弁のとおりでございまし

て、財源の部分についてはですね、この部分につ

いては今後の部分で個別に公共施設のカルテ診断

を今作成しようとしている最中でございます。そ

れで、何回か公共施設管理の考え方については、

委員会等も含めてですねご説明をさせていただい

ているとは思いますけども、今後の予定の部分で、

除却とかあるいは更新とか維持管理とかっていう

ところをですね、具体的にどうしようかというと

ころは、この公共管理計画の中の方針に基づいて、  

今後個別のカルテを診断をしてですね、つくって

いこうというところでございますので、ここのと

ころでいわゆる総事業費とかいろいろ出てきた段

階の部分でですね、財源的な部分をじゃあどうし

ようかというところの部分については、補助金が

あるのかないのか、あるいは除却費を含めてどう

なのかというところは、今後個別に今計画をつく

るところでございますので、今の段階ではですね、
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この２３億円の財源をどうするかというところに

ついては、もう尐し時間をいただきたいというふ

うに思っています。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私の質問の内容が悪

いのかわかりませんが、私が実際に聞きたかった

ことは、この２３億円に関わらず、これから行う

こういった維持補修にかかる費用、これをどうし

ていくのかというその考え方を聞きたかったので、

今の説明ですと個別にカルテ診断を行って、これ

から出すような話ということになるかと思うんで

す。それは間違いないですか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：大きな公共施設の

部分については、そういう形でのカルテ診断をし

なければ総事業費としても出てきませんし、財源

として今後どうするかっていうところについては、

そこの部分が出た段階で決めなきゃいけないとい

うふうには思っております。 

ただし、今の現状の中の公共施設を維持してい

くにはですね、様々な修繕とかが今現状では出て

きている状態でございますから、その中の部分に

ついてはですね、どうしても早急に直さなきゃい

けない部分については、現状の予算の範囲の中で

ですねきちっと予算立てをしていくということに

なると思います。総体的には本当に公共施設の管

理のあり方、これは道路、上下水道、いわゆる建

物も含めてですね今後の部分に対して、あくまで

も今の現状の国の基準単価を使った形の中で積算

した段階では、２３億円というところが出ている

ことでございますので、実際に本当にかかる部分

としてですね今後そこをきちっと算定し直してで

すね、本当に財政上どうしていこうかというとこ

ろについては、ここで決めていかなきゃいけない

というふうに思っておりますので、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）：今の答弁から逆に推

計すると、新年度２９年度予算編成において、こ

の管理計画に係る計上っていうのは実際されてい

るのかされていないのか、その辺をちょっとお聞

きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：２９年度予算の部

分については、先ほどもご答弁させていただきま

したけども、きちっとこれからのカルテの部分を

出した形の中で、総事業費とかそういうその何と

いうか順番づけをですね、きちっとしていかなく

てはいけませんので、２９年度の公共管理計画を

つくるというような予算では今のところ上がって

おりませんけども、今現状で上がっているのはや

はり早急に、２９年度は早急に維持管理をしてい

く部分で必要な公共施設の営繕修理予算とかそう

いうところは上がっておりますけども、大規模な

部分としては３０年以降の計画になってくると思

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）：、公共施設等総合管

理計画に係る実際の維持補修に対しては、３０年

度以降の予算計上なり、計画ということになると

いうことで間違いないかと思います。私はとりあ

えず今回の予算計上の中に一部そういった分がも

うできているのかなと、入っているのかなという

ふうに考えてたんで、若干この後の再質問の部分

がちょっと変わってきますので、その辺は置いて

おきまして、逆に公共施設維持補修基金、これに

関してまた質問したいと思います。 

この度の条例改正で、施設の除却も対象とする

ということにしております。この件は２７年度の

一般質問で提案した形だと思いますが、まあ結構

なことだと思います。基金残高におきましては、  

２８年度末で４億３０００万円ほどで今年度  

２９年度が公共施設維持補修基金は４３００万円

ほどですか。これで予算措置をしているという部

分ですね。それでこのあと、基金現在高の推計表、

これによりますと３０年度、３１年度が４０００

万円という形で計上されておりますが、そういう

ことでありますと実際のところ総合施設等管理計
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画、これがまだできていないので、この分はまっ

たくの起債という形で捉えてよろしいんでしょう

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

えをさせていただきます。 

あくまでもこの部分についてはですね、現状の

今公共管理計画の部分の大きなものをということ

ではなくてですね、今までの現状の推移の中で営

繕をしてきた部分での基金の取り崩しということ

での４０００万円として見ておりますので、この

部分については、今後の計画が出てきた時点で大

きなものがあれば、ここは動くというような形に

なると思います。 

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）：そういうことであり

ますと、財源がどうなるかこの基金の取り崩しが

どうなるか、今の段階ではまったくわからないと

いう形になるってことで間違いないですね。その

辺もし違っていれば、あとで答弁願います。違わ

なければ結構です。 

次の３項目目、平成３０年度までに８.９％の削

減を目指すとしておりますが、その具体はあるの

かということでありますが、これもまだそうする

と具体的なものは出てきてないということでよろ

しいんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず具体という部分

につきましてはですね、削減数値の目標設定につ

きましては、まず庁内各課のヒアリング等を基に

終期設定により除却すべきとされた施設の延べ床

面積をその根拠としております。次にこの８.９％

削減の積算根拠につきましては、全公共施設の総

床面積１１万平米に対し、除却対象が延べ１４施

設で総床面積９８００平米という部分で根拠とし

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）：ただいまこの８.９％

の根拠まで説明していただき、ありがとうござい

ます。私が聞きたかったのは、この８.９％じゃな

くて、その具体的なもの、それがどうなのかとい

う質問なんですね。 

今のところなんか各課のヒアリングの中でその

根拠的な数字を出されましたが、その部分は実際

的に個別の施設としてたぶんもう把握されている

はずですね。それがもしわかれば、具体的なもの

を示していただきたいとそういった質問なんです

よ。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：さっき村長の答

弁で１４施設というふうに申し上げましたが、個

別施設について申し上げたいと思います。あくま

でも除却するということではないので、あくまで

も積算根拠ということでご理解をいただきたいと

思います。 

施設名については、村営プール、それからデイ

サービスセンター車庫、農業資料館、公営住宅、

生活改善センター、村職員住宅、旧庁舎および旧

庁舎車庫、旧鬼志別中学校屋内体育館、それから

旧猿払消防団第７分団詰所、これは芦野でござい

ます。それから同じく旧第５分団詰所、浅茅野で

ございます。旧猿払小学校校舎および体育館、そ

れと警察、駐在所付近にあります旧重機車庫、以

上で１４施設というふうになっております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：今の１４施設、全部

はメモはできておりませんが、大体わかりました。

この辺の関係で、また再質問という形で用意して

た部分が、旧庁舎ですね。これは２９年度で設計

業務委託の計上がされてます。そういったことで、

早急にこの分はやられるのかなと。それから、旧

鬼中体育館、猿払小学校ですか。こういった部分

も含まれてるんですが、実際にこの解体について、

どのくらいかかるのかという部分を聞きたかった

んですが、たぶん今のお話だと金額的なものは出

せないかなというふうに思うんですが、もし間違

って、概略でもその辺金額は出せるんであれば説

明を願いたいと思います。 
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○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：詳細の部分につ

きましては、先ほど副村長の答弁で申し上げまし

たけれども、ただいま個別施設計画ということで

コンサルのほうに委託をしておりまして、概算の

構造ですとか、年次ですとか面積ですとかそうい

ったものから概算の除却費用を出すという作業を

今進めておりまして、それを年度明けにでも整理

をした形で整理はできるかというふうに考えてお

ります。今のところは積算を終えていないという

ところです。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：すべての部分におい

て、今後でないとはっきりした数字は出てこない

ということでありますので、これ以上質問しても

仕方がないので、これでやめますが、いずれにし

ましても計画は計画として、財源の許す範囲での

猿払村公共施設等総合管理計画の実施、これをお

願いしてこの質問を終える形にしたいと思います。 

次に２点目の小規模多機能型居宅介護施設につ

いてということでいきたいと思います。平成２９

年の１０月の開設に向け、介護サービス事業予算

が計上されておりますが、事業実施にあたり下記

の事項について質問いたしますということで、ま

ず１項目目、１つ目ですね。老人福祉基金から福

祉のまちづくり基金と移行し、１億４７４５万 

６千円の取り崩しをおこなっていますね。その内

訳を説明してください。やすらぎ苑に関しては、

７１０９万５千円という形でわかっておりますが、

介護サービス利用支援手当ですか、それと小規模

多機能の運営費、この２つに分けてお願いしたい

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）：それでは、

金額の詳細についてだけご説明させていただきた

いと思います。 

先ほど森議員が言いました、やすらぎ苑の分も

除かせていただきまして、基金の内訳ですけども

介護保険特別会計の介護サービス事業勘定で職員

給与費の部分８５４０万８千円のうち、業務に係

る部門１０名分といたしまして４０３３万７千円、

これが１つ、事業費繰入金のこの２５９３万３千

円のうち総務費の施設の維持管理費に係る経費 

２２７５万４千円、これ２つ目、これを合わせて

６３０９万１千円となっております。 

それと一般会計におきましては、盛んでありま

す地域交流施設運営事業の中の１５６４万７千円

のうち、使用料を差し引いた１３０２万７千円が

当資金の取り崩しの金額となっております。 

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）：今の回答ですと、介

護サービス利用支援手当という形で昨年２８年度

ですか。２８、２７以前も１１０万円か１２０万

円くらいずつ毎年取り崩して充ててたと思うんで

すが、その部分は今回の１億４７００万円、これ

には含まれていないということなんですか。 

○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

質問にお答えいたしたいと思います。 

利用支援手当の部分は、この金額の中には入っ

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）：２８年度の補正第５

号では一般会計から介護サービス事業に対して、

繰り出しは３１５０万４千円とされております。

２９年度では１億１１３４万１千円、これが一般

会計からの繰入ですね。そうなると先ほどの部分

でいくと８０００万円ぐらいなるのかな、ちょっ

と今２８年度と比べると、７９００万円か。これ

だけは実際増えてますよね。ということは、その

ほとんどが施設に係る赤字に対する基金の取り崩

し、そして介護サービス勘定への繰り出しという

形になってますよね。その辺をちょっとお聞きし

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たいと思います。 

議員のおっしゃるとおり、来年度の基金の繰り
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出し部分につきましては、先ほどもご説明いたし

ましたが、２８年度の介護保険特別会計介護サー

ビス事業勘定では３１５０万４千円の繰り入れと

なってますが、２９年度につきましてはそれから

増えた部分につきましては、まず人件費としての

繰出金が８５４０万８千円と、先ほど言いました

事業費の繰出金が２５９３万３千円のみの繰り出

しとなっております。 

それともう一つ最初も申しましたけども、やす

らぎ苑の運営費補助で９７３３万８千円が当該基

金の取り崩し額ということになっております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ということで、実際

のところ２８年度は３１００万円で２９年度は 

１１１０万円というような形での介護サービス勘

定への一般会計からの繰り入れという形ですよね。

それで基金の取り崩しでそれでほとんどを賄って

るという形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

質問についてご説明いたしますけども、大部分は

そういう形にはなるんですけども、収入といたし

ましては、介護サービス事業勘定におきましては

小規模にかかる収入が一部ございますことと、あ

と一般会計につきましては一般会計の地域交流施

設の運営事業につきましても、ここに係る使用料

が一部あります。 

それとその部分の収入を差し引いた分をこの介

護サービス事業勘定の繰入金として設定させてい

ただいております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：とりあえず、私の質

問はあくまでも介護サービスに係る部分でありま

して、今言いました地域交流施設、これにつきま

しては一般会計の中でやられてますよね。収入は

大体２６０万円かな。需用費、委託料そういった

もので１０００万円程度というような形、それは

わかっております。これはまた、もうちょっとあ

とのほうでもう一回、この関係は質問したいと思

いますが、実際のところ１億１１３４万１千円か

ら、やすらぎに対する補助７１００万円、これを

除くと７６００万円かな、この程度になると思い

ますね。そうすると２８年と２７年の差額、要は

一般会計から繰り出した金額、これを比べてみま

すと単純にほとんど同じ金額、まあ３００万円ほ

ど違いますが、ということはやっぱり小規模多機

能施設、これの運営費の赤字部分これらはすべて

基金でまかなわれるというような形になるかと思

います。昨年３月に質問した際ですね、施設の赤

字分については基金でもという形で触れておりま

したが、副村長の答弁ですね。総合計画にあった

部分で見直しをかけて財源を捻出するというよう

な答弁がありましたが、どこにその成果が出てる

んでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：財源の捻出の部分

については、総合計画と含めてですね、きちっと

行っていくという答弁をさせていただいておりま

す。 

ただこの事業についてはですね、小規模多機能

型居宅介護施設あるいはやすらぎ苑の施設の部分

については、ご説明をしておりますけれども、こ

の部分についてはやはり今、村で人口減尐対策の

部分についてですね、きちっとやはりこの地域で

安心して暮らしていくにはどうしても必要な事業

であるということは、私どもとして押さえている

ところでありますので、全体予算の中でこれはや

はりきちっと財源を確保していくことがですね、

将来村にとっての安心して暮らせる村づくりでな

いかなというふうに考えておりますので、その辺

については今の総体の予算の部分については財源

をきちっと全体予算の中で確保していくというこ

とが今の現状でございますので、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）：今副村長の答弁で、

全体予算の中でという形で説明がありましたが、

どこにそれが反映されてるんですか。実際のとこ

ろ介護サービス事業で小規模多機能施設、これが
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できた。村からの一般会計からの繰出金、それは

ほとんど不足分、すべてにおいて基金で対応して

るという形しかありませんよね。何かほかに一般

財源を取り崩して、いや取り崩しじゃないな、一

般財源から振り向けたっていうのがどこかにある

んですか。その辺の説明をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご質問にお答えを

させていただきます。 

現状では今の老人福祉基金、いわゆる今回改正

をさせていただく予定であるまちづくり福祉基金

のほうからですね財源を今年度については捻出を

させていただいているところでございます。 

ただし、今後の部分についてはですね、やはり

全体の予算の中で、やはり基金が限りなくあるわ

けでもございませんので、全体的な予算の中で相

対的なものを考えていかなければならないという

ところでご答弁をさせていただいたつもりでござ

います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ということはですね、

２９年度においては不足分を全額、基金取り崩し

て行うと。３０年度以降は財源の中で何とかする

ような説明ですが、実際ところ先ほどの当初予算

の概要、これの最終ページにありますね。基金の

推計の中で福祉のまちづくり基金、今年度は１億  

４７００万円、それから３０年度・３１年度は  

８５００万円ずつというような形で取り崩しを見

込んでおると思いますが、実際のところ、この  

８５００万円の中にはやすらぎ苑にかかる部分、

大体これが４０００万円前後、平常であればかか

るかと思いますが、４０００万、４５００万円く

らいですか。そうすると、残る部分これで一応小

規模多機能居宅介護施設、これに対する繰り入れ

の財源としてこの程度しか見込んでいないという

ことにしかなりませんが、その辺の考えをお聞か

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）：先ほども副村長から

色々ご説明を、答弁をさせていただきました。こ

のやすらぎ苑と小規模多機能居宅介護施設・地域

交流施設分を合わせますと、２番目の質問でござ

いますけれども、３０年・３１年度は約１億   

６０００万程度の財源確保と、必要となりますけ

れども、このまま推移しますと早い時期に、基金

も潤沢にあるわけではございませんので底をつい

てしまうということが想定されますから、一応努

力目標ということで半額程度の８５００万円程度

という形の中で、３０年・３１年度は見込ませて

いただきました。 

また、参考までに申し上げますと、この３０年・

３１年度の推計でございますけど、介護サービス

会計につきましては全体で７３８０万円ほど、そ

れと一般会計の地域交流施設の運営の部分につき

ましては１７２万円程度、それとやすらぎ苑の施

設運営補助としまして６８９０万円ほど見込んで

おります。トータルで１億５５９０万円となりま

すことから、その半額をですね２ヶ年度に分けて

見させていただいたというような形でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：ということは、その

足りない半額、その部分は一般財源の中から捻出

するような形になりますよね。本当にそれできる

んですか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問に答弁

をさせていただきます。先ほども申し上げました

し、昨年の３月の定例村議会でも申し上げさせて

いただきましたけれども、このやすらぎ苑たす今

度の小規模多機能型居宅介護施設の部分について

はですね、これが将来に渡って住民のための本当

に必要な最重要事業として、私どもは位置づけた

というところでございますし、この部分の目的に

ついても昨年来の議会の中でもですねご説明をさ

せていただいて、本当に将来に渡って必要だとい

うところをご説明をさせていただいたものでござ

いますので、この部分については先ほども申し上
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げたとおり、予算の全体の予算の中で財源を確保

していく、捻出を努力する必要があると思います

し、逆に言えばそれを捻出して、将来に渡って事

業を展開していきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくご理解を願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：先ほどの説明で１億   

６０００万円、これが介護サービスに対する繰り

入れになるような説明でしたよね。そうした中で、

その半分、一般財源で本当に節約できるんですか。

先ほどの質問でもありました、公共施設の維持補

修、これが始まりますよね。そうするとその分の

財源も必要になってくる。来年度には、来年度と

いうか３０年度においては多分２９年度の税収が

かなり増えるというような中で当然、交付税は減

額する可能性がある。そうした中、実際に起債の

償還が始まりますね。３年前に借りたふるさとの

家ですか。あそこの償還がもう始まるはずですね、

元金。そうしてるうちに、３１年度くらいからは

この小規模多機能の償還が始まると。そのうちの

７割は過疎債なんで、交付税で補填はされます。

ところが、その３割分は村の財源の中から捻出し

ないといけないと、そういった状況を踏まえて再

度質問しますが、本当に大丈夫なんですか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ご答弁させていた

だきたいと思います。 

先ほど申し上げたとおりですね、いろいろなそ

の当時、その時々によっていろいろな事業が出て

くるのはこれは当たり前のことでありまして、そ

の中で財源も特定、本当にその限られた財源の部

分でございます。ただし、先ほど私も答弁させて

もらいましたけども、このやすらぎ苑と小規模多

機能型居宅介護施設についてはですね、私ども最

重要課題として、村づくりの部分としての位置づ

けをしておりますので、この部分については財源

の捻出をきちっとしていきたいというふうに考え

ておりますし、また先ほどの公共管理計画の部分

につきましては、道路あるいは下水道の部分につ

きましてもですね、実際にこれから個別のカルテ

をつくるわけでございますけども、この分につい

て、本当に水道の部分であればですね本当にその

料金体系がきちっとこのままでこの水道維持をで

きるのかというところも含めてですね、将来の部

分についてはきちっと決めていかなきゃいけない

ので、ただ、今ご質問ある部分についてはですね、

その部分については最重要の事業として位置づけ

ておりますので、この分の財源の捻出については、

きちっとやっていきたいというふうに思っていま

す。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：できましたら私の質

問していることだけに対して、お答えを願いたい

と思います。 

何度も財源を捻出していきたいという、努力目

標でしかない。その辺の根拠がまったく示されて

いないわけですね。そうした中で１０年後、２０

年後考えると、当然人件費、若い職員がかなりい

ると思いますので給料が上がっていくと。需用費

関係の燃料費、これらについては特に今回導入し

たヒートポンプがどの程度までカバーしてくれる

のか、あくまでも試算でしかないと思いますので、

一年経過してみないとその辺ははっきりしてこな

いと思いますが、こういった部分の経費だってま

だ見えていない部分があるんですよ。そうした中

であまりにもちょっと無責任すぎませんか。 

この事業はどういう形でやるような、どういう

ような決定過程を見たのか私は知りませんが、私

が議員になった段階ではもうやると決まっていた

という中で、その始める段階で将来的にこういっ

た赤字ですね、財源捻出をしないといけないとい

う補填をしないといけない、そういった部分まで

考えてやったんでしょうか。その辺をお聞かせく

ださい。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：小規模多機能型居宅

介護施設・地域交流施設につきましては、きちっ

と将来的な推計に立った中で何人ぐらいの職員が
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いてどのくらいの経費がかかるという部分につい

ては、きちっと関係部局と相談をしながらやって

きております。 

ただ、議員個人としては、その経過は私は当時

携わっていないから関係ないとおっしゃいますけ

ど、最終的には皆で議員と我々ときちっと協議を

した中で、こういう方向性で将来猿払村の高齢化

人口もこういう形でなっていって、将来的にはこ

ういう介護保険法も変わりながら、特別養護老人

ホームはあります、病院もあります、ただそうい

う状況の中で、介護度が上がっていく中で３以上

でないと将来施設には入れませんよと、そして要

支援１・２、要介護１・２の人方を在宅でこれか

ら面倒を見させていただかなきゃならないような、

村としてもなりますよという状況の中で、小規模

多機能型居宅介護という部分については、どうし

ても必要だという部分で私も判断をさせていただ

いて、その部分については議員皆様方ときちっと

お話をさせていただきながら、方向性を一緒にな

って見い出してきたというふうに考えております。 

無責任だと言われるかもしれませんけれども、

その部分については先ほど副村長から答弁あった

とおり、きちっとやすらぎ苑も小規模多機能も苦

しくなったからやめます、じゃあ地域住民、介護

を必要としている人方はどうぞ地方へ出ていって

ください、そういう形にはなりませんから、副村

長から言ったとおり将来きちっとここで最後まで、

終末期を迎えられるような形で福祉体制を整えて

いきたい、そういう部分できちっとこの部分の２

つの施設については予算をきちっと確保しながら、

一般会計の予算の編成に今後も進めてまいりたい

というふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：私は何もそんな無責

任なというような話はしていないはずですよ。私

はその施設の計画にあたった、その辺の経過です

ね、ゴーサインを出した経過、それは聞いていな

いというそれだけの話です。 

実際私が聞きたいのは、実際に今の村長の答弁

であると、一定程度の赤字というか持ち出しは見

えていると。そうした中でその辺、その持ち出し

に対する先ほど言いました来年度は３０年度です

か、１億６０００万円。そういった分の財源負担

をできるという見通しがあったのかどうか。その

辺をお聞かせ願いたいんですよ。ちょっと答弁が

違うような気がしますが、再度お願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：平成３０年程度以降

もですね、この部分の基金は努力目標という形で

あげておりますけれども、一次産業もしかり、き

ちっと基金は基金として積みながら、寄附を受け

たり色んなところで積みながらですね、この老人

福祉基金にきちっとあてがいながら、３０年度以

降も継続して運営できるような形の中で予算、一

般会計の予算編成を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）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：基金積み立てにつき

ましては、このあとの一般会計の補正予算ですか、

その中であちこちからかき集めたというか、最終

的に不用額を積算をしてその中で１億５０００万

円ですか、老人福祉基金に積み立てるというよう

な形、この辺は理解できますが、実際にこのあと

もこれだけの金額を積めるのかどうかという、そ

れははっきり言ってわかりませんよね。間違いな

く３０年度も本年度と同じような税収が見込める

かといえば、それの保証はまったくないと、そう

した中で果たしてこの先同様に基金を管理し、一

般財源を極力投入しない形、じゃないな、一般会

計で賄うような形、それが本当にできるかどうか

っていうその辺の心配をしているんですよ。基金

は２８年度末で５億円ですね。この中から１億 

４０００万円、これを取り崩すということになる

と残りは３億６０００万円ですか、それしかなく

なる。仮に１億６０００万円それを毎年取り崩し

ていったら２年でなくなるというような形でしか

ないじゃないですか。じゃあその後どうするんだ

ってなると当然ほかの基金を取り崩す、財調を取
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り崩す、そういった形でしかなくなる可能性はあ

りますよね。そこまで考えておられるんですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：極力、財調という部

分については手を付けたくないというふうには考

えております。その中で村債も減らしていかなき

ゃならない、そしてやることはきちっとやるとい

う形の中で、取捨選択をしていかなきゃならない

というふうに思っております。 

また、やすらぎ苑のほうにつきましては、今年

度、屋上防水の改修という形の中で大きな金額に

なっておりますけれども、約、今年は９７００万

円という形なっております。この部分については、

平成３０年度以降については６８００万円ほどと

いうことで推計しておりますけども、こちらのほ

うは法人は法人として、小規模は小規模として、

やはり法人は法人として切り詰めてもらうところ

はきちんと切り詰めていってもらうような方向性

で、今後検討していかなければならないと思って

ます。そして小規模は直営ですから、小規模は小

規模できちっとやっていかなきゃならないという

形の中で、これは行政だけではなくて、法人とい

うところについてもきちっと話し合いをさせてい

ただきながら、切り詰めていくような方向で尐し

でも基金が継続できるような形で今後も進めてい

きたいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：○○○○○○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○。○○○、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○

○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○。  

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○

○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○

○○○。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

再開 午後 ２時３６分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

◎発言取り消しの議決 

 

○議長（太田宏司君）：ただいま森君から、一般質

問における一部の発言について、会議規則第６４

条の規定によって、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。 

一般質問を続行いたします。 

森君。 

○議員（森 克彦君・登壇）：前回のこのやすらぎ

苑、じゃなくて小規模多機能施設に関する質問の

中で、平成３２年度で元利償還は３９００万円、

それから３３年から４０年度にかけて８０００万

円、最終年度は４１年度は３０００万円程度とい

うふうに回答がありました。このうち３割は村の

負担と７割は交付税で補填されるというような形、

こういった分が重くのしかかってきます。そうし

た中で、福祉のまちづくり基金におきましては、

本格的な高齢化社会に備え福祉活動の推進、快適

な生活環境の形成とこういった目的のために、老

人福祉基金から変更するというような条例改正を

このあと行うわけですが、そのために取り崩しの

みを目的としておりまして、実際２８年度末です

ね、これが５億円に満たない基金ということで、

ましてや２９年度は１億４０００万円の取り崩し

を行うということでいくわけですね。 

今後においてはできるだけ安易に取り崩すことな

く、必要な財源は一般財源の創意工夫によりでき

るだけ捻出すると、その辺答弁もありましたので、

その辺をお願いして一般質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。２時５０
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分まで。 

 

休憩 午後 ２時３９分 

再開 午後 ２時５０分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

７番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：４項目にわたって質

問をいたしたいと思います。 

まず１番目に、小学校の閉校についてというこ

とで上げたんですけど、前段で同僚の議員さんか

らは閉校になったあと、どういう利用があるかと

そういう質問がございました。私はそういうそっ

ちのほうの質問ではなくて、本当に、先日、芦野

小学校閉校式に私も参加をさせていただきました。

本当に名残惜しいなとそういう気持ちでいっぱい

でございました。 

また、２年ほど前ですか、浜猿払小学校の閉校

式にも出席をさせていただいております。たいへ

ん本当に名残惜しいなと、また卒業生の方々それ

ぞれに色んな思いがあったなとそんなふうに思っ

ているところでございますし、またそれぞれの地

域でやっぱりその学校、いわゆる地域の灯みたい

な形ですよ。なくなるというのは、本当に寂しい

なとそんな気持ちでいっぱいでございます。 

こういう中でですね、閉校式を取り仕切ったと

いうか、村長さんは今お気持ちをどういうふうに

持たれているのか、それをまず最初にお伺いした

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）：ただいまの野村議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

思いは私も野村議員と一緒の思いでございます。

そういった中で、改めて答弁という形の中でさせ

ていただきたいと思います。 

２年前に閉校となった浜猿払小学校、今年度末

をもって閉校する芦野小学校は、ともにこれまで

様々な教育的成果を上げ、さらには地域のコミュ

ニティや生涯学習の中核施設としての役割を果た

してきただけに、閉校は私としても誠に残念な思

いであります。しかしながら、地域や保護者の中

で十分な話し合いがなされた結果に基づく地域住

民の総意として、より良い教育環境のため、在学

する児童の将来を考えた上での、閉校やむなしと

いう苦渋の決断であったものと拝察いたします。

村や教育委員会といたしましても、学習活動や学

校生活、通学手段等について、今後は十分配慮し

てまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：本当に残念な気持ち

だなというのが、気持ちでありますけれども、村

長さんも同じように、それ以上にまた今後のこと

を考えながらも本当に重要な決断をされながら、

しかしまた、今後また地域振興、いろんなことも

考えなければなりませんし、深刻に沈んでいって

いる場合ではないな、そんなふうに思っていると

ころでございます。 

芦野小学校、思い起こせば浜猿払小学校、そし

てもう一つ、その前に猿払小学校、この３校が、

はまなす学級というんですかね、そんなことをし

ていたのも思い出していたわけでございます。そ

ういう中で、ここの３校の中で、何かこの３校を

１つに統合するようなそのようなことも一つは選

択肢でもなかったのかなと思いますが、いろんな

時期、いろんな地域の事情、そんなことで猿払小

学校、浜猿払小学校、そしてこの芦野小学校とい

う形で閉校式を迎えた。そういういろんな地域と

の生活の歴史でもあると思います。 

１番目の問題はお気持ちをお聞きしたわけでご

ざいますが、２つ目はあとに残っている４校の存

続について、この村として、またこの地域にお住

まいになられている方々、やはりいろんな形での

歴史とその地域風土の違いと、それから皆さん方

の思っている思いがそれぞれ違いになると思いま

す。そういう中で、この４校の存続というのはや

はりもう今スタートをするのではなくて、もう既

にスタートしているんだ、そういった中でどのよ
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うな形でこの地域振興に取り組んでいくか、そし

て地域振興に取り組むことで定住促進の促進とい

うことになりますか、ちょうど山森議員と同じよ

うな質問でありますけれども、そういうこともや

はりもう本当に一生懸命やっていかないと、この

浅茅野小学校なり知来別の小学校もそうでありま

すし、浜鬼の小学校だってやっぱりそういういつ

そういう形になるかわからない。ですから、この

地域振興、それから地域とがどうやってこの振興

策を考えていくのか、そういうことが一番最初の

問題ではないかなと。そういう形の中で、村長さ

んがこの地域振興ということで、どういうふうに

考えられているか、学校という役割が十分良い役

割を果たせるのではないのかなと思いますので、

その辺をお聞きをしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず私が考えるあるべき地域振興策の地域振興

の姿としましては、地域の資源を有効に活用して

持続的な発展をすることだというふうに思ってお

ります。そのためには、産業振興における担い手

の問題や雇用の確保など、課題解決に向け引き続

き最重要課題として、関係機関と引き続き強力に

連携を密にしながら取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。 

また一方で、結婚や子育てを担っていく若い世

代に対し、今まで様々なアンケート調査等をして

まいりましたけれども、改めて彼らが描く未来へ

の期待と不安などについてマーケティングを進め

ていきながら、できるだけニーズに合った支援策

を提案していきたいというふうに考えております

し、現在行っております、保育料金の軽減策や子

ども医療費助成など既存の取り組みにつきまして

も、予算の確保をしながら継続して行ってまいり

たいというふうに考えております。 

また、移住定住政策につきましても、若い世

代に特化した形での検討もしていきたいというふ

うに考えております。この政策については、結果

が出るまで時間がかかるかもしれませんけれども、

先送りせずに試行錯誤しながらでも進めてまいり

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）：先ほども地域振興と

いうことにかけましては、前段で山森議員も相当

突っ込んだやり取りをしておりますので、ぜひで

すねこの閉校というか、これからこの４校をどう

いう形で残していくのか。それから村全体の振興

をどうするんだ、もうとっくに始まってるわけで

すよ。これを改めてこの閉校ということが、我々

に投げかけてくれた問題ではないのか、それをや

はりしっかりやっていくということしかないので

はないか。それと、それは村単独だけでやること

ではなくて、やはり地域と手を取り組んだそうい

う形でやはり畑をおこして、そして水をやって種

を植えてそして芽が出てくるのを待たなければな

らないのではないのかな。そういう工程のどれか

一つでも怠ればですね、やはり学校というものは

脆くも崩れ去ってしまうということが、今回の閉

校からもうかがえるのではないのかなとそんなふ

うに思うところでございます。 

小学校の閉校という問題については、やはり

我々に大きな問題を投げかけてくれたのではない

のか、改めて考える機会を、真剣に考える機会を

くれたのではないのかという提起をいたしまして、

次の２番目の産業の振興についてお聞きをいたし

たいと思います。 

近々ですね、非常に水産加工場の人手不足、こ

ういうのが深刻化して、水産加工場の人手不足が

どういう原因で起きているか私なりにというか、

これは皆さん方の答えも同じだと思いますけど、

やはり働いている人方の高齢化、いわゆる若い人

がいない、加工場もですね毎年来ている顔ぶれの

方々はあまり変わらない、そしたら１０年前は平

均年齢が５０歳くらいだったのは、まぁ１０年後、

今であれば６０歳近くなっちゃって新しく増えて

いる人方はほんの尐し。そして定年を迎えるとい

うか、相当猿払村もですね、地元だけでは当然取

り込めない。それで遠いところでは中頓別あるい
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は浜頓別から、今は豊富からもですね本当に仕事

のできる人、そういう人を、もうあの手この手で、

本当に、こちらへ来ていると。 

そうするとですね、猿払村内で働いている人方

もですね、村の施設だって相当数、募集とかをか

けていても軽度な仕事でも誰も来ないと。必然的

に賃金も上がっていく。水産加工場さんはまだ今

現在ですね、賃金は相当高いようですけど、いわ

ゆるその、何て言うんですか。パートさんでなく

て、東京のほうからどんどん人を入れてですね、

やはり時給は普通の１．５倍くらいかかるという

ふうに言われておりますけど、それもですねやっ

ぱり３月とか４月とか、まだ閑散期の時に入れる

とやっぱりそんなお金にもならないから、向こう

では相手にしてくれない、やはり本格的な漁にな

る５月内から９月いっぱいくらいまで、いわゆる

季節で集めている、そういうようなことですけれ

ども、それでもやはり地元の人方あるいは近隣の

人方、もうこれだけでは足りないと、こういう形

で村長さんも色々考えてはいると思うんですけど、

こういうことについて具体的にどういうふうにお

考えになってい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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

議員おっしゃるとおり、本村の基幹産業である

ホタテ、漁業を補完する役割であります水産加工

施設における人員不足が、私もたいへん深刻な問

題というふうに捉えております。また村内外の雇

用者の確保につきましては、それぞれ各事業所で

の対応に現在任せておりますけれども、村としま

しては、特区制度の見直しなどを大きな括りの中

で、関係機関とともにですね国のほうへ要請を現

在し続けております。こればかりは、一首長がど

うのこうのという問題には非常になりませんけれ

ど、宗谷オホーツク沿岸、また、全国各地で特区

制度を受けて人員、働き手を確保している首長団

体がですね一緒に特区制度の改正について申し上

げているところでございます。状況としてはまだ

はっきり決まっておりませんけども、今３年間の

研修実習という部分をですね、これを５年間にな

んとか延長していただけないかという状況の中で

今進んでいるようでございますけども、今のとこ

ろは日本人の雇用者を確保するという部分につい

ては、これといった早急な打開策としては、私と

しては非常に持ち合わせておりません。たいへん

申し訳ございません。 

ただ、その特区制度を今やっている段階の中で

そういう外国人研修生、実習生の人方に頼らざる

を得ないという状況でございますけれども、そう

いう状況の中で今後進めて人員の雇用者の確保を

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今この特区制度の変

更、今現行では研修生、実習生の制度は３年から

またさらに３年伸びて、ごめんなさい。６人です

ね。１年間に６人なんですけど、ちょうど２年だ

ったのが３年に増えて、一つの加工場で最大限雇

用できるこの１年間の人数というのは１８人とい

うふうに聞いております。それが５年になると６

人ですから３０人、そうですね。そういうふうに

なります。それもたいへん大事な話でありますけ

れども、やはりこの猿払村にこの加工、あるいは

またこの所帯を持った旦那さんがほかの職業に就

きながら、女性の奥さんのほうがそういう加工の

ほうの仕事ができないか。そういうこともやはり、

あるいはまた一人、単身の方々のそういう方々も

猿払村に来て、最初は季節で帰られるかもしれま

せんけれども、やはり長い年月をかけていくとあ

と猿払村に居住するという可能性はあるわけです。 

ただ非常に短期的では、一番効能のあるのはそ

の特区の延長という形で、それはすぐ効果は出る

と思いますけれども、しかしこの移住定住と申し

ますか水産加工員がやはり日本人である、あるい

はそういうことによって猿払村に定住してくれる

可能性がある、そういうことを念頭にそういうと

ころには尐しずつでもですね、やっぱり資源を投

下していく。今はねお話を聞くとそういう答弁は

ありませんでしたから何もしてないと思うんです
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けど、する考え方はないですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：現在これで２年間進

めてまいりましたけれども、移住体験ツアーまた

は、まるごとフェアのブースにおきましてですね、

各協賛企業のほうから時給ですとか雇用体系を含

めた中で、いろいろご提案をいただいております

ので、移住体験ツアーの時にですね村内にはこう

いう事業者があって時給はこのくらいで、どうい

う形でという形の中できちっと説明をさせていた

だいております。その中で見合った職業の中にう

ちのほうで体験住宅を利用しながら、短期就労を

していただく。そしてそれが通年、移住定住に結

びついていただいて、そこで雇用していただける

という形の流れになれば一番よろしいんでしょう

けども、ＰＲはさせていただいております。ただ

なかなかそれが女工員のところまで結びついてい

っていないというのが今の現状でございますので、

その分も含めながらですね、きちっと水産業のみ

ならずほかの商工業も含めながら、なんとかうち

のほうにですね移住をしていただいて、そういう

ところに就労してもらえるような方向もきちっと

今やっておりますので、引き続き強力にそういう

ところも含めてやっていきたいなというふうに考

えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：特効薬はないという

ことでありますけれども、やはり工場がですね、

やはり今は季節ですから、３月から４月まではホ

タテの工場であればいわゆる間引きっていうんで

すか、前の年の取り残しの分ですから当然やっぱ

り尐ないわけですよね。それとやっぱり時化とか

もちょっとやっぱり多いと。本格操業になるのが

５月の連休明けから、それもですねやっぱり時化

のあんばいだとかなんとかありまして、大体、年

間操業するのは１２０日くらいというふうに聞い

て、私自身も記憶しているところでございます。

これをですね何かの力を加えてあげることによっ

て、通年加工体制というのはホタテの今は原貝か

ら加工する仕事ですけれども、何かそういう製品

をつくって通年体制でラインみたいなものができ

てですね、そういう仕事ができるとやはりずっと

通年でやってなかなかこれは企業として、大変で

しょうけれども、初期投資だとかそういうところ

に相当お金はかかるかなと思いますけれども、や

はり村としてもですね、やっぱりそういう定住し

ていただける人方を、やはり来てもらえると、そ

してそういう方々が最初はやっぱりすぐは定住に

はつかないでしょうけども、やはり尐しずつ尐し

ずつやっていくことによって定住につながってい

くのではないか。 

そういうことによってですね、例えば、猿払村

では子育てが良いですよ、たいへん子育てのしや

すいところですよ、そういうものを売り込みにし

てですね、やはり現実の問題としては、いろんな

町村のそういう移住されているところと、あるい

はまた、たまにニュースで何ヶ所も働いてですね、

そして子育てをしているような家庭も見受けるわ

けですよね。それであれば、猿払村に来れば１ヶ

所できちっと８時から５時まで加工場で仕事をし

て、そして子どもはちゃんと預かってくれると。

そういうことが条件であれば、そしてあるいはそ

ういう子育ての期間中、そういう特典を与えるこ

とによって住民になって、そしてまたそういう子

どもさんがいればですね将来また巣立って、また

そういう夢も広がってくる。猿払村として、やっ

ぱりそういう人達が住んでくれて猿払村で生活し

ていただいたことは将来につながっていくのでは

ないのか。しかし今のこの特区だけのやり方でい

くとですね、もう今の日本の国と同じことですよ

ね。オリンピック終わったら今これガターンで終

わりですよ、特区やっていてね。建設業者足りな

い、人足りない、ですけど実際に子ども達が増え

ないわけですから、人口は今去年から減尐してる

わけですから。猿払村は毎年減尐してますけどね、

日本は去年から初めて減ったわけです。子どもが

生まれない、高齢化になってきて高齢者は寿命が

ずんずん延びてきて、しかし、子どもの数は尐な

い。減りますよ。近い将来すぐ１億割るだろうし、

我々の目の黒いうちはどうかわかりませんけれど
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も、そういうことを一つずつやっぱりやっていか

ないと、やっぱりここに住む人は増えないのでは

ないでしょうか。どうですか村長さん。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：僕もそのとおりだと

思います。なかなか子育て支援のほうにきちっと

軸足を置きながら、子ども達が将来結婚して出産

をして子育てできるというようなきちっとした環

境を整えてやってこそ、きちっとここで子ども達

がどんどんどんどん増えていくんだろうというふ

うに思っております。当然、子ども達がいなけれ

ばここの産業は漁業・酪農業も含めですね衰退の

一途をたどるという状況にありますので、そうい

う部分については、今後ですね取捨選択をしなが

らきちっと政策のほうに盛り込んでいきたいなと

いうふうに思っております。 

また、３番目の質問はまだですね。という形の

中で進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：考え方をきちっと強

く持っていただいて、そういうことをやっぱり庁

内の中であるいは当然これ受益者、加工関係の会

社の方々、あるいはその原貝を供給していただい

ている漁協さんも同じですけど、やはり皆、三者

一体でやっぱり漁協さんもたくさんの従業員さん

抱えてますけど、やっぱりもうすぐそういう状況

に陥ってくると思います。それとやはり村内の水

産加工屋さん方も人手が不足だと、例えば、人の

いるところに工場を移設するような動きになって

しまってはですね、やはり猿払村としてせっかく

これだけの原料、原貝がありながら、やっぱりほ

かに原料をどんどん持っていって村内の加工を減

らす、そういうことにならないような、生産者も

考え方同じだと思うんですよ。自分達は高いほう

に売って、そういう考え方で今までもやってきて

ますけど、全然そんな考え方では漁業者、生産者

から聞いたことありません。やはりこの地域で皆

さん方と一緒にやってきたんだと、そういう意識

でございますから、ぜひ村あるいはまたその水産

加工関係、そしてその漁業者、生産者、やっぱり

そういう部局で産業の振興と人手不足、こういう

ものをやっぱり解消する。これはやはり村長さん

から旗を振らなければなかなかついていけないと

思うんですよ。 

そして３番目、通年加工体制にするということ

は、ラインをつくるということなんですけど、や

っぱりそういうこともですね視野に入れて、そう

いう生産者との話し合いをしていかないと、それ

とやはり村内に住むということになれば、やっぱ

りそういう住宅、住処の供給ですよ。そういうこ

とはやはりインフラ、やっぱり村がいろんな形で

インフラを整備していかなければならない、そう

いうふうに思うのですが、それに対して村長の考

え方はいかがでしょう。 

○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。 

この通年加工体制と、２番目の質問、前段の質

問にも係ってくるんですけど、この部分につきま

しては、それぞれ事業者の考え方がありまして、

特に経営面からなかなか冬期間も豊富な日本人の

人手を雇用しながら経営していくという部分につ

いては、どうしても１１月いっぱいで原貝の供給

が終わってしまうという状況の中で、さらに中国

人の実習生の部分の仕事も当然継続してやってい

かなきゃならないというところで、非常に難しい

というところもお話を聞いておりましたけれども、

一つの方法として、これは漁組さんの話ですけれ

ども、ミミ、残渣として当然ミミとかウロが残っ

てきます。その中で、ミミは一部珍味だとか色ん

な部分で、冷凍しながら出荷をしているというふ

うに聞いております。半分はですね産業廃棄物と

して今焼却、投棄、なげているという形でお聞き

しております。あとの残りの半分は今の職員の

方々の中で処理をしていると聞いておりますので、

せっかくとったものが商品価値としてあるものが

半分、産業廃棄物としてお金をかけてなげている

という状況中で、その半分をなんとか冬期間の間

に利用できるような状況の中で通年雇用をしてい

ただくような方向で今後進めていけないかという
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ことで、漁組さんのほうにもいろいろお話をさせ

ていただいております。 

この部分は健常者のみならず、障がい者の雇用

という部分も含めながら検討していきたい、して

いただけないかという形の中で進めていっている

状況でございます。また、この定住の部分に結び

つけるという部分については、当然住宅、先ほど

から話がありました住宅等の確保についても、非

常に重要だろうというふうに思っております。こ

の部分については、漁業のみならず農業の担い手

という部分につきまして、もし村と漁業、農業等

の三者でですねなにかしらの住宅政策という部分

で打ち出していけるような方向になれば、村とし

ても支援をしてまいりたい、協議をしてまいりた

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：なんとかですねこの

移住定住につながるような、そしてこの産業、こ

の水産加工関係の人手不足が尐しでも解消になる

ような、そういう政策をやっぱり急いで構築をし

ていただければとそういうふうに思います。 

３番目、海岸浸食について。昨年、実施した議

会の村内行政視察で灯台の下、また漁協のホタテ

加工場、またササキ商事さんのスタンドと漁協の

作業場の間、その辺を海岸侵食の現場として、あ

まりにもひどかったので、急きょそこに議会の視

察で議会の皆様方に見ていただきました。本当に

短期間で相当な浸食が進んでいることを目の当た

りにしたところでございます。 

その後ですね、今はササキ商事さん、それから

漁組さんの作業場のところはそのあと早急に応急

処置をして作業場が戻って、埋め立てをされて戻

っております。そして今、この年明けてからです

ね、灯台の下、猿払鉄鋼さんのところは一回、一

昨年ですか、行ったテトラというんですか、それ

を置いたのを一回全部よけて、そして下を新たに

また整地をして、床っていうんですか、大きな石

を入れてまたそこに埋め戻しをして、さらに距離

を広げたとそういう工事をしております。また漁

協さんの奥のほうの加工場のほうも、テトラを入

れて海岸浸食をやっている、戻しをしていると、

こういう現状でございます。 

私はですね、今もう海岸浸食はどこもひどいで

す。ここ急にやってきたわけではありません。そ

れでこのままやってると、こういうただやられた

所にただやってるだけでは全然防ぎようがない。

よく私も考えてみますと、今ちょうど猿払鉄鋼さ

んの辺りは昔は鬼志別川のちょうど河口であった

ということで流れがありますから、当然いろんな

形で土砂がそこから出てた、ですから昔で考えた

らそんな浸食をされるような場所では全くない。

昭和５４年に今の鬼志別川が切り替わって浜鬼の

街からちょうどスポンと海に出るようになった。

そこにもですね、やはり潮の流れがありますから

導流堤を相当出してはいるんですけれども、すぐ

川が加わってしまうような、冬期間になるとです

ね、そういう時化が多い、しかしその砂をですね

また全部牧場の奥のほうの、あるいは知来別のほ

うもですね、そういう形で港湾、港の土砂もそち

らのほうに全てなげていると。しかし砂は海岸に

は戻ってきませんよね。そういうことでどうした

ら海岸浸食が防げるんだ。 

これはやっぱり離岸堤ではないか。それは近い

所では知来別の東浦寄り、離岸堤の設置した場所

にはやはり丘のほうに砂がついているというよう

な、最近あまり通らなくなりましたけれども富磯

も富磯の街の入っていってすぐ向こう側の海岸の

ほうは、やっぱり波がぶつけてずいぶん海岸浸食

があった。しかしそのあとに海のほうにテトラを

入れて、そして今はそういう心配はなくなって砂

がついている、そういう状況でございます。そう

いうふうになればですね、海岸浸食という心配が

なくなりますし、道路もちゃんときちっと通れる

と。今道路は知来別と加工場の間が今、山のほう

に移行されようとしておりますけれども、そんな

お金かけるんであれば離岸堤に出したほうがよっ

ぽど良いと私は思いますよ。やっぱり根本的な工

法をやっていかなければですね、私はそういうこ

の海岸の侵食っていうのは防げないのではないの
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か。この辺は村長さんの考え方はいかがでしょう

か。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今のご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

議員のほうからいろいろご提案をいただきまし

た。どうもありがとうございます。海岸侵食対策

につきましては、毎年村長としてまたは漁業協同

組合の理事、もしくは幹部等ともですね宗谷総合

振興局や北海道水産部、建設部及び国の水産庁に

伺い、現場の深刻な状況等を説明した上で陳情書

を提出するなど、早急かつ強力な陳情活動を現状

としても行っております。 

また一つの例として、議員のほうからおっしゃ

られた総合加工場の裏の産業廃棄物の置き場所と

いう所についても、非常に低気圧の関係で侵食が

ひどかったという形の中で、道のほうにお伺いを

して補正予算を組んでいただいて、１２月に浜猿

払にあるテトラをですねそちらのほうにきちっと

移していただいてそこを守っていただいたと。そ

してさらには、この３月に新たに補正予算を組ん

でいただいて、加工場の裏のほうに３０メートル

の消波ブロックをきちっとつけてもらえるような

形で補正予算を組んでいただきました。これはあ

くまでも臨時的な対応というふうに私も捉えてお

りますので今後は恒久的な対策として、陳情書に

も載せておりますけどもそういう形の中で、振興

局とまた国のほうにきちっと要請をしております

ので、平成２９年度についても引き続き村の現状

を訴えながら陳情をしていき、早急に対応してい

ただくようお願い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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：私も前段で質問申し

上げましたけれども、いわゆるやられてからやっ

てもらうだけではもうこの侵食は防げない。もう

当然直してもらった所もおそらくまた今年、一年

後にね秋口というかその辺で見るとまたどこかこ

ういうふうな沈みかかっていたりそういうことに

なるのではないのかなと。 

例えば、灯台下のところの今年はテトラを一回、

去年、明けたから一昨年ですね。やったんですけ

ど、工事を見てると全部一回取ってそしてならし

て、そしてまた大きな石を下に入れてそこにまた

戻しているという状況です。最初の年は村長さん

就任した翌年です。もう２月、５月、村勢懇談会

があって私が申し上げたんではなくて、周りの人

方があそこひどいなというお話になっていろいろ

対処していただいて、その年の秋に石籠ですか、

石籠を１２個くらいいっぺんにバーンと入れてく

れたんです。しかし、石籠も一冬過ぎたら何もど

こか砂の下になって、明けたから一昨年になりま

すけど、一回目のそのコンクリートの工事あった

際には石籠だってもうどういうふうになってたの

かわからないですよね。ちゃんとしたのは１個も

なかったそうです。かなりの部分やっぱり壊れて

いたそうでございます。ですから、そしてそれが

また１年経って、今年の工事が本当は去年の秋口

か１０月頃の工事だったんですけど、年明けてか

ら始まりました。それが全部一回撤去しなかった

らきちっと置かれないとそういう状況になって、

工期が遅れたんだというふうにも聞いております。 

ですからこういう陳情ですね。ただ普通に陳情

していたらいつまで経っても、そしてまだほかに

もいっぱい海岸侵食の激しいところはありますよ

ね。その辺をですね、やはり総力を上げて我々も

ね、したら議会として皆さん方に、議会の中で見

ていただいて、議長はじめですね陳情でもどこで

もやっぱり行きますよ。そういう形でやっぱり大

きなその力、流れを持ってきていただいて、何も

そんな富磯さんもあるいはまた知来別さんも過去

にやった経緯もあることでございますから、成功

例はあるわけですから、ぜひともですね、そうい

う形で強力な陳情をしてそういうふうに食い止め

ていただかないとですね、やっぱりもう限界がき

てるんでないか。やがてもう道路にいきますよ。

やってない所から道路にくるんじゃないかな、そ

ういう心配をしている。もう１回、村長さんの強

い答弁をお願いいたします。 
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○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：陳情要請につきまし

ては、ただ行って名刺を置いてくるだけではこざ

いません。きちっと陳情書という形の中でつくっ

て図面を貼りつけて、文言をつけてきちっとその

担当部長もしくは水産庁長官のほうにきちっと席

上で説明をさせていただいております。その中で

私が答弁不足のところについては、漁業協同組合

の幹部の理事、代表理事を含めて理事の方々に補

足説明をしていただきながら、きちっとその辺は

陳情していっているような状況でございます。 

これは水産業のみならず、農業関係についても

道・国のほうへ赴いたところについては、生産局、

それから農村局等についてもきちっとそういう形

の中で陳情をしてきているつもりというか、して

きております。今後、そういう形の中で私が足り

ないところについては、そういう関係機関の方々

と一緒にあわせて陳情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）：はっきり離岸堤と言

ってお願いをしているわけですが。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今の臨時的な部分に

ついては一応、消波ブロックという形の中でやっ

ております。ただ離岸提が良いのか、またどうい

う形が良いのかという部分については、それぞれ

の漁業関係者、幹部の方々がそれぞれ私よりずっ

と優れている方々でございますから、どういう形

にすれば一番前浜に砂が着くのかという形の中で

今現在進めております。 

産業課長から説明をさせます。 

○議長（太田宏司君）：小林産業課長。 

○産業課長（小林智司君・登壇）：ただいまの質問

にお答えをしたいと思います。 

陳情内容につきましては、漁協さんのほうとい

ろいろ打ち合わせをさせていただいて、今おっし

ゃるような形で根本的な整備が必要だということ

もございましたので、選択肢はいろいろあるかと

思いますけども、エサヌカのほうでやってます潜

堤とかっていう形も一つの選択肢としてどういっ

たことが良いのかということも踏まえて、北海道

のほうでそういった漁業関係のプロのほうの目で

見て、どれかどういう対策が一番有効なのかとい

うことを踏まえまして、私達のほうからは要望と

して一つの選択肢として、こういうこととこうい

うことがあるということは書面に残して陳情させ

ていただいているという経過でございます。 

離岸堤という言葉については、その文言の中に

は入れてはいないんですけども、根本的なそうい

うなどということの一つの言葉の中の等という中

に含みで書かさっているというか、含みで入れて

るといった形にしかなっていません。離岸提とい

う言葉については、文言としてはその陳情書の中

には入っていないです。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：どうなんですか、私

もだいぶ説明しましたけど今の状況で消波ブロッ

クだったりコンクリートであったり、石籠であっ

たりといういろんな、今浜猿のエサヌカの海岸に

ついては潜堤という形で説明を受けましたけど、

今のその対処療法、いわゆる侵食がひどくなった

からブロックを入れるんだと、あるいは石を入れ

るんだ、それはやられたからやってもらうだけで、

そしたらそれをやられないようにどうするんだと

いう考え方はないのかって聞いてるんですよ。 

現実に知来別だって相当昔は、私、佐藤義雄さ

んと今の堀井さんのお宅のところの裏へ行ってみ

たら、本当に波返しがすぐ下にあったんですよ。

相当深い下にあったんですよ。しかし今、沖のほ

うにブロック置いてから、あそこ本当に砂がいっ

ぱいありますよ。それと苗太路というか今の警察

署の前のほうもですね、いっときは本当に砂が取

られたんですよ。しかし離岸堤を離したことによ

って、ずっと砂がついたとこういう現状ですよ。

今、ただこの対処療法だけでやっていくともうあ

ちこちとられるだけですよ。ですからもっと先に

何かそういう形で離岸堤を一つ、できないのか。

人も住めなくなるし、ササキさんの後ろだって相
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当波が常時ついてる形ですよ。どうですか、その

辺の判断を。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほども申し上げま

したとおり、１２月、３月で補正を組んでいただ

いて消波ブロックを置いたという部分については、

これは暫定的な部分であります。当然これから爆

弾低気圧、どんな低気圧が来るかわかりませんけ

れども、もしかしたらその部分で対応し切れない

部分もあるだろうというふうには思っております。

ですから平成２９年度以降に、これは予算の関係

もありますから、きちっと今の総合加工場、ササ

キさんのスタンド、それから山田鉄鋼所さん、そ

の辺をきちっと財産を守っていただくような形で

やっていただきたいというふうに、これは陳情で

きちんと申し上げております。 

たまたま今、エサンベの部分については農地海

岸の部分で潜堤という部分で経編もございます。

その中できちっとどういう形が良いのかというの

は二転、三転をしながら最終的にはつくっていた

だいて、そして今、前浜が尐しずつ現状に復元し

つつあります。そういうことを含めながら最終的

に前浜を元に戻す、そして今ある現状の施設もき

ちっと財産を守っていただくというような、恒久

的な対策を立ててほしい、つくってほしいという

形の中で、これは道のほうにきちっと要請をして

おります。ただ、道のほうとしても全体的な予算

がありますので先駆的に猿払でどうのこうのとい

う部分についてはまだはっきり話はなりませんで

したけれども、２９年度以降についてもきちんと

あそこは守っていただくという形の中で、約束を

していただいておりますので、今後も含めてです

ねきちんと要請をしながらあそこの財産を守って

いただくような形で進めていきたいと、お願いを

していきたいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：予算がついて、今は

臨時的にですね海岸保全という形で取られたとこ

ろを直していただくと。そこについては色んな形

で予算もしてるし村長さんもはっきりそういう形

で陳情している。ですけど、離岸堤をつけてくだ

さいとは言ってませんよという答弁ですよね。で

すからそこに、別に私要望しないけどね、村長さ

んの考え方はどうなんですかというお聞きをして

るんです。ここまでやってね、やっぱりもっとも

っと来ますよこれ。現状この海岸見てったら。で

すから近いうちにもう、そういうふうにいかない

とですねもうあちこち取られてくるところは出て

きますよということです。 

まあ次４番目について、敬老会についてを議題

といたします。敬老の日の記念品、私もずっと気

が付かなかったんですが年末社協さんの共同募金

会から決算という形で、これは回覧になりました

ので皆さん方もご承知されている方が多いのかな

と思います。そしたら、その歳末助け合いの中で

募った募金の中から敬老会にという形で５０万円、

記念品が支出をされていると。募った金額は  

１００万円を超して１１０万円には満たないと思

いましたけど、約半分の金額が敬老会の記念品と

いう形。 

先日、事務局のほうに確認をいたしましたら、

昨年までで１０年間支出をされて、私もちょうど

自治会長になったのが８年になりますけど、８年

前、自治会長になって敬老会が自治会主催であり

ました。しかしその２年後、やっぱりこれは村に

戻さなきゃいけないということで、当時の巽村長

さんの決断で主催は村に戻ったところでございま

す。お手伝いは今も自治会で続けておりますけれ

ど、自治会連合会ですね、連合会で続けておりま

すけれども、しかしこの記念品ですね、やはりそ

の１０年前というなかなか正確に皆さん方の中、

携わった人の中でなかなか聞いても思い出せない

のかわかりませんけど、やはり相当財政的に詰ま

ってきた時期だったといったような中で、共同募

金のほうから老人敬老会の記念品を支出するよう

になったと、そういうふうに聞いているところで

ございます。今ですね色んな意味で、財政は今も

苦しいのには変わりありません。それはもういつ

の時代になってもなかなかそんな財政が潤ってど

うのこうのということはありませんけれど、しか
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し当時の１０年前から見れば数段に財政的には好

転していると思いますし、どうですか、これ村長

さんのほうで社協の共同募金のほうからでなくて

村のほうから記念品を差し上げて、その共同募金

のほうもですねやはりそっちに支出することによ

って、本来の歳末助け合いのほうの予算のほうに

向かっていないのではないのか。私、委員でもあ

りませんしわかりませんけど、そのような気がい

たしております。その辺について、一つお伺いし

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

お答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。 

社会福祉協議会からの敬老会の対象者への記念

品の寄贈につきましては、私としてもたいへんあ

りがたく感謝を申し上げるところでございます。

議員のご質問では、村からの記念品とすべきとの

ことでありますが、これはあくまでも社会福祉協

議会からのご厚意によるものでございますので、

相手方のご判断に今後はお任せしたいというふう

に思っております。 

なお、村ではこれまで敬老会出席者の方々に記

念品をお配りしており、平成２９年度も同様にお

配りをしたいというふうに、感謝の気持ちを込め

てお配りをしたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：それではですね、ち

ょっと突っ込んで聞きますけど、１０年前、共同

募金のほうから敬老会のほうになぜ５０万円とい

う予算がいくようになったのか、そういう経緯に

ついてお聞きします。 

○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

ご質問にお答えいたします。 

１０年前はですね、協働まちづくり推進課で一

応、自治会連合会を担当してましたので、その中

で自治会連合会に声をおかけして敬老会を開催し

ておりましたけども、最初の当時は社協のほうか

らの記念品はありませんでしたが、社協のほうか

らの申し出で記念品を配るという形になったと考

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）：それではですね、別

に村長さんとか課長さんとかという形でなくて、

当然、歳末助け合いという運動の中で皆さん方に

ご厚志を募っているのではないのかなと思います。

そういった中でやっぱり歳末助け合いというのは、

やはり生活の困った方、やっぱりそういう子ども

さんもいて恵まれない年の瀬を尐しでも温かな気

持ちで過ごさせてあげられればなと、そういうの

が歳末助け合いの趣旨ではないのかな、そんなふ

うに思うところでございます。それがですねやは

りそういう賛同されて参加された、参画をされた

方々との気持ちが尐し乖離されているのではない

か、そんなふうに危惧しますけれども、その点に

ついては村長さんはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：これは最終的に村の

社会福祉協議会が決めることであって、平成２９

年度も敬老会の時にですね、対象者の方々に記念

品を贈呈する、贈呈しないはこれは私がやってほ

しい、やってほしくないという形じゃなくて、こ

れは社会福祉協議会の中でご判断をしていただけ

ればありがたいなというふうに思っております。 

また北海道の共同募金会の中では、敬老会の中

にそういう形で記念品を贈呈するという形は、だ

めだという形は当然うたっておりませんから、多

分そういう趣旨を踏まえた中で、社会福祉協議会

の中で１０年前にそういう形の中で賛同いただい

て、敬老会対象者の方々に記念品を贈呈していた

だいたんだろうというふうに理解をしております。 

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。 


