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平成２９年 第３回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成２９年９月１３日（水曜日）第１号 

 

◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第５、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。 

それでは通告に基づき質問をさせていただきま

す。 

まず一つ目に、村の観光振興についてお伺いい

たします。 

近年国内はもとより、北海道でも目まぐるしく

進展している観光関連事業ですが、各自治体は現

在、躍起になって観光関連事業を展開しようとし

ています。特に本村を含む道北圏域では、同じ北

海道内でも観光振興は数年遅れをとっているのが

現状であります。 

平成２９年度村政執行方針の中でも述べている

「観光資源の創出及び観光人材育成への着手」に

ついては、人材不足等の影響もあり計画が進展し

づらいのが現状と考えます。この状況を改善する

ための施策として、専門知識を有した人材を外部

から受け入れるのも検討課題ではありますが、過

去にもアドバイザーやコンサルタントを受け入れ

た実例があり、結果として大きな成果はなかった

と認識しています。外部からの意見や知識も重要

でありますが、積極的に女性やシニアの方々にも

観光関連事業に関わりを持っていただくことで郷

土愛を持った観光振興が進められると考えます。

また、それが観光資源の創出にも発展し、官民一

体となった事業展開が実施され、さらに雇用の促

進や健康維持の観点からも検討するべきと考えま

す。また、観光振興には関連団体が中核となり重

要な役割を果たしています。 

今後予想される人材不足にも対処しなければな

らないと考えますが、村としての見解をお聞きし

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。 

観光資源の創出の取り組みとしましては、村の

歴史に関する説明や案内に関する配布物の作成及

び道の駅への掲示を考えており、現在、猿払村の

魅力をＰＲするべく目下資料を作成しているとこ

ろでございます。 

また、観光人材育成につきましては、観光協会

において本年職員１名を新規採用したところであ

り、観光客に対する接遇などを学んでいる最中で

ございます。 

しかしながら、人材育成は時間がかかることも

事実でありますので、議員のご質問にもございま

す、女性やシニア層の方々に観光案内人となって

いただけるようなシステムの構築も考えていく必

要があるというふうに考えております。 

また、関連団体からも意見をお聞きしながら前

向きに取り組んでいきたいと考えておりますし、

近隣市町で取り組んでいるような観光マイスター

だとかそういう部分につきましても、今後検討し

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まず、なぜ今日私が

この一般質問をしたかといいますと、本村は皆さ

んご存知のように漁業そして酪農の一次産業の村

です。それがあたり前のことになっておりますが、

その一次産業は私も漁業者ではありますが、決し

て安定しているとは言えないのが現状です。住民

の生活基盤を守りサービスを提供していくという

のは、これは役場として自治体としての責務です

が、主要産業がもし万が一落ち込んだ時に、ほか
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の産業が補えるような基盤整備を構築していかな

ければならないと考えています。 

また、世界最大の産業というのは観光と聞いて

おります。ちなみに、これはちなみにですが、外

国人が年々増えてきておりますが、この外国人の

観光人口というのは２０１４年、この時には  

１３００万人と聞いております。今後迎える  

２０２０年、東京オリンピック・パラリンピック

の年でありますが、この時には２０００万人とな

りピークに達すると予想されております。もちろ

んこれは首都圏だけの話ではなく、日本国全体の

話でありますので、最近、車を運転していて国道

なんか走っていますと、サイクリングをしている

カップルみたいな人がいましてね、よく見ると外

国人なんですね。結構最近そういう人をね見かけ

るんですよね。というのは、やっぱりこういう所

にもそういうものがどんどん浸透と言うのもおか

しいですけども、それだけ人口が増えてきている

と思っております。 

それから観光というのは、これも以前の一般質

問でも申し上げましたが、今まではツアーで３０

人、４０人とほかの地区から来てガイドがついて

決まった所を巡って行くというのはこれあたり前

のことです。今でもそれは続いているようですけ

ども、今後、例えばリタイアした定年になった夫

婦がキャンピングカーを借りたり買ったり、また、

レンタカーを使って自由に移動して歩くというの

がどんどんどんどん増えてきている、これはもう

本村でもそうです。道の駅の所にいますと夏にな

りますとね、レンタカーの数がものすごいんです

よね。というのは、やっぱりほかの地区から来た

人が飛行機なりなんなりを使ってここまで来て、

そして北海道の各地に飛行機で降りて、レンタカ

ーを借りて道内を巡って歩くんだろうなというふ

うに私は見ています。ということは、観光という

のはどんどんどんどん変化をしてきていると私は

思っています。今までのようなツアーを利用した

スポット的な観光というよりも、レンタカーなど

を借りて滞在交流型観光って国は言ってるようで

すけども、その地域の人々や文化に触れて滞在を

しながら巡って歩くというのが、これ今現在主流

になってきていると聞いております。そういった

ことも含めて、これから観光というものを根本的

に見直していかなければならない時期にきている

のではないのかと考えています。 

また、今村長が答弁で言ったように、今後考え

ると言ってますけども、これ考えてすぐできるも

のではないです。最低でも２年、３年かかるんじ

ゃないですか。それができあがるっていう前に、

その時にそれを補っていく人材っていうものが今

現在この村にいるのかと。じゃあ募集をしてね、

ほかの事業のようにほかから募集しますと。今年

ね供用開始する小規模多機能の施設がありますね。

あそこに勤める方たちというのは、言ってみれば

村が運営するわけですから、公務員として来るわ

けですよね。そういう方はたぶん受け入れやすい

と思うんですよ。ところがそうじゃない場合、一

般の人がこの村に来て観光を手伝ってくださいと

言われた時にね、果たして来るのかと、これはも

ちろん来ないとは言えませんけど疑問符ができる

んですね。 

そういった時にせっかくいるシニア世代、今ど

んどん増えてきてますよね。そういう人たちの手

伝いをもらったり、あとは時間のある女性の方た

ちが１日に２時間、３時間手伝っていただけるよ

うなものを構築していくことによって、本当にこ

の村が一体となってその事業を展開しているんだ

というものを見せていけると。 

それから先ほど言ったように滞在型ですから、

その地域に住んでいる人たちが交流をしていける

という場もつくっていかなければならないと、も

ちろんこれは全国的に見るともうそういうことに

取り組んでいる自治体がたくさんあります。それ

が今後どうなっていくかというのは、今後の推移

を見なければわからないことですけども、そうい

ったこともやっぱり考えていかなければならない

と。 

ただ観光、観光と言っても、ただお金を使って

公共事業を繰り返すだけではこれはもう同じこと

を繰り返すだけですので、また新たな視点で今の



- 3 - 

時代のニーズに合ったようなものに取り組んでい

かなければならないと思っています。そのために

は地域のシニア世代だとか女性だとか、もしかす

ると学生もいるかもしれない、その人たちをね育

てていかなければならない。ただやってください

と言ってもね、ただ来た人たちに５人来るんで村

の中を案内してくださいと、ガイドをしてくださ

いと言ってもそれができるもんではありませんよ

ね。それを指導する人材も必要ですし、そのガイ

ドとして育成していくことも必要だと思ってます。

そういったことも含めて、総合的に考えていかな

ければならないということです。 

ただ、それは先ほど言ったように今すぐできる

ことではないです。だけどこれからたぶんおそら

く観光というのは、そういうふうになっていくの

ではないですか。どこの自治体でもそれを、先進

的な地区という言い方は正しいかどうかわかりま

せんけども、取り組んでいかなければならないと

思っています。 

また、これは国の施策として観光ＭＢＡという

ものを聞いたことがある人がいるかどうかわかり

ませんけども、それを新設して観光立国へ向けた

人材育成・強化を図るというふうに国として方針

を述べています。名古屋大学ですか、専門職大の

新設をする計画があって、地方での観光資源開発

や観光業のリーダー育成を図るというふうに述べ

ています。これは８月下旬の答申で認可をされる

というふうに聞いておりますが、それが認可にな

ったかどうか私は確認していませんが、国として

もそっちのほうにもう目が向いているということ

ではないでしょうかね。 

ってことも含めて、観光というものをね見直し

ていただきたいと思っております。金を使えばい

いっていうものでもないですし、もちろんそれを

今私が言ったことをするにも、予算というものは

必ず必要です。しかし、その根本的な部分で観光

ってものを見直していかないと、これはたぶん今

後ね５年、１０年経った時にもう手遅れになって

しまうのではないかと私は考えております。 

観光というものは、これ以前も申しましたけど

文字どおりその地域のね光を見ることであって、

その貴重な人材というものも私は村の宝であって

光ではないかと。これが北海道に来て、その後じ

ゃあ九州に行った時にね、全然生活も違うですし、

習慣も違うですし、人間性も違うだろうし、その

地域の特性というものが住んでいる人たちの性格

にも表れているのではないかと私は思っています。 

いろんな部分で村としても事業を展開して交流を

図ってますけども、皆さん喜んでいますよね。村

長と会うだけでも喜ぶわけですから、この間もた

またま委員会の時にね、議長とここに居て受け入

れたツアーの人が来ましたけども、ここ見るだけ

で喜ぶんですよ。地元の議会に行って見るのとは

わけが違うと、そのぐらい違うわけですから、人

と人のつながりというものは幅広くもっていくよ

うな観光もこれから検討していかなければならな

いと思っています。 

その人材育成という部分でお聞きしますけども、

これ人を育てるという部分で指導者が必要ですよ

ね。その部分、ただ人を育てますと村長は言って

ますけど、どのような形でこれから人を育てると

いう部分で考えていくのか、この部分ちょっと難

しいかもしれませんけども、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

お答えをいたします。 

まず、他所から専門の観光に特化した人材につ

いて招聘もしくは登用していくという部分につい

ては、若干時間がかかるのかなというふうに思っ

ております。また、今提議されていた女性やシニ

ア層、それから今子どもたち、中学生なんかが札

幌なんかに行って猿払村のＰＲをしていただいて

おります。そういうところも含めながら人材の掘

り起こしをまずしていく、そういう形でそういう

方々にどういうことをやっていただくかというこ

とも含めてですね、これから来年度、再来年度に

向けてですねどういう形でやっていけるかという

ところも今後、観光係、企画政策課になりますけ

ども観光も含めながらですね、関連団体ときちっ
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と話をしながらやっていきたいというふうに思っ

ております。 

また、施設整備に関しましては、インバウンド

のお客さん方を受け入れるような看板等も含めて

ですね、まだなっておりませんのでそういうとこ

ろも加味しながら、今後インバウンドのお客様が

猿払村にお越しいただけるような環境整備も含め

て、人材的なことも含めてですねやっていけるか

というところについては、早急に手当てをしてま

いりたいというふうに考えております。 

ただ、議員のご質問のとおり人材育成の部分に

ついて具体的な提案という部分については、今の

ところ案は持ち合わせておりませんけれども、早

急に皆様方と協議をしながら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）：早急に検討するとい

う答弁でしたが、人材を今後育成していくという

部分でお聞きしますけども、何をするにもその拠

点というものが必要ですよね。たぶん頭の中にあ

るのは今の公園の中にある道の駅ですか、あの辺

まあ観光協会が入ってますけども、あの辺を拠点

にして人材育成も含めたそのシニアだとか女性だ

とか学生、若い人たちを育てていくという言い方

はちょっとね強制的でありますけども、手伝って

いただきながら猿払の歴史を学んでもらったり、

いろんなことを学んでもらって育成をしていくと

いうことを考えているのではないかと思っていま

すけども、例えば拠点づくりを考えた時に、今の

道の駅の中で何をするのかということを考えてい

かなければならない。何も無いわけですから今ま

で、今までやったことの無いことをするわけです

からこれはもちろん勇気がいることだろうと思う

し、試行錯誤の繰り返しになると思いますけど、

それをたぶんねほかの自治体もこれからどんどん

どんどんやっていくことだと思っています。とい

うか、もうやっているという自治体もあるわけで

すから実際ね。 

今まで経験したことの無いことをするものを人

材を育成していくという部分でね、拠点づくりと

いう部分で、じゃああの施設の中で誰が指導する

のか、じゃあ観光協会の人が指導するのかといっ

た時にどうですか、現状として考えた場合にどっ

からどう見てもね、これは人手不足としか言いよ

うがないんですね。人材不足というか、これは役

場庁舎の中でも言えるかもしれませんけど、どこ

の事業体でもそうです。人手がいなくて困ってい

ると、例えば水産加工場一つにしたって猿払村の

中だけでもまだまだ１００人くらいは必要だと言

われている中でね、拠点をつくってそこでやって

いく時に、観光協会も含めてですよ、体制強化と

いうものをこれから考えていかなければならない、

これはあとからの質問でも出てきますけどもそう

いった部分も実際に今から、もう本当に今から総

合的に考えていかなかったら、ただやりますと言

ったって、これは言ったもん勝ちみたいになっち

ゃうんでね。言っただけで何も進まないというわ

けですから、細かいところまでやっぱり考えてい

かなかったら現実としてね、できていかないんじ

ゃないかと。 

そういうものが事業としてね今まであったわけ

ですけども、一番最初に私が今この質問の中で言

った、一次産業を守っていくんではないです。住

民を守っていくというかね、台風の一つ、二つで

簡単に資源が流出してしまうというような状況で

すよ。今の気候変動もあるかもしれません。最近

なんかすごいですよね、来る低気圧も大きくなっ

てきてるだろうし、気候変動っていうんですか、

今まで我々が経験したことのないような気候がど

んどんこの北海道に関してもなってきてるわけで

すよ。自然を相手にしている一次産業として、も

しそうなった時に産業は独自の努力で何とかして

いかなきゃならないですけども、ほかの住民とい

うのは生活の基盤というものがありますね。 

今この仮にですよ、仮に漁業が落ち込んだ時に、

税収はがくんと減るわけですよね。その時に今の

ままの住民サービスができていけるのかという部

分が、私はこの質問の根本にあるわけですよ。  

ただ観光、観光言ってるわけじゃないです。観光
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がいいから、観光がいいからっていうんじゃなく

て今すぐ取り組める事業として、現在ね何年も、

どんどん本村の観光事業も変わってきてますよね。

この５年、１０年の間で。その波に乗ってきてい

る事業をもっともっと進めていこうという部分で、

私はいろんな角度から質問をしているわけであっ

て、根本にあるのは今の猿払村に住んでいる住民

の方を、万が一の時のことを考えて守っていくと

いう部分があるわけですよ。それも含めて、私は

今この観光というものを取り上げているわけです。 

その辺を含めて、村長としてそこまで考えて取

り組んでいく気概というんですかね、心意気があ

るのかと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）：当然、シニア層や女

性層の掘り起こしをまずやっていくという部分に

ついては、当然募集をかけたりしてお手伝いをし

ていただけるという方々については、観光等また

いろんな形で勉強をしていただかなければならな

い、当然そういう勉強をするにあたっては地元の

人方の講義ですとか、それから観光に特化した人

方の講師をお招きをして、勉強をしてもらうとか

そういう形をまず順次やっていかなきゃならない

と思っています。そういう分では担当課もしくは

我々のほうできちっとプロセスをつくった中で、

その観光振興を進めていく中で一次産業のほうに

もどういう波及効果があるのかということも、こ

れは検証していかなきゃならないと思っています。

ですからそのプロセスを、要するに原義をつくっ

てきちっと進めていくという状況の中で、今後は

取り組んでいきたいと。 

その中で議員おっしゃるとおり一次産業がもし、

いろんな形で駄目になった場合については、観光

振興の中でどのくらいの村民が生活を維持できる

かという形の中で、それは我々も日々考えている

ところでございます。一次産業に頼るばかりでは

なくて、第三、第四の地域産業の創出を目指して

いかなきゃならないというところで、今我々も取

り組んでいる状況でございますので、そういうこ

ともご理解いただきながらですね、今後この観光

についてどういうプロセスでやっていくのかとい

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の答弁の中でしっ

かりと基盤をつくっていかなければならないとお

っしゃいましたけど、もちろんそうです。今の一

次産業が落ち込んだ時に、じゃあ観光業でどれだ

け補えるのかという部分ですよね。実際に今観光

に携わってる事業者というのがどのくらいいるの

か、言ってみれば本当に指折りですよ。本来であ

ればもっともっといなきゃならない事業者であり

ますけども、昔からの経緯をいろいろ私もお聞き

しましたけども、いろんなことが切磋琢磨あって

今の段階になっているというのは理解しておりま

す。ただし、それで良いのかという部分に関して

言いますと、これは全然良くないですよね。本来

であれば、もっともっとその事業者というものを

掘り起こしていかなければならない、そのための

準備期間という言い方も準備はすでに終わってい

なきゃならないんですけども、いろんなことをね 

本当に考えていかないと、その事業者が観光とし

て生計していけるのかという部分を考えた時にね、

これ難しい、今の現状ではたぶん無理でしょう。

通年でね観光が賑わっているわけではないですか

ら、特にこの道北地区に関しては、冬というのは

閑散としているわけですよね。夏の間にねそれだ

けのものを得ることができるのかと考えた場合に、

たぶんほとんどの人が無理だと言うと思うんです

よ。 

ただ、じゃあやらないのかといった時に、夏は

観光、冬はほかの事業でも良いですよ。いろんな

ことを考えながら、いろんなことやってみたい人

は住民の中にいるんですよ、口に出さないだけで

あってね。個人的に話をすると面白そうだと、夏

だけでも良いからやってみたいという人がいるん

ですよ。もしですよ、もしそういう人たちに事業

が進んでいけるようなね施策を村で打ち出してい

けるんだったら、やってみた時にそこに雇用する
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人も生まれるだろうし、いろんな変化が生まれて

くると思うんですよね。だから住民の意見をきち

んと吸い上げた中で事業を進めていかなければね、

これただ村がやります、やりますと言ったって村

の住民の意思とは反しているものをやってもどう

しようもないわけですから、実際に私も何人かの

人に、昔やろうとしたんだけどなっていう人もい

ます。ただ、やっぱり夢を捨てきれない人も中に

はいるわけですから、掘り起こしってものをね村

としてもやっていかなければならないだろうと思

っております。 

総合的にすべてを含めた、その観光の中にその

いろんなものが詰まってるわけですから、ただ観

光と一言で言ってもこれだけのことをしなければ

ならないというふうに思ってます。その辺も含め

て村長は先ほど検討しますと言いましたんでね、

これ時間はかければかけるだけ、やる気のある人

もやる気が失せていくと、過去にもそういうこと

ありましたよね。ですからアクションは早いほう

が良いのでやっていただきたいと。 

それからこの質問の最後になりますけど、先ほ

ど村長が言ったインバウンドの施策につきまして

も看板等の設置って言いましたけど、これだって

いつやるのかと、来年度すぐできるのかという部

分も含めてね、今すぐにでも検討していかなけれ

ばならないことだと思いますし、やれることはい

くらでもあるわけですから、ぜひ検討すると言っ

た以上は検討していただきたいと思います。この

辺に答弁はいりません。 

次の質問に移りたいと思います。 

地域ブランドについてお伺いします。 

２９年度村政執行方針の中で、地域ブランドに

ついて「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」と述べていますが、今年度の商

品開発で一品目の新商品が畜産振興公社で生産販

売が開始されました。しかし、生産個数にも限界

があり品薄状態になり得る可能性が懸念される状

況であります。今後、生産体制の安定を図る計画

があるのか、また新たな商品開発に着手する計画

の有無、さらに安定生産には人材の確保も不可欠

と考えますが、人材育成を含めた体制強化の計画

があるのかお聞きします。 

○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。 

地域ブランドの確立につきましては、安定した

供給を行う生産体制が必要でありますことから、

商品製造における推進体制は、現在、畜産振興公

社職員並びに地場産品開発係で協働した体制が構

築されておりますが、今後も既存製品の品質安定、

新商品の開発を視野に入れた、製造経験のある職

員の採用を検討しつつ、あわせて民間事業者のノ

ウハウを取り入れた職員育成に努めて生産体制の

強化、安定に努めてまいりたいと思います。 

また、新商品開発につきましては、前の定例会

の時に１０年で５品目の目標設定とご答弁させて

いただきました。現在も試作品の製造を行ってお

りますし、来年度以降も既存製品のブラッシュア

ップとあわせ、新商品開発については、挑戦をし

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まず人材の確保とい

う部分で、今現在進行中であるというふうに思い

ますけども、あそこは特殊ですよね、畜産振興公

社というのは。ただ働く人もいれば、技術者も中

にいるわけですよね。それも含めてね、今検討中

であるというのは、ただ職員を募集するという部

分なのか、それとも技術的にいろいろなノウハウ

を持っている方を選定しようとしてるのかという

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）：今は技術者の取得に

向けてやっております。一度だけお会いしました

けれども、その方について今後どういう検討をし

ていってもらえるかという形の中で、一応お話を

させていただいております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：技術者の方が今後、
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実際に猿払に来ていただいて勤めていただけると

いうのはこれからのことになると思いますけども、

本当にもちろん一般の従業員の方も必要ですけど

も、技術者というものが本当に足りないと。今あ

そこに１名の方ですか、技術者の方がおりますけ

どもね、あそこに勤めている方に聞きますと、本

当に助かると。いろんなノウハウも知ってるだろ

うし、製品開発にも携わってもらえるというふう

なことを聞いています。 

その辺は今後の推移を見守っていきたいと思い

ますけども、質問の中にありましたけど今年度、

実際に塩バターですか、できましたよね。完成し

てどんどん需要が結構あるようなお話を聞いてま

すけども、これこの間ちょっと聞いた話ですけど、

あの塩バターがどうして生まれたのかという部分

で、突然塩バターって出てきたわけではないです

よね。誰かが何かを言ったから塩バターになった

わけであってね、そのなんかマスコミで騒いだわ

けでもないだろうし、突然なんか塩バターって出

てきたんですよね。 

というのは、今おもてなしツアーだとか移住定

住ツアーに来た方が猿払を好きになってくれてね、

その方がなんか塩バターがあったら良いですねっ

ていう一言から始まったっていう、ちょっとこれ

確認は取れてませんけど、本人に聞いた話です。

言った本人が言ってました。私たちが提案した物

をつくっていただきましてありがとうございます

と言われたことがあるんですけども、本当になん

かその小さいことでね、それは技術者が突然塩バ

ターって言ったわけじゃなくて、本当に猿払住民

以外の方が提案したことが現実にこう品物になっ

たと、どんどんどんどん需要が増えてきてるって

聞いてます。 

そういうことも含めてね、技術者の方も当然こ

れは必要ですし、ほかの人の意見というのをどん

どん聞いて、住民だってねいろんなことを考えて

いると思うんですよ。畜産振興公社に１週間に１

回ですか、２回ですかわかりませんけども、ソー

セージとかハムとかベーコンとか作りに来てる方

いますよね、グループでね。あの方たちだってね、

なんか商品ありませんかって言ったらもしかする

とね、こんなの簡単にできますよみたいなこと言

ってくるかもしれないですよね。もちろんあそこ

にそれだけの生産能力があるのかということは別

にしても、商品開発という部分だけを考えてみれ

ばそういうことも必要ではないかというふうに思

ってます。 

また、あそこは今何人ですか、本当に少ない人

数で製造やってますよね。あの体制で仮に来年度

一人の方が技術者として来てくれたとしても、そ

れで十分な体制を取っていけるのかという部分で

ね、もうこれ計算できていると思うんですよ。今

後、需用がどんどん増えていかなければならない

わけですから、まだまだ人手不足というのは解消

されないのではないかと思いますけども、その辺

の認識というものがあるのかどうかお聞きしたい

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

にお答えをさせていただきたいと思います。 

先ほど村長が言ったように、技術者の部分につ

いてはですね、今現状２名の技術者がいるわけで

すけど、今あそこで実習をやっている実は村民の

方、いわゆるベーコンを作ったり、いろいろな実

習も含めてやっている経過がございます。今後ど

うしようかということを考えた時に、いわゆる実

習を含めてですね、村民の方にやっぱり夢や生き

がいや希望を与えるというところでいくと、ベー

コン事業とかですねやはり肉製品とか、そういう

将来へ向かってのいろんな六次産品をつくるとい

うところも含めてですね、現状今１名の方に打診

をしている状態ではございますけども、最終的に

は人間がやはり作るわけでありまして、今現状で

は製品を作る段階ではですね、人手という不足に

ついては認識をしておりますけども、これについ

てはやはり施設の規模もあわせて、いわゆる本当

にその今塩バターの形も言われておりますけども、

現状の消費期限、今作った形の中では４カ月程度

です。これをですね今現状、例えば１年まで今冷

蔵品ですけども冷凍をしながらですね、１年まで
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延ばすとかそういうソフト面の試作試験をですね

今現状やってるわけでございまして、販路も含め

ていろいろな製造の保管方法、あるいはその辺を

含めてソフト的にもう少し研究をしながら、何が

一番、本当に施設を拡大することが良いことなの

か、人間が足りなくてその分増やしたほうが良い

のか、保存の方法によっては人員がこの程度で良

いのかというところも含めて、もう少し検証させ

ていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今副村長のほうから

施設の部分で拡大したほうが良いのか、それとも

現状のままでやっていったほうが良いのかという

部分もありますけども、次の質問にその部分も関

連してますんで、次の質問にいきたいと思います。 

特産品というものはその地域を代表する商品で

あり、地域の特徴を表すものであります。開発す

るには研究推進を図る必要があり、そのための人

材確保も必要であります。また、販売するには安

定生産が絶対条件であり、設備投資も検討しなけ

ればならないと考えます。同時に販路の確保も必

要であり、開発・生産・販売までを含めた体制の

実施計画を熟考しなければなりません。 

特産品の開発について執行方針の中で述べてい

ますが、方針に変わりはないのかお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今のご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

今年度掲げました執行方針に変わりはございま

せんが、議員のおっしゃるとおり開発・生産・販

売までを含めたトータルで考えていかなければ、

特産品開発は成功しないというふうに思っており

ます。 

このことから、誰が、どのような商品を、どれ

だけ、いつ必要としているのかといったようなリ

サーチ活動や各バイヤーへの積極的な営業展開を

行う中で、様々な情報を収集し、様々な条件に対

応できるか否かを判断していかなければならず、

そのためには執行方針で掲げた手法を継続してい

くべきであると考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：特産品というからに

は、商品需要に対して安定的に供給されなければ

ならないですよね。 

ちなみにですけども、国が認定する特産品って

ものがあります。国が知的財産権を認めるという

部分ですけども、地域団体商標制度ですか、この

部分で実際は５３．４％しか認定されないと、そ

れだけ厳しい審査があって、初めて国の認定を受

けて本物の特産品と言われるそうであります。そ

の特産品っていうものの例えば、今現在あるもの

は漁組さんで販売している干し貝柱だとかああい

うものは猿払村の特産品と言ってもいいのではな

いか、あそこまでいくと本当に特産品であると言

えると思いますけども、あれに類似したというか

同じような知名度のあるものを今後、猿払村で開

発していくというふうに執行方針の中で述べてい

るわけですよ。 

先ほど副村長が言った、施設を大きくしたほう

が良いのか、今のままでいったほうが良いのか、

施設の部分で答弁ありましたけど、今の施設を大

きくできないのであれば、これは当然、安定生産

するには機械化するしかないわけですよね、設備

投資をして。その部分を含めて、あの中でその設

備投資を今後行っていくのか、それとも根本的な

ものの考え方をして何年先になるかわかりません

けどもね、新たにちゃんとした施設を今後建設し

ていくのかという部分は、頭の中にあると思うん

ですけども、その辺のこと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）：先ほど申し上げま

したけども、設備の部分の投資については、なか

なか今現状ですぐにということにはならないとい

うふうに認識をしております。 

ただし、先ほど申し上げましたけども、例えば

ソフト面、いわゆる製造期限、いろんなものを試

してそれに基づいて、当然販路も出てくると思い
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ます。その試験結果に基づいていろんな販路を拡

大して、最終的に需要がものすごく延びてくる場

合については、ハードのほうに手をつけていかな

ければいけないというふうに認識はしております。 

ただし、今現状では試験をですねやはりデータ

を取るには１年ぐらいの時間が要するというふう

になっておりますので、その部分のデータが出て

から、検討をし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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：その消費期限の部分

うんぬんという部分で、もう少し消費期限を延ば

したいという答弁でしたけども、それはもちろん

今ある現状の、先ほど言った塩バターですか、そ

の部分の話だと思いますけど、もちろんそれは当

然のことだと思います。 

ただし、これから開発しようとしている新製品

っていう部分をもし、もしじゃないな、さっき村

長も答弁したとおり開発しますと言ったわけです

から、考えてそこをまた同時に販路を模索してい

きながら、いろいろな部分を含めてね開発と生産

と販売というものをトータルに考えていかなけれ

ば、何もできないですね。製品は開発しました、

でも販路はありません、販路はありますけども製

品がありませんという部分はこれ許されないわけ

でありましてね。 

特産品というものはそれだけハードルが高いと

いう部分も含めて、それだけお墨付きをもらえる

という部分だと思ってます。国の認定を受けるま

でに当然これ特産品という部分を目指すわけです

けども、その中で先ほど言ったように認めてもら

えない商品もあれば、これはオーケーだと認定を

受ける商品もあるわけですよね。簡単に特産品っ

て言いますけど、ものすごくハードルが高い部分

なんですよね。 

ですからその辺も含めてね、先ほどの質問にも

ありましたけども、トータルにこれ同時進行して

いかなければならない部分だと思いますのでね、

今後しっかりと熟考しながら検討していただきた

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。 

地域ブランドの開発は、独自の開発であれば早

期開発自体は可能でありますが、ニーズ調査や動

向の先取り等は単独では捉えきれないと考えます。 

執行方針の中でも「食品開発機関との連携強化」

と述べているように、専門機関と連携することで

ニーズ調査や動向の先取りが可能だと考えますが、

現状として専門機関との連携の実施は行われてい

るのか、また、今後計画されているのかお聞きし

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今のご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

このたび販売を開始しました「塩バター」また、

昨年より販売を開始しておりますチーズ製品「ホ

タコロ」につきましても、製品化にあたり関係機

関からのご意見を参考とさせていただいたところ

でございます。 

今後におきましても、来月に関係大学の方が畜

産振興公社へ訪れる予定となっておりますので、

現在販売している商品等に対するご意見をいただ

く機会を設けることとなっております。 

また、蛇足ではございますが、先ほど議員から

のご質問の中にありました、今回の塩バターの開

発の関係でございますけれども、今現在、移住定

住ハウスのほうに来ておられるご夫婦がたまたま

移住体験ツアーの中で本村にお越しいただいて、

猿払村をすごく気に入っていただいた中で、この

方については海外旅行も含めてですねいろんな所

に旅行されている方で、今海外のほうでは塩バタ

ー、岩塩を含めた塩バターがすごく流行している

んだということで、猿払村については非常に良い

牛乳があるのでぜひ作ってみてはどうかというよ

うなご意見をいただきました。 

また、過去の議員のご質問にありましたとおり、

最北の村と最南端の町や村と連携して何か事業が

できないかという形の中でご意見もいただきまし

たので、猿払村の牛乳とそれからこの塩バターを

作るにあたって、フランスだとかいろんな各地方
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の外国も含めて塩を取り寄せてですね、うちの牛

乳とコラボしながら塩バターの開発に至った経過

でございます。その中でストーリー性を持った中

で、最北の村の牛乳と最南端の沖縄のほうの村の

塩を使った中で今回の塩バターを開発させていた

だきました。そういうストーリー性を持った中で

今回売り込みも含めてですね、そういう形の中で

商品の開発に至ったという経緯でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今のお話の答弁の中

にストーリー性、容器を見てそれがわかるように

なっていましたっけ。なっていました、はい、い

いです。 

じゃあまず専門機関との連携という部分で、ま

あいろいろ村としても模索をしているようでござ

いますけども、これはお話を聞くだとかアドバイ

スを受けるという部分はもちろん当然あって然る

べきだと思いますけども、それをじゃあどういう

ふうに落とし込んでいくのかというか、生かして

いくのかという部分にまで考えているのか、ただ

話を聞いてああそうですか、そうですかっていう

んじゃなくてね、それをどのように落とし込んで

いくのかという部分も、これ考えていかなければ

ならないと思うんですよね。 

連携ということを考えた時にね、それも連携で

すけども商品はちゃんとできあがるまで連携して

いけるのか。大学の教授うんぬんと言いましたけ

ども、たぶんその教授はアドバイスをしただけで

あってね、ちゃんと最後まで面倒という言い方は

ちょっとおかしいですけど、してくれるのかとい

うことを考えた時にね、いろんなところの方のお

話を聞くというのは、当然これ必要なことですけ

ど、最後までちゃんと連携していけるのかという

部分で、お話を聞いただけで終わらないことを考

えていかなければならないと思うんですけども、

その辺のことは考えているんでしょうか。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）：今のご質問にお答

えをさせていただきたいと思います。 

来月ですね酪農学園の食品加工の専門的な教授

さんがこちらにお見えになって、いろいろな今の

チーズ、バターを含めた意見をいただくと、そこ

に技術者も含めていろんな意見交換をさせていた

だいて、最終的にきちっとしたブラッシュアップ

をかけていきたいというふうにも思っております

し、江別のほうの食品加工技術センターについて

は、いろんな技術指導あるいは製品の開発指導に

ついてはですね、この塩バターを含めチーズを開

発した時も含めてですね、いろんな技術助言もい

ただき、最終的に製品になるまでの力もお貸しい

ただいたと。今後についてもいろんな新製品がで

きる段階においては、ご尽力をいただけるという

ふうにお話をいただいておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の副村長の答弁の

中に、江別のこれ食加研ですよね。これ以前私も

食加研の話をしたことがあると思いますけど、そ

ういったことがほかにもたくさんあります。 

例えば、中小機構とかいうこれも独立行政法人

ですけども、全国展開しているものがあって、北

海道にも本部があるようですけどもいろんな組織

があって、そういう組織というのは独立行政法人

ですから最後まで面倒を見る仕組みにもなってる

んですよね。食加研ももちろんそうです。だから

そういうところと連携してしっかりとね、商品開

発をして恥ずかしくないものをつくっていただき

たいと。 

なおかつ、先ほどもちらっと言ってましたけど、

どこで、誰が、何を、どのように売るのかという

部分も含めてね、本当に今すぐにでもねこれ検討

していかなければものはできあがってこないと思

います。本気になってやっていってほしいなと思

いますけども、もちろんこれ猿払村には資源とい

うものが限られています。その限られた地域の資

源というものをどのようにこれ生かしていくのか

という部分も、今後考えていかなければならない
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と、掘り起こしてみなければわからない部分もあ

りますのでね、まだ資源として活用されていない

部分もたくさんあると思うんでね、それも含めて

食品ももちろんそうですけども、ほかの部分に関

しても地域資源の掘り起こしというものを今後と

も進めていただきたいと思っております。答弁は

いりません。 

では、最後の質問です。 

任期満了に伴う村政の総括についてお伺いしま

す。 

平成２５年１２月に村長に就任し、村政を担っ

てきましたが、在任期間も残すところわずかとな

り、この４年間の総括をお聞きします。 

○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いうふうに思いま

す。 

私の４年間の総括について、お答えをさせてい

ただきたいというふうに思います。 

私は「誰にでも やさしい まちづくり」を基本

に、「個性と活力に溢れる地域産業づくり」、「健や

かで夢や希望・生きがいをもって暮らせるまちづ

くり」、「行財政改革の継続」、「人を育み思いやり

の心を育てるまちづくり」、「安全・安心で住みや

すいまちづくり」、「人・もの・情報の行き交うま

ちづくり」の６点を村民の皆様にお訴えし、お約

束をしてまいりました。 

これらの実現に向け、役場内部の機構改革も行

いながら、一定の成果が得られたものと思ってお

ります。当然のことながら、私一人による成果で

はなく、副村長や教育長のサポートもいただきな

がら、村民の皆様をはじめ諸先輩方の助言、そし

て何より職員の頑張りに支えられてこられたもの

と思っております。 

この４年間、その時々の案件に対し、真摯に取

り組んできたつもりであります。議員の皆様から

も時には厳しいご指導もいただきましたが、自分

の進む道を大きく誤ることなく、今日に至ること

ができたものと改めて議員各位に感謝を申し上げ

る次第であります。 

また一方で、地方創生や人口減少問題など新た

な問題に直面しましたが、総合計画ともリンクさ

せ、猿払村の将来像を描きながら各種計画を策定

するなどして、猿払村の発展と立ち位置を明らか

にするための一歩を進められたものと思っており

ます。 

以上が、村民・議会・職員に支えられ、私が担

ってまいりました１期４年の総括のお答えとさせ

ていただきたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：一定の成果があった

もの、裏を返すと成果の出せなかったものも当然

気持ちの中にはあるのではないかと思っています

が、時代というのは目まぐるしく変わっているわ

けです。それに対応するようにしていっていただ

きたいと思いますけども、今の村長の答弁の中に、

はっきりとした答えはなかったんですけども、こ

れ在任期間もうあとわずかですね。ということは、

４年間の任期が終わるわけです、もう少しでね。

じゃあ次に、次の村長としてもう一度、この村政

を担う気があるのかという部分をはっきりとした

答えで、お答えいただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今のご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

任期満了後についてでありますが、多くの皆様

からの問い合わせや激励をいただく中、後援会か

らも次期の動静に対する強いご声援をいただいて

おりますので、自問自答した上で、来る１１月の

猿払村長選挙に立候補し、村民の皆様からその是

非の判断をいただくことを決意といたします。 

以上です。 


