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平成２９年 第２回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年６月２７日（火曜日）第１号 

 

◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき、２項目、５点について質問させていただ

きたいと思います。 

まず一つ目、移住定住施策についてということ

で、この質問についても私もこの場で約３回目に

なるかと記憶してます。 

平成２７年、２年前にさるふつ公園内にありま

す移住体験住宅を建設し、ちょっと暮らし体験を

していただきながら、移住定住を促進するという

ことでそのようなメニューで体験施設ができまし

た。あの時もこの議場の中、また、委員会の中で

さまざまな議論があり皆さん前向きな意見ではあ

るものの、中のメニューについてはさまざまな意

見が出されたと記憶しております。 

これまでの利用状況、実績についてお聞きした

いと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの小山内議

員のご質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

平成２７年度は１組１名、平成２８年度は１５

組２３名で、延べで１８０日間の稼動でありまし

た。今年度は、現在のところ１１月末までの予約

を含めまして６組７名で、延べ１７０日間の稼働

を予定しております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：平成２７年度につ

いては確か完成が２７年１１月ということで、冬

期間の１２月から３月までと４カ月ということで、

北海道の冬を考えれば１組１名、２８年度が本格

的に１年間稼働したのではないのかなというふう

に理解しております。その中で、１５組２３名、

１８０日の稼働日数、利用状況。また、２９年度

については予約も含めながら１７０日ということ

で、約２年間で３５０日の利用状況。３６５日と

考えれば約半分の利用状況と考えますが、この利

用状況について村長、率直な意見、まあ２番目の

質問に行きますが、まだ結果の出てない事業と私

は考えておりますが、村長のこの３５０日の利用

を予約も含めてなので実績とはなりませんが、利

用状況について今の感想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）：あの今まで移住体験

ツアーだとか、まるごとフェアという部分で本村

と東京のほうでこういう事業を開催させていただ

いています。また、その方々がですね、この移住

体験ハウスを利用しながら、うちのほうに就労体

験に来ていただいているという形の中で１回だけ

ではなくて、２回、複数来ていただいている方も

おりますから、本格的に猿払の移住についてです

ね、考えていただいている方もおられるのかなと

いうふうに思っておりますし、日数については、

２年間で約半分ぐらいという形の中でそこそこ実

績はこれから出てくるんだろう、出てきているん

だろうというふうに今のところは考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。多少

２番目にかかり質問してしまって申し訳ありませ

んでした。 

このさるふつ味覚まるごとフェアと含めながら

この施策については、２番目の質問ですが、北海

道でもさまざまな移住施策を促進している自治体

がある中でも非常に特徴のある施策ではないかな

と考えておりました。ただ、先ほども言いました



- 2 - 

が成果がまだ出てない。１件も移住定住者が出て

ないという認識であります。また、最初、条例等

で決められた使用料や日数、就労体験や対象者な

どを再考しなければならないと考えております。

理由としてはですね、やはり２年前の１２月の定

例議会で私が質問した時に、村長の答弁の中に他

の自治体では若い世代の方々を中心に移住促進を

図っていますが、猿払村としては若い世代の方か

らシルバー世代の方々まで幅広く募集をしたいん

だという考えがある中、そうなれば退職を受けて

リタイアをした方が移住体験をするのに、またさ

らに猿払村に来て働くというのが現実的なのかな

と、先日も日刊宗谷のほうで稚内で移住体験をし

ている方々の記事が載っておりました。旦那様が

退職した後に北海道内を旅行して、稚内を気に入

ったとなってました。その中では、体験として観

光を主に考えられていくというような中身でした。 

そのようなことを考えれば、今ここで条例改正、

使用料や日数、就労しなければならないというこ

とを再考しなければならないと考えますが、村長

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）：２７年度に現在の移

住体験住宅を設置する際にですね、各方面からい

ろんなご意見を拝聴しながら検討してきた結果で

ございますけども、全道的に設置状況を調査した

ところですね、観光拠点での利用だとかそれから

レジャーのための利用、避暑地としての利用とし

た目的が非常に多いというようなお話を聞きなが

ら、なかなか移住に繋がらないという事例報告が

なされておりました。この使用料につきましては、

そのことも鑑みながらですね、住宅を考えている

方々に広く利用していただけるように改めて言い

ますけども、１日５００円、日数は猿払村を満喫

していただきながらかつ体験住宅が１棟しかない

ことから、より多くの方々に利用していただくた

めに一応１４日から３０日間の間、就労をしてい

ただくということを決めさせていただいたところ

でございます。特に、就労体験につきましては、

この条件を付することで利用者の減少に繋がるの

ではないかというような懸念もありましたけれど

も、移住のために働くことは必須であるというふ

うに体験者の方々から声も聞いておりますし、ま

た、自分の特技や能力を生かせるなどということ

も高評価として繋がっているというふうにお聞き

をしております。 

このようなことから、私としては一定の成果が

上がっているのではないかというふうに考えてお

りますけども、現在、今のところこういうような

決めごとを含めながら移住体験者のほうからです

ね、不満などの声を一応聞いておりませんので、

今後ご意見とかありましたらですね、再考も含め

ながら検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、移住体験者の

方々からもこのメニューの不満も聞いていないと

いうことなんで、たぶんこのメニューに不満のあ

る人は来ないと思うんですよね。であれば、たぶ

んやはり村としてこのメニューどうなんだという

形で、村外に向けてアンケートなり、まあ北海道

でもさまざまなＮＰＯ法人だったり、道庁でも移

住促進をする協議会を持ったり各市町村で全道的

に動いている状況にあります。 

やっぱり今ひとつ成果が出てないという原因と

いうことを率直に村長がどう考えているか、あと、

村のホームページでもトップページで案内がいま

いちわかりにくい、直接は入っていけないような

形になっている。この場でよく言うことですけど、

やはり情報をいっぱい発信することによって情報

って入ってくると思うんですよね。やっぱり情報

不足が否めない。 

当初ここで話したとおり、私は北海道の中でも

非常に特徴のあるただ移住定住を促しているだけ

でなく、私達、観光協会も兼ねながらさるふつま

るごとフェアっていう東京に足を運んで一つの自

治体だけでフェアを行う、その中で今年で３年目

になる事業だと思いますが、その中で人と人とが

知り合える、まあホームページ上で知り合えない、
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猿払村に来なければ知り合えないことが、東京関

東圏の首都で知り合えることが非常に良いことだ

と思いますが、その成果の出てない原因について

村長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）：お答えをさせていた

だきたいと思います。 

まず１点についてはですね、移住体験ですとか

それからの都会の方々からお話を聞く中で、実際

にですねうちの村に移住をして来たいという方々

から声を聞きました。その中でやはり住宅問題が

ですね一つの問題点であろうかと思います。そう

いう中で、今後、あのほかの議員さんも含めなが

ら質問も出てくるかと思いますけども、そういう

施策の中で空き家バンク制度という形の中で、今

年の４月からですね制定をさせていただいたとこ

ろでございます。また、非常に住宅もですね民間

企業さんのお力をお借りしながら、どんどん建て

てはいるんですけども、いまだにこの住宅不足が

続いてるというところが一つの原因だろうという

ふうに思っております。それから、媒体等を含め

てですねそういう情報発信が不足しているんだろ

うというところも考えております。 

また、今あのまだ公にできないですけども、青

田刈りも含めて、言葉は悪いですけどもシルバー

世代の移住定住という部分についてもこれは積極

的に進めていきますけれども、青田刈り、超青田

刈りも含めてですね全国的にですね進めていこう

と、その中で、今、猿払に来た場合についてのパ

ンフレットを担当のほうに作成をさせております。

まああの猿払村に住む条件として、出生から要す

るにゆりかごから墓場までどういうような政策で

猿払村は今取り組んでいて、猿払村がいかに住み

良いところかというところも含めながら、さらに、

就労していただく場合については各企業さんの協

力を得ながら、人件費というか給与だとかそうい

うことも含めて、そして、公営住宅についてはだ

いたいこのくらいかかりますねっていうシュミレ

ーションもきちっと作った中でですね、パンフレ

ットを作りますので、これを今ですねまとめた中

で全国にいろんな形の中で利活用していきたい。

さらにいろんなところとですね、いろんな企業と

か団体とお話をさせていただいて包括的にですね、

きちっとこの部分をＰＲ、都会の方にきちっと 

ＰＲさせていただくような算段を考えております

ので、明らかになり次第、また議員さん方のほう

にこういう形で、移住定住に向けて取り組んでま

いりたいという形の中で協議をさせて報告をさせ

ていただ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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のほうから先

にやっぱり住宅不足が大きいのではないのかなっ

ていう答弁をいただきましたが、先日行われまし

た宗谷総合振興局の移住定住推進連絡協議会、猿

払村も行ってるかと思いますが、この中でも住宅

不足が課題だということで記事になっておりまし

た。 

ここで３番目の質問ですが、移住体験住宅は現

在さるふつ公園内に１棟のみです。猿払村でも空

き家バンクを創設したんですね。ということも考

えながら、村内の各地域においても、空き家が多

数存在していますので何とかこの空き家を利用し

て、移住定住体験住宅に利活用するようなことを

まず考えられないのか。主にやっぱり行政がメイ

ンで進めている事業ですから、なかなか民間が就

労体験を受け入れてる企業さん、農家さん等あり

ますが民間と行政が連携してですね、この使用日

数だとか就労期間だとかっていう縛りをですね外

して、春から秋までだとか快適に猿払村で住める

期間を長く、当然就労しなくても趣味を生かしな

がら宗谷管内すべてトレッキングをしながら歩く

だとか、釣りをしながらこの猿払村で過ごしてい

ただくだとか、何とか受け入れる側の目線よりも

ですね、こっちに来ている利用する側の目線に立

って移住メニューが必要かなと考えられます。ど

うも今までやっぱり生産人口というか働く方が本

当に本気で猿払村に来てくださる方を選んでこう

メニューを村で作っていた感が否めないので、何

とかフリーな形で猿払村に移住定住をしていただ
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けるということを前提にですね、もう少し柔らか

く、１棟しかなければ先ほど村長の答弁のとおり、

本気でここで就労体験をして猿払村に住みたいと

いう方を最優先させるべきだと考えますが、空き

家を利用して２棟、３棟というふうに利用できる

んであれば、そのような方から外れても今まで募

集した中でも、３組が同時に、４組が同時にって

ことはそんなにそんなにあることではないですし、

前段の同僚議員の質問にもあったとおり、今、使

用できる廃校となっている浜猿払小学校、芦野小

学校とかをですね、ちょっと暮らし体験、浴室と

かそういうシャワー施設が無いからなかなか長期

間住むっていうのは非常に大変かもしれませんが、

そういう方々に猿払村で趣味を生かしてちょっと

住んでいただくと、法整備だとかいろんなことあ

るかと思いますが、先ほどの答弁でもなかなか使

い道が決まらない廃校の問題であります。各地域

もそうですがそこをちょっと法整備して、１週間、

１カ月校舎を利用しながら住んでいただいて趣味

をしっかりしていただくっていうのも一つの案で

はないかと思いますが、新しいメニューについて

の計画変更等についてお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：先ほども若干お話を

させていただきましたけれども、本年度から空き

家バンク制度というものを創設をさせていただき

ました。この後、他の議員さんからのご質問あり

ますけども、今のところはですね１件も問い合わ

せがないといいますか、今のところは売りたい側、

貸したい側、借りる側と今のところ問い合せは１

件もないんですけども、この部分についてはです

ね、空き家バンクの所有者に対する登録をまた引

き続ききちっと進めて、できるだけ呼びかけを進

めていきたいなというふうに思っておりますし、

また、あの議員さんのほうからいろんな今ご提案

をいただきました。その部分もですね、きちっと

精査をしながら進めてまいりたいというふうに考

えておりますし、また、猿払村についてはその産

業がですね、どうしても通年でなかなか雇用でき

ないという環境がなかなかある主要産業でござい

ますから、２地域間のですねそういう居住だとか

そういうことも提案をさせていただきながら、夏

の猿払村のこの繁忙期の忙しい時に猿払村に来て

いただいて、就労してもらって住んでいただいて、

また、冬期間はまた地元のほうに戻って行っても

らうとかそういうようないろんなニーズを聞きな

がらですね、そういうような形も含めながら、今

後、あの移住者の方々に進めてまいりたいという

ふうに思っておりますし、また、いろいろな議員

さんからご提案がありましたので、移住について

は多様のですねメニューも今後庁内の中で皆で検

討していきたいというふうに思っております。 

何はともあれ我々の目線ではなくて、来ていた

だく方々からの目線に立った形の中で今後メニュ

ーもきちっと定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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長から前向きな

答弁をいただいたんですが、これもやはり早急な

対策が必要だと思われます。条例改正も必要です

し改正するとなれば、年に４回しかそういう場面

はないので担当課と打ち合わせもしながらですね、

早急な施策が必要だと考えます。 

空き家バンクを利用するにしてもやはり、情報

提供が足りない、まだ１件も問い合わせもないし

契約もない。やっぱり村民に対しても村外に住ん

でる方々にしても情報提供が必要だと考えます。 

新しいメニューの提案なんですけど、北海道の

ある自治体では移住をしようとする方々にとって、

期間を限定して空き家はただで貸す、そこの町は

１年間ですが、それプラスこの施策が良いかどう

かはちょっと微妙なんですけど、月１０万の現金

を支給する。本当に斬新というか月１０万で空き

家があれば生活に普通には困らないような田舎で、

住むんであればみたいなそんなような施策をして

いる自治体もあります、道内です。プラス、今、

北海道で１番移住先としてランキングが上という

か人気なのが、皆様ご承知のとおり、たぶん東川

町じゃないかなと。自然環境も良いですし旭川と
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いう大都市にも近い、水も水道ではなくて大雪山

の湧水でっていうようなそういう謳い文句で人を

集めてってというのがありますが、２位はなかな

か皆さんわかってないかと思うんですが、そのい

ろんなアンケートの仕様がありますので、これは

すべて全部合ってるとは言いませんが、２位は幌

加内町です。で、考えれば猿払村に比べればちょ

っと悪い言い方をすれば、産業もどうなのかな、

一次産業といってもたぶん頭に浮かぶのは農業の

そばぐらい、観光といっても人造湖のある朱鞠内

湖があって、私が口に出すとあれなんですけどイ

トウが釣れてみたいなところなんですけど、幌加

内町が２位になる要因というのが、ちょっと私調

べてみたらやはり支援体制がしっかりしてること、

情報発信ができていること、関東だとか移住先に

そういう支援情報を流すこと、それと支援策をあ

の国でやっている総務省がやっているふるさと回

帰支援センターだとかを利用しながら、人間が足

を運んでいるというような解説がありました。 

確かにこの土日、２４日、２５日ですか。土日、

本気で移住フェアにうちの職員が２日間、まあ１

日しか日にちがなかったようです。また、秋には

前回質問したと思いますが、名古屋と東京と京都

と大阪でしたか移住フェアが行われます。それに

も予算の問題等もいろいろありますが、たぶんそ

ういうフェアには一つでも多く人間が行くこと、

本気で役場職員が行くのが良いのか、私達、経済

人が行ったり本当の話をしたら良いのかそういう

メニューもありますが、その辺のことも考えなが

ら一つでもいいからそういうところと顔と顔を合

わせて、膝を突き合わせながら移住をしたいとい

う方と話をすることが私は大事じゃないかなと思

います。 

その点について村長の考えをお聞きしたいと思

います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私も議員のおっしゃ

るとおり同感だと思います。今、議員からおっし

ゃられたとおり今、職員を２名派遣して東京に派

遣をして移住フェアのほうに参加をさせていただ

いております。また、各大都市のほうで今後、移

住フェアがあるというふうにお聞きしております

けども、予算の関係上もありますので、全てのあ

のところに、あの出席をさせていただけるかどう

かそれは今後、財政当局とも含めながらですね担

当のほうときちっと話を進めてまいりたいと思い

ます。 

まあ確かに、情報発信がですねやはり何より大

事なんですね。そういう形の中で村独自のですね

移住体験、あの移住者に対しての施策が打ち出せ

るかどうか、まああの議員からの一つの例として

いろんな形で今、ご提案いただきましたので僕は

あまり現金っていうのはあまり好きではないんで

すけども、それは置いておきましてですね、村独

自のですね形としてやっていけるかということも

鑑みながらですね、今後進めてまいりたいという

ふうに考えています。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のお考えのと

おり情報発信が非常に大事なんで、東京に行って

担当者が話したとか何とかっていうのはなかなか

難しいこともあるんでまず一つ、村のホームペー

ジ、トップページにはすぐでもバナーを載せられ

ると思うんでワンクリックで移住定住のところに

行ける、他のホームページ見ても猿払村の移住定

住窓口ということで、ワンストップ窓口があって、

担当者も電話番号も全て書いているところに行け

るんですけど、それがトップページから行けない

というのはやっぱりちょっと残念なことなんで、

そこはお約束していただけるでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：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。 

この後、関係者担当部署を含めてですね、その

ようにするように指示をいたしたいと思いますの

で、よろしくご理解をお願いします。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは一つ目の

質問終わらせていただいて、２番目に入りたいと

思います。 
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１番目についても２番目についても、ちょっと

関連がある質問なんで、人を呼び込む施策につい

てということで２項目目、猿払村の就労者不足に

ついてということで質問をさせていただきたいと

思います。 

日本国内では人口減少や地方の過疎化、高齢化

率の急速急激な上昇によってですね、生産人口は

どこの地方でも著しく減少してるのが現実です。 

猿払村においても一次産業の堅実な維持により、

他の地域に比べると人口減少も緩やかですし、高

齢化率も高くないというのが現実にありますが、

生産人口の減少は顕著に表れていると考えており

ます。 

水産加工業の就労者不足に代表されるように、

村内の事業所に関しては業種に関わらず、就労者

不足の企業がほとんどです。行政においてもです

ね、医療機関や高齢者福祉機関では慢性的な就労

者不足が生じていると考えています。 

この村の現状について、民間、行政を問わず村

長の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

猿払村の基幹産業であるこのホタテ漁業を補完

する役割であります、水産加工業における就労者

不足につきましては、現在、外国人研修生や実習

生に頼らざるを得ないという状況であります。た

いへん深刻な問題であるというふうに私としても

捉えているところでございます。雇用者の確保に

つきましては、各事業所での対応にお任せしてお

りますが、村としましても特区制度の見直しなど

大きな括りの中で関係機関とともに、国への要請

を継続的に行っております。 

この特区制度につきましては、全道でもいち早

くあの本村は水産業の部分についても特区制度の

認定をいただきながら進めております。また、こ

の３年間という特区の括りの中で現在これを期間

延長の５年間という形の中で、国のほうにもきち

っと要請をしているところでございます。 

また、行政部門における専門職種の確保に関し

ましては、医師をはじめとする医療資格職員全般

については、その確保が難しいものと感じており

ますけれども、現在、医師の部分については何と

か目途が立っている状況でございます。また、特

に看護師は出入りが多い職種でありますことから、

以前から病院のホームページで募集を継続してお

りますけれども、村外からの問い合わせはあるも

ののなかなか採用までには至っていないというの

が現状でございます。また、小規模多機能型居宅

介護施設・地域交流施設の楽楽心につきましては、

１０月のオープンに向けて介護職員や調理員等の

募集を計画的に現在進めているところでございま

す。専門職の確保策にこれまで十分ということで

はございませんが、専門職種の確保に関しまして

は医療等職員修学資金貸付制度の積極的なＰＲや

継続的な道内外の学校訪問等を行うなど、鋭意努

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のおっしゃる

とおりに、特にここ数年ではなく昔からですよね。

水産加工業の人手不足は非常に深刻な問題だ、問

題だと言われ続けて、今まで民間においても行政

においてもなかなか施策が打てなかった事例だと

考えます。 

先ほど一次産業が堅実な維持によりと私もお話

しましたが、決して一次産業が堅実かなと考える

と、人手不足の面からいくと漁業という面では人

手不足は生じていないという認識ですけど、水産

業全体を見るともう人手不足まっただ中、また酪

農業においても話を聞く限りやはり人手不足は否

めないということでございます。 

今、実習生や派遣をなくしてはうちの村の水産

加工業は動かない現状じゃないのかなと、先日も

ある水産加工業関係者の方とお話ししましたが、

いろんなところで機械も開発されて機械の導入も

考えなきゃいけないなということもお話をしてお

りましたが、やはり村が維持していくっていうこ

とは、やはりここに人間が住んでいる、やっぱり

人口減少に歯止めをかけなければ村の繁栄、村の
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継続、維持もないと考えます。機械化して効率が

上がって、水産加工業の人手不足が解消された。

それはそれでよろしいんでしょうけど、やはりあ

の実習生や派遣に頼るような企業運営よりは、や

はり先ほどの質問にも絡みますが、何とか猿払村

に人口を増やす移住定住のあのアンケートの中で

も、ちょっと言い忘れてたんですけど、２年前ま

では自然が豊かだとか自然環境が良いとかってい

う目的が１位だったそうです。それが今２０１６

年のアンケートでは、就労がしっかりしているこ

と、就労機関があること、その場で移住して働け

ることというのがアンケートの１位になったとい

うアンケート結果もあります。 

今、特区制度を考える、その他のことを考える

という村長のご答弁ありましたけど、やはり他地

域からここから出て行った大学生の就労の助成金

とかもういろいろ施策として考えていただいては

おりますが、何とかですね近いうちに派遣だとか

に頼らないような形での施策が、行政ともに必要

と考えますが、その点についてお答えをいただき

たいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私はあの議員さんの

質問内容ですけれども、そのとおりだと思います。

あの生産効率を一次産業、水産業ですけども人が

いなくなって生産効率を考えると、やはり人がい

ないということになれば、機械からどんどんどん

どん進めてって生産を上げていく、それが経済効

果にも繋がるという形の中では大事なんでしょう

けども、ただ、やはり今議員さんおっしゃられた

とおり、機械化をしてって人がいなくなればそれ

で良いのかという部分にはやっぱりちょっと直結

しないと、人がいて、そして生産の向上という部

分の中で、その補助として雇用者の補助として機

械化がどんどん進んでいくというところについて

は、やはり両輪で進んでいかなければならないん

だろうなというふうに考えております。 

ただ、現状としてやはり加工の女工さんとかそ

ういう方々がだんだんだんだん高齢化してきて、

若い人方がなかなかそう入ってきてくれないとい

う現状も過去からずっとあります。その中で移住

者も含めながらですね、先ほども話しましたけれ

ども、現実にこういう就労場所があって、こうい

う賃金体系があって、こういうサービスがあって

っていうことをきちっとやっぱり口頭ではなくて

ペーパーとかパンフレットにした中で、いろんな

形で情報発信するのも一つの手法だろうと、今回

の移住フェアに行く時もやはりある程度の村に住

んでもらうためのシュミレーションというか、そ

ういうのを思い描いていただけるようなパンフレ

ットをきちっと配付をしていく。それも全国発信

をしていくというところが大事なんだろうなとい

うふうに思っております。 

できればあの本当に高齢者シルバー世代だけで

はなくて、若い人方がこう来ていただいてうちの

ほうの産業衰退しないような形でやっていける、

正直これといって今のところは手段はありません。

根気強くですね、地元の子ども達も地元で就労を

してもらう、また、都会の人方から猿払村に移住

定住を含めながらですね、この基幹産業を支えて

もらえるような方向性を考えていかなければなら

ないというふうに考えております。このままいき

ますと、やっぱり猿払村は水産業、酪農業が良い

と言いながらもやはり担い手がいないというとこ

ろは危惧されるところでございますし、その部分

で生産能力、経済が衰退していくというところに

結びつきますので、即急な対応策は持ち合わせて

おりませんけれども、着実にですね、きちっと一

歩ずつやっていければいいなというふうに考えて

おります。非常に急がれる問題がございます。そ

の部分で合計特殊出生率も良いという状況の中で、

なんとかこう残ってもらえるような施策、新たな

施策ってことを皆で考えていかなきゃならないだ

ろうなというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のおっしゃる

とおり一朝一夕でいくような問題でもないですし、

早急に解決するような問題ではないと考えますが、

ただ民間の企業は民間だけで考えて企業努力にお
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いて人を集めましょう、行政は行政で大学を回っ

てますよ、各医療機関回って集めますよというの

もそれはそれでよろしいんでしょうけど、やっぱ

りもうそろそろチームを組む時期かなというふう

に考えます。 

村長も東京出張等行った折に、コンビニに行っ

てもほとんどが、あの大都会でさえ外国の方々が

働いている、飲食店に行ってもアジア系の顔で日

本人の方かなと思えば、やはり外国の方だったり

というのはやはり首都圏でも現実です。 

そういう面も踏まえながらこの猿払村でその生

産人口の方々を増やすということは非常に難しい

というのは私も自負してます。そこでまず民間企

業だとかですね行政機関が一緒となってですね、

今、省庁はちょっと忘れたんですけど、北海道で

はワーキングホリデーという制度、ワーホリ北海

道という制度で期間の良い時だけ、それと、繁忙

期だけ本州の方々だとか首都圏の方々から働きま

せんかっていう施策を行ってます。これは行政と

民間の業者が一緒になって、近いところでは剣淵

町の農家さんだったり、鷹栖町の農家さんだった

り、ほか上富良野だとか約２０社ほどそういうの

も情報収集していただいて、地元の企業さんに情

報提供するっていうのも一つの案なんではないか

と考えます。 

２番目の質問ですが、先ほど言ったとおりもう

民間とか商工会でとか行政だけにおいて動くので

はなくですね、就労者不足はもう現実的にここに

きてるんで、これからの猿払村においても非常に

懸念される重要な課題と考えてますので、一般企

業、民間、商工会、自治体、行政というバラバラ

な形で動くのではなくてですね、猿払村がひとつ

になって官民一体でプロジェクトチーム等を作っ

てですね、早急にこの対策を練らなければ本当に

先ほど言ったとおり一朝一夕できるような施策で

もないですし、すぐそれが動いたからといって来

年の４月から人、５人も１０人もこの村に来てく

れるってことは考えにくいので、地道な対策を練

りながらですね対処策を実行できるように体制づ

くりが必要と考えますが、その計画とその実効性

についてお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前段で、私も東京出

張する時にたまにコンビニに寄ったりしますけれ

ども、コンビニの張り紙見るとですね、時給   

１４００円とか１５００円なんですよね。都会の

方々というのはたぶん支出も多いから、それだけ

収入もたくさんもらわないと生活はしていけない

んでしょうけども、うちの時給とちょっと計算し

た時に、都会でこんなに１４００円、１５００円

もらってて本当に田舎に来てくれ来てくれって、

僕もシュミレーション作った時に来てもらえるも

のなんだろうか、そのためにはやはり田舎は所得

は少ないけども、収入は少ないけども支出も少な

いというメリットもありますから、そういうこと

も含めながら今後パンフレットを作りながらです

ね、情報発信をしていきたいなというふうに考え

ております。 

それでは答弁をさせていただきたいと思います。 

まず就労者の対策につきましては、すでにあの

商工会もしくは関係団体との間で協議組織を立ち

上げる準備を現在進めております。体制づくりや

今後の取り組みに関しまして、定期的な意見交換

の場を持ちたいというふうに考えております。行

政のほうもですね、横断的にですね職員を出して

ですね、また、関係団体の方と就労者対策、また

移住政策につきまして包括的な形で検討させてい

ただきたいというふうに思っております。 

また、今月末ですね、ある団体の役員会がある

というようなお話も聞いておりますので、それが

終わり次第ですねそちらのほうとですね、行政の

ほうときちっと相談させていただいて、来月から

第１回目の協議会を進められるかどうかというこ

とも含めて早急に担当のほうに話をしております

ので、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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１項目についても

２項目についても、やっぱりあの移住定住だとか
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人口増だとか絡む質問で、村長おっしゃるとおり

先ほど時給の話もありましたが、お金だけ時給だ

け上がれば人が来るというもんでもないですし、

やはりここに猿払村に住むとなれば、トータル的

なサポート、お金の問題、医療の問題、教育の問

題、住居、その他もろもろの環境があると思うん

で、やはり横断的な施策が必要と考えます。 

あの団体の総会、会議が終わった後にというこ

となんで早急なチーム、一つ目の会議を持つだけ

でも私はチームを作って、実際動くというんでは

なくて、お互い実際、噂では私も水産加工業が人

材不足だ、女工さんの不足だとか聞きますが、実

際本当にどのくらい不足してるのかというのはた

ぶん行政側でも実測を計ってないと思いますので、

その情報を共有するだけでも一つ目のスタートか

なと考えますので、ぜひそのようなプロジェクト

チームの立ち上げに向かってですね前向きな施策

を希望して質問を終わります。 


