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◎ 日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：７番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：３項目、５点につき

まして、質問をいたしたいと思います。 

８月１６日、日刊宗谷にＩｏＴ推進について、

経済産業省から猿払村が指定されたと、そういう

日刊宗谷の報道がありました。その後の社説の中

にもですね、中頓別町のぶどう栽培のこと、猿払

村が次の産業にいちごを取り入れたということで、

猿払と中頓別町が日刊宗谷の社説の中ではたいへ

ん賞賛をいただいております。 

しかし、そのような賞賛されることがですね、

なんか私だけが日刊宗谷の報道だけで知ったのか、

それとも庁内全体で決定されたことがこういうふ

うになられたのか、その庁舎内での経緯というの

はどういうふうに決定されたのだろうか、そんな

疑問を抱くようになりました。少なくともですね、

やはりこういう大きな事業、先ほどもこの議会の

事前に、初めてＩｏＴ推進ラボの事業の目的ある

いはこういう形でこの経済産業省に応募したんだ

というような説明がありましたけれども、まず庁

舎内でどのような議論があってどのように捉えて、

そしてその最終決定がなされて、経済産業省に応

募されたと思うんですけど、その詳細について経

緯をご説明いただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの野村議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

まず前段で、近年、各産業におきましてＩｏＴ

技術を活用して、革新的サービスの創出や効率性

の向上が図られております。また、全国的におき

ましても、地域課題の解決とともに地域の経済発

展を推進していくことが期待されております。 

村におきましても、漁業・酪農業の基幹産業の

さらなる発展のための基盤づくり、新産業の創出

など、行政報告でもさせていただきましたが、猿

払村ＩｏＴ推進ラボの取り組みを国へ提出し、選

定を受けたところでございます。 

ご質問の庁舎内での決定の経緯でございますが、

基幹産業を所管する産業課との協議を踏まえ、企

画政策課で原義を作成し、関係団体の意見をいた

だきながら計画を取りまとめたところでございま

す。この具体的な計画の実行につきましては、こ

れからとなりますが、詳細計画、事業費などが見

えてきた段階におきまして、事業所管課並びに庁

舎内事務事業評価委員会での評価にて、議論する

こととなっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今後庁舎内でやって

いくってことですか。今までは企画政策課だけで

決定して走られたということで、理解をして良い

んですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：質問にお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

当然いろんな事業を行う上では、所管課が主体

となっていろんな事業計画を策定していきます。

その段階で関係団体がその事業に関わってくるの

であれば、その関係機関もしくは関係課、所管と

のほうと協議は進めてまいります。 

事業一つにとって、この事業がすべて出発点か

ら職員全部が共有事項かという形につきましては、

なかなかそうはいかないという形の中で、ある一

定のたたき台ができた段階で職員全部が共有して

いきながら、事務事業評価を経て、進めていくと

いうような状況になっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：最初の説明のほうに

ですねスマート漁業、それから酪農ということで、

生産量５％増あるいは酪農のほうでも計画して

５％収益を増加する、あるいはまた労働時間を

５％削減する、あるいは酪農法では４．１６％削

減するんだと。それはＩｏＴですか、インターネ

ットそれからその技術、そういうものを重ね合わ

せていった中で、今はただ現場でやられてる人方

には、本当にやっぱり一日決まった仕事というの
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はあるかと思いますが、しかし、やはり全体とし

てそういう取り組みをすることによって、この情

報の効率化とかそういう新しい技術が入ってきて、

そこが省力化に役立つんだというような形の中で

ね、省力化になるんだと思いますけども、しかし

ながら、今までも議会の中であるいはこれは村長

さんも一番頭の痛い問題じゃないのかなと思いま

すが、やはり後継者の不足とかやっぱり全体的な

就業する方々の、特に水産加工場それから村のほ

うも福祉関係が新しく１カ所開設する、あるいは

既存のそういう所でもたいへん就労人口が募集し

ても集まらないと。そういった点にはどういうよ

うな形でこれがなっていくのかですね、その前に

もっとそういう不足している労働者あるいは就労

者をどういうふうにするんだと、そういうことが

大前提じゃないんだろうか。今は確かにこれをや

っていくということでね、それはそれで私は悪く

はないと思いますけど、ここの中に就労者が増加

して増えるというものは入ってくるんですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：当然漁業の加工場で

すとかそれから酪農も含めてですね、就労人口の

増加につなげるという部分については、これは並

行して引き続き積極的に取り組んでいかなきゃな

らないというふうに思っております。 

ただ、これからのあらゆる産業について、うち

で言いますと漁業・酪農業が主でありますけれど

も、こういう部分についてはどうしても人手不足

もしくは今の働いている人方の労働条件だとかそ

れから労働時間の改善ですとか、いろんなところ

をやっぱりこれから改善していかなきゃならない

と。人口減少に対して、就労人口の減少に対して

取り組んでいかなきゃならないというところは、

必ず将来的にくるわけですから、そういう部分で

はやはりＩｏＴだとかＡＩ、ロボットだとかいろ

んな機械を使いながら、将来的にはそういうとこ

ろにも頼っていかざるを得ないだろうというふう

に僕は考えています。そういう状況の中で、今か

らできる限り並行しながら、そういう機械化に向

けた部分と、それから人的労働者の確保を含めな

がらですね、これはもう並行してやっていきたい

というふうに考えております。 

ただなかなかですね、今の状況の中では漁協さ

んとお話をする中でも、貝むき一つについても今

いろんな機械が出てきておりますけども、やはり

そういう実験もしながらですね今後進めていかな

ければなかなか難しい時代にはなってくるのでは

ないだろうかというような、今後協議を進めてい

きたいというふうに考えておりますので、改めて

これをやるから新しい雇用の創出、人手をたくさ

ん確保できるのかという形にはなりませんけれど

も、人手がいないからこそ今のこのＩｏＴとか 

ＡＩを活用した中で、今の産業をまだまだ発展を

していかなきゃならないと感じておりますし、ま

た並行しながら就労者の確保もこれはしていかな

きゃならないというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：ＩｏＴを推進しなが

ら、やはり就労のほうの不足にもやりながら対応

していくとそのような村長さんの答弁ですけど、

しかしずっと言われていることについて、直接的

に何かやっぱり注射を打たないといけないのでは

ないかとそういう感じはします。 

それとですね先ほど同僚議員も質問しておりま

したけれども、やはり村民とともにと言うのか、

いつも私も何かの話になればやっぱり村民ととも

にやっていくんだといった中で、やはりそういう

計画もやっぱり関連する方々ともう少し情報を共

有するような方法をとっていくことがですね、相

手に対して協力いただける、そういうものが積み

重なっていくのではないかなと。それがやっぱり

観光でも農業でも、やっぱり漁業でもそういうこ

とが一つ一つ意識を共有できるようになって、そ

ういうものが完成されたあかつきが、やっぱり花

が咲くのではないのかなと。 

農業もですね、酪農業だって戦後、本当に冷涼

な気候の中で、最初は酪農ではなかったはずだと

思います。最初は畑作で中には米も作った人もい

たそうですけども、米はさっぱりできなかったと、
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そして芋になったと。そして芋からこの冷涼な所

はやっぱり酪農だという形で、それもやはり今始

められてから６０年を経過しようとしている中で、

やっと今少しいろんな社会情勢が酪農の基盤をで

すね、基盤ができたところに今そういう時代がき

たなと。 

また、漁業だってそういうことで採る漁業から

当然育てる漁業に変わられて、これをずっと延々

とやってきて、資源管理ですとかいろんなものを

漁民さんが皆で共有しながらやってきたのが一つ

の今の事業になっているというそういうことから

してですね、やっぱり新たな事業をやるというこ

とについては、本当に村民の多くの皆さん方のそ

ういう協力をいただくという姿勢が必要ではない

かと。そういった中でね、やっぱり議会の中で重

要な項目を人手が今非常に不足しているんだと、

そしてそれがこのＩｏＴだけでやりながら解決し

ていくんだと、だけどそこの手段としてね、やっ

ぱりもう少し、この本当の特定の一方だけで決定

をして一気に走ってしまうっていうのはどうなの

かなとそういうふうに思うところです。 

この事業採択で農業や漁業がどのように進化、

成長されるのかそれについてね、具体的にしたら

この５％漁獲量を増やすとかそういうのは、やっ

ぱりある程度たたいていると思うんですよね。こ

れの根拠というのはどのような形になっています

か。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４４分 

再開 午前１１時４７分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

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。 

先ほど議員からご質問がありました５％削減だ

とかその部分については、２回に分けてご答弁を

させていただきたいと思います。 

まず漁業におきましては、これまで育てる漁業

の確立のため、資源調査に力を入れており、   

ＩｏＴやＡＩ技術を導入することにより、より精

度の高い資源調査からきめ細かい資源管理の展開

が期待され、労働時間の短縮、生産性の向上につ

ながるものと考えております。 

一方、農業に関しましては、広大な草地を生か

し大規模化を進める方がいる一方で、放牧をメイ

ンとした酪農を営まれている方もいるなど、多様

性が見られている状況でございます。 

現在はスマート酪農を目指し、家畜統合管理シ

ステムの導入を行ってきておりますが、ＩｏＴや

ＡＩ技術を導入することにより、後継者不足に直

面している中、作業負荷の軽減、生産性の向上、

収益性の向上、担い手への技術継承など効率的な

経営につながるものと考えております。 

また、いちごを活用したまちづくりを展開する

ことで、通年の雇用創出や特産品としての活用な

ど地域活性化への可能性が広がるものと考えてお

ります。 

また、このような取り組みが本村における基幹

産業の安定化はもとより他地域との差別化となり、

対外的なＰＲにつながるほか、高品位な品質を武

器に国内市場や国際的なマーケットへの安定供給

の確保などが期待されるというふうに考えており

ます。 

先ほど議会の前に説明しました数字の根拠につ

いて、また説明させていただきたいと思います。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：私からは、先ほど

の重要業績指標のいわゆる目標数値の部分の根拠

について、ご説明させていただきます。 

まず最初に、労働時間の部分でございますけど

も、漁業については出港から帰港までの時間を一

日平均約５時間として、１５分の短縮を目指すと

いう形でございます。それと酪農については、搾

乳に限っての時間でございますけども、一日の労

働時間を６時間として、１５分の短縮をするとい

う目標について、４．１６％の削減という形で数

値を計算したところでございます。 

漁獲量いわゆる生産量につきましては、今の現
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在の漁獲量・生産量をもとにですね５％増を目指

したいという目標を立てたところでございます。

この数値の部分については、関係団体のほうの職

員にですね打合せをしながら、この目標について

は数値を決定させていただいたところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：目標が達成されると

いうことを願いたいと思います。 

①の３番目、このいちごの生産拠点、２社の企

業誘致となっておりますけれども、いちごはあち

こちの地域で相当いろんな地域おこしの材料にな

っております。本当にいちごは成功したらすごい

ハウスがたくさんできて、それとエネルギーとい

うんですか、やはり猿払村は特に寒冷、冷涼です

からいちごは暖かい温暖な所で育つということで

温室、そしてまた夏はそんなに暖かくないですが、

ハウスの中は暖かいのかな。生産にはたいへん適

しているのではないのか。 

ただ、非常に消費地から遠いという難点もあり

ます。ただ酪農とかは非常に牛乳の本州市場と北

海道の生産地と、それから消費地のそばにある農

家とは非常に昔からこの分配の関係でですね、や

はり北海道は工場に近いですから、同じく酪農を

営んでいても取り分が少ない。消費地の近くはや

はり飲用に向きますから、飲用で生産されて、そ

のまま市場に流通されるので手取りが高いという

方式もあります。そういう南北の農家同士の争い

というんですかね、そういうのもありますし、今

またＴＰＰが全体としては破棄になって、ヨーロ

ッパと、なんていうんですかね、ＴＰＰじゃなく

てあれなんですけど、地域間でやると、そしたら

今度チーズが、ヨーロッパのたいへんコストの安

いチーズが入ってくる。北海道もやっぱりチーズ

向けにも相当加工原料には回っているわけですけ

れども、それもやっぱりチーズが売れなくなるの

ではないかというような心配もあります。 

そういう中でですね、やっぱりいちごもいつも

そういう危険性にさらされている商品ではないの

かなと思いますが、いちごを選んだ理由といいま

すか、そういうのはどういうところからきたのか

単純にお聞きをしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：昼食のため午後１時まで休

憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：午前中に引き続き、

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。 

議員もお仕事柄いちごのことについてお詳しい

ので、質問の中にちょっと私の答弁のほうがぶつ

かっておりますけども、答弁をさせていただきた

いというふうに思っております。 

まず、専門家にご意見を拝聴し、いちごは１８

度から２５度が生育適温であることから、暑すぎ

る場所は適地と言えません。また、極端に寒すぎ

ても適地とは言えませんが、気温を下降させるよ

り上昇させるほうがコストはかからないことから、

冷涼な気候はいちごにおいては強みとなります。 

本村における気温の推移で検証しますと、４月

から１０月にかけては太陽光だけで栽培できると

想定されますことから、この間は熱エネルギーを

要さずに栽培できる可能性が高くなっています。 

また、気温の低くなる１１月から３月にかけて

も、風力発電や地熱エネルギーを活用することに

よって、低コストでの栽培を実現できる可能性を

秘めています。加えて、いちごの甘みは花が咲い

てから収穫までの期間が長ければ長いほど甘みが

増すということで、収穫までの期間が長くなるに

は気温が低いことがポイントとなります。 

以上のことから、これまでのデメリットと捉え

ていた北海道北部の気候が強みとなり、適地適作

と考えている次第でございます。 
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また、将来的に軌道に乗った場合につきまして

は、輸出ということも考えてございますので、先

ほど議員のご質問にありましたＴＰＰ問題、それ

から近隣のサハリンに向けての輸出ということも

視野に入れてございますけれども、その部分につ

きまして、若干我々のほうで調べたところがござ

いますので、副村長のほうから答弁をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今いちごの関係の

部分でですね、日本国内での果物の動きというか、

いちごの動きというところについてはですね、い

ちごの国内生産量については、約１７万トンとい

うふうに承知をしています。また、輸入について

はですね米国がほとんどですけども、４０００ト

ン規模だというふうにも捉えております。この 

４０００トンの輸入があるということも含めて、

ほとんどが輸入している部分については６月から

１１月を中心に輸入をされていて、国内では１１

月から１月に国産は出回ると、いわゆる時期的な

棲み分けがなされている状況もありまして、こう

いう部分ではＴＰＰの合意影響については限定的

な形だというふうにも言われております。 

ただ、いろんな専門にいちごを育てている方の

意見をいろいろ今伺っている最中でありまして、

やはりいちご栽培については相当専門の技術者が

きちっとした管理をしていかないといけないんだ

なというふうに言われております。また、このい

ちごを選定した部分については、周年栽培の可能

性もあると、それと先ほど言われた販路の心配で

すけども今言ったように棲み分けがなされており

ますし、いわゆる一部では苗を売って全買い取り

というような企業もあるようにも聞いております。

あるいはその販路については、最終的には可能か

どうかわかりませんけども、ロシアサハリン州へ

の稚内航路を使った輸出というところも、可能性

としては将来的に出てくるのではないかというふ

うにも思われます。 

また、採算規模でございますけども、大体個人

で２０アール、企業で５０アール程度の面積で済

むのではないか、採算性の部分ではそのくらいの

規模があれば良いんじゃないかというふうにも言

われておりますし、長野では約３０アール、年間

１０００万円というような売り上げを目指してい

るようにも聞いております。それといわゆる村の

メリットといいますか、最終的には雇用の創出も

できる部分があるのではないか、あるいは高齢者

が輝ける場づくりにも使えるのではないか、ある

いは障がい者が働ける職場づくりにもあたるので

はないか、さらには観光の拠点としての可能性も

あるのではないか、あるいは先ほど来、牛乳と肉

の館でアイスクリーム作りもしている関係上、六

次産業化への原材料としても可能ではないかとい

うことも含めてですね、このいちごというところ

の可能性を今探ってみたいなというふうにも思っ

ています。 

実際に国内でいう一例ですけども、現在のいち

ごのキロあたり単価としては１１８３円くらいだ

というふうにも承知をしておりますし、一例です

けども白菜であれば１キロあたり６５円くらいな

んだなというふうなデータも出てますので、とり

あえずいちごでですね、可能性を今探ってみたい

なというふうに思っている次第でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：たいへん詳しく説明

をいただきました。 

計算上はいろんな形でやっていくと、栽培は非

常に可能で有望であるとそのように受け止めるわ

けですけども、やはりこの商品の構造というんで

すかね、そういうのがまあ過去にも猿払村でえの

きを作っていたこともあります。ただ、たいへん

やられた方々は非常に熱心でたくさん製造量を増

やしてやられていたんでしょうけれども、やはり

消費地から遠いということが非常にネックになっ

ていたように私は記憶をしております。その辺が

ですねやはり一番気にかかるところでありまして、

非常にいちごも敏感な商品でございますので、今

確かに保冷とあるいは稚内空港とかそういう方面

もありますから、これはやっぱり実際にやってみ
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ないとわからないと。挑戦するという意味では非

常に私は良いのではないのかな、そのように思い

ますが、それをずっと継続してやっていくという

ことがやっぱり一番のことだろうと思います。 

そういうためにですね、やはり本当に万全の体

制を組んでやっていかないとですねやっぱり大変

だろうな、そのように思うところでございます。

せっかく採択をされたわけですから、どのように

この骨組みあるいはまた地面にですね杭をどのよ

うな形で、そして盛土をどの程度やっていくのか、

どう育てていくのか、そういうことが重要視され

るだろうと、そういうふうに思うところでござい

ます。 

いろんな形で午前中も質問の中でお話しました

けど、やはり人を育てるという、そういう作る人

もですねやっぱり企業の風土はもちろんあります

けど、やっぱり中に働く人、周りの人方の理解と

いうのは基本的に一番大事なことかなとそんなふ

うに思いますので、その辺を村長さんも率先して

やっていただいて、この事業が成功されることを

祈るところでございます。 

次に大きな２番目、障がい者の自立支援につい

てということで、猿払村にこの障がい者の法人、

ななかまどの会が設立されまして３年になるとい

うふうにお聞きをしたところでございます。たい

へん活発にパンをお作りになったりですね、それ

をまたもちろん障がい者の方も一緒に手伝ってま

たボランティアの人もあわせてですね、この夏は

毎週、毎週作られて公園の中に売店もあります。

あるいはまた、いろんな猿払村で大会があった時

もそういう場に持ち込んで、一生懸命売られてい

る姿も多々拝見をいたしているところでございま

す。 

しかし、実際にななかまどの会が設立されて３

年、今後ですねどのような方向でいくのか、この

障がい者の方々の生活というものをどういう方向

に導いて、やはり村としてどのような計画を立て

てやられていくのか、その辺をですね村長さんか

らひと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思います。 

私としましては、障がい者の自立支援につきま

しては、障がい者自らの意思で働き続ける力を育

むことが大切であり、住み慣れた地域から近いと

ころで就労などができることが望ましいというふ

うに思っております。 

また、一般就労できる人のためには、村内の事

業所などを中心とした雇用拡大を目指す必要があ

り、既に障がい者雇用に着手している事業所など

を交えて事業主の理解と受け入れを促す働きかけ

を引き続き協議してまいりたいというふうに思っ

ております。 

また、一般就労に向かない人には、自立支援法

の施設となる地域活動支援センターなどを利用す

ることになりますが、この支援センターは社会と

の交流促進を目的に創作活動や余暇活動などを通

じ、障がいのある人たちが地域で自立した日常生

活や社会生活を送れるような支援をする施設でご

ざいます。 

村では現在、第７次総合計画でこの地域活動支

援センターを村内に設置することが目標となって

おりますので、現在、その設置に向けた協議をし

ております。設置後には、基礎的事業を推進しな

がら将来的には機能強化事業へと進め、障がい者

の方々の自立支援または就労支援をしてまいりた

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）：障がい者の中でも一

般就労が可能な方につきましては、村内のそれぞ

れの企業さんに勧めることは当然可能であります

から、それはそれでそういう方は心配ないと思い

ますが、やはり障がいの程度によって一人ずつ作

業とか能力とか考え方がやはり違うと思いますし、

今具体的に人数がどの程度なのか私は把握はして

おりませんけれども、一定の数がいることは承知

をしているところでございます。その人方が学校

を卒業されて社会人となって、自分たちが今まで

育ってきた所で、近い所でやっぱりそういう活動
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ができれば一番良いのではないのかな、それは私

も同じ意見でございます。 

ただ、私たち議会も今年は留萌市の幌糠旧中学

校跡地にですね、手切り大根と申しますか、切り

干し大根を作る施設、建物の中に乾燥機を取り入

れてそれを障がい者の皆さん方で作業を分担しな

がらやっていると。それともう一つは花卉栽培を

近くの旧グラウンドであった所で温室を建ててや

っていると。それもまだ年度的にはまだ２年とか

３年目とかそういうものでございますけれども、

たいへんまた大根も体育館等に秋の収穫で運び込

んで、筵をかけたりして保温しながら、それを辛

抱強く作業されていると。そしてなんか１回乾燥

機をかけると２日くらい回すんだそうですね。そ

れも乾燥機が２機あって、やっぱりできる量が決

まってくるわけですね。そこからまた出して、そ

してまた袋詰めをする。 

また、何年か前に浦河の「べてるの家」ですか

ね、そこも見させていただきました。障がい者の

施設の中ではほかの仕事もされておりましたけれ

ども、日高特産の昆布をですね、手切りでこう細

かく切って、そしてそれをまた小さい布というか

紙ですね、出汁パックとして発売をしている。最

初は漁師さんから委託をしていただいてそれを手

作りして販売をしていた、そして今はもう買い取

ってそして製品にして売っていると。しかし、や

っぱり普通そういう製品を作り、一般に販売する

ということになると、コストの面とかそういう面

も考えられる。コストの面で考えますと、一般の

店ではちょっと販売もできないですし、数もいっ

ぺんに大量に注文が入ったら対応できないという

面もあります。ですから毎日、毎日こつこつとそ

れを作っていくと、そういう作業のようでござい

ます。それとその「べてるの家」のほうから同じ

浦河の町内に一般の民家というか、商店跡だった

と思いますけども、そこで食堂を開設をしている。

そういうところも視察をさせていただきました。 

猿払村もまだななかまどの会が設立されて３年

ですけれども、障がい者というのはずっと昔から

そういう形で人数は少ないかもしれませんけど、

ずっとここにいらっしゃったんだと思います。 

しかし、今の村長さんのお話ですと、これから

７次の計画に載せてその支援センターをつくって

いくのも何年になるのかもわからないようなお話

でございますが、やはりもう少し根本的なやっぱ

りそういう人方の対応がですね、もう十分に社会

に出てきてる人方がたくさんいる中でですね、も

う少しきちんとした進め方ができないのかなとそ

んなふうに思いまして、質問をさせていただきま

した。もう少し具体的にね、今止まっている理由

は、今はななかまどの会さんはあそこの公園のと

ころの施設をやって、今なんとか体制が整ってき

たのではないのかなとそんな時期ではないのかな

と思いますが、今後そういう形で、やっぱりこれ

はななかまどの会さんだけでできることではない

ので、村も真剣にそういうものを立ち上げていか

ないといけないという責任からですね、もう少し

具体的な説明・計画があっても良いのではないの

かと思いますので、もう一回答弁をお願いいたし

たいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、この地域活動支援センターを早急に設置

をしていかなければならないと思っています。こ

の部分については、ななかまどの会が受けていた

だけるのか、もしかしたら受けていただけなくて、

行政のほうで主導的にやらなきゃならないのかと

いう部分だと思います。まずこの地域活動支援セ

ンターを設置するにあたっては、いろんな技術者

も当然おりますから採用していかなきゃなりませ

んので、そういう人的な確保もしていけるのかど

うかというところが、具体的な部分だと思います。 

それと就労支援の部分につきましては、当然就

労支援の形態があると思います。就労支援Ａだっ

たり、就労支援Ｂだったり、多機能型の就労支援

だったりいろんな形がありますから、どういう形

の中で取捨選択をしていくのかという部分があり

ます。 

また、ななかまどの会については、どの障がい
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の方々を対象としてやっているのか、当然行政と

しては三障がいを対象にやっていかなければなら

ないというふうに思っておりますので、まずなな

かまどの会とこの活動支援センターについて今協

議をしておりますけれども、また改めて協議を早

急に進めていきたいというふうに思っております。 

また、決してこの障がい者の就労支援について

はストップをしているのではなくて、将来的に今

抱えております平成３１年に生活支援ハウスとい

うところの建設予定をしておりますけれども、そ

この部分につきましては、共生型の住宅という形

の中で、高齢者ですとか、障がい者も一緒に住ん

でいただけるような住宅の建設の方向に向かって

いきたいなというふうに思っております。そうい

う中で、将来的に一般就労できる方、それから就

労支援Ｂとしていろんな法人からそういう職場の

ほうに派遣をしていけるような方法、また多機能

型の就労支援もありますから、そういうところも

可能かどうかということも決めながらですね、や

っていきたいなというふうに思っております。 

僕もその分については非常に問題視しておりま

すので、早急にこの部分については取り組んでい

きたいと思っておりますし、決して足踏みしてい

るような状況ではございませんので、担当課のほ

うと含めてですね、早急に地域活動支援センター

の設置に向けて協議し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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：視察に行ってきた場

所の紹介もしましたけど、宗谷管内でもですね 

豊富さんとかは非常に今、パン屋さんですかね、

たいへん注目を集めていて、それもやっぱり障が

い者と健常者とあわせてそのパン屋、それもかな

り早く、最初はやっぱり障がい者と普通にパンの

技術もない方々でパン作りを始めたんですけど、

なかなか思わしくないと。そして平成１４年くら

いと言ってましたかね、視察に行った時にお聞き

した時に、その今の技術を持ってる人を雇い入れ

て、最初からパンの生地から作り始めたと。そこ

からずんずんこう良いものができあがってきて、

今ではもう本当にちょっとしたら早い時間に売り

切れてしまう。稚内市辺りからも買いに来ていた

だけるというようなことで、豊富の町の中もやっ

ぱり、この後継者がいなくてお店を閉めている所

もあるんですけど、やっぱりそこの障がい者の

方々が働いているパン屋さんが起爆剤となって、

あちこちからやっぱり人が入ってきているという

お話も聞いております。 

枝幸も非常に障がい者の活動が活発になってき

ていると。内容は視察とか見ておりませんので詳

細についてはわかりませんけれども、しかしやは

り猿払村もですねどのような形でやっていくのか

というのは、やっぱり運営する人次第によってや

っぱり相当変わると思いますし、やっぱり村長さ

んの考え方で、相当やっぱりこう展開も変わるの

ではないのかなと思います。 

今、非常にそういう意識を持ってやっていきた

いというご答弁がございましたので、ぜひですね

どういう形で今後やられていくのか、強い気持ち

を持ってひとつやっていただきたいなとそういう

ふうに思うところでございます。 

３番目、防災について。 

旧芦野小学校は、小学校としての機能はこの３

月３１日で終えられましたけど、今までですね防

災の避難所として登録をされてきたわけでござい

ます。 

浜鬼もですね浜鬼志別小学校、高さが１１メー

トルですかね。芦野小学校、高さが１０．６メー

トル。しかし、今現在は芦野小学校ではなくて芦

野地域集会所、高さは３．２メートル。それから

駅前の猿払については３．１メートル。浜猿払の

交流センターは少しなんぼか高いですね、６．７

メートルあるんですかね。ですけど芦野の小学校

の役割というのがあの辺でやっぱりそういう低い

所がある地域からですね、やっぱり一番近い避難

所として、やはり災害が及んだ場合に、やっぱり

避難所として意義のあるものだったなとそういう

ふうに思うわけですけれども、今後この避難所を

解除してね低い所になったと、その辺は今まで果

たしてきた役割というのはどんなものだったのか、
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はたして今の避難所が芦野集会施設でいいのだろ

うか、そんな疑問を持ってちょっと質問をいたし

たところでございます。 

○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。 

芦野地区の収容避難所につきましては、これま

で芦野小学校としておりましたが、本年３月末を

もって閉校となり、施設跡地の利用計画も先ほど

行政報告でしましたけれども、はっきりとまだ決

まった当面の方向性がないことから、自治会及び

消防団のご理解もいただき、やむを得ず本年５月

より芦野地域集会所に変更することといたしまし

た。 

議員さんからのご説明もありましたけれども、

旧芦野小学校の海抜１０．６メートルと比較しま

すと、芦野地域集会所は海抜３．２メートルと低

地に位置しておりますが、津波浸水エリア外にあ

り、また昭和５８年の建設で耐震基準もクリアさ

れていることから、地震・津波災害における避難

所としては問題無いものと考えております。 

新たに避難所指定となった芦野地域集会所につ

きましては、先の第２回定例会におきまして、女

子トイレ１基を増設する内容の補正予算の議決を

いただいておりますことも含めまして、避難時の

利用に支障を来たさないよう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）：資料をいただいてお

ります。猿払村芦野小学校、一時的な収容人数は

１００４人。芦野集会所１４０人。浜猿払交流セ

ンター２７５人。猿払集会所１８１人。この一時

的な収容人数からするとですね、相当低い数字に

なってしまいます。ただ、芦野地区の高台地区は

そんな避難をするような必要はない高台にあると

思いますが、しかし下のほうはやっぱり津波ある

いは時々大災害と申しますか、北海道ではもうあ

ちこちであったようにですね、水害がやっぱりこ

このところ増えております。近間では去年稚内市、

礼文町、あるいは利尻、歌登は最近ここ１０年ぐ

らいの間に２回ぐらいもう川が決壊寸前までいっ

たというようなそういう報告も聞いております。

稚内では裏山の崖崩れもあり、あるいはまたその

地区では線路の所の橋が小さくて抜け切れないと、

その辺が水浸しになったというような災害もある

そうでございます。 

鬼志別も何年か前にこちらの小学校の下と申し

ますか、その地区で水がしばらく抜けないと。た

くさん水に浸かったわけではないんですけど、そ

れは地形的な問題もあるのかわかりません。芦野

もですね、やはり会館の周辺は非常に低いわけで

す。それから駅前の猿払地区についても、同じよ

うに低い。猿払地区の会館あるいはまた芦野地区

の会館だけでそういう方々が収容人数ももし何か

あって、長期間にわたればまたいろんな形で猿払

村内の施設という形もあるかもしれませんが、短

期的にいっても非常に狭い空間だと思いますが、

その辺について十分だと言えるのかどうか、その

辺をもう一回お聞きいたしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君）：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ます。 

収容人数については資料をお持ちということで

ご存知かと思いますが、一時的な収容人数１４０

人ということで、計算上は住民の部分をカバーで

きるかと考えておりますけれども、事態がいろん

なパターンが想定されますので、状況に応じて最

寄りの集会所に集まるというのが基本になります

けども、状況に応じては他の避難所に移ってもら

うだとか、そういった部分は柔軟的に対応してい

けるのではないか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）：非常にちょうど秋、

９月でもありますし、台風のシーズンでもありま

す。ただ、猿払村は非常に天気が良い時期がきて

おります。あまりそういう災害の大きなことがな

いように祈っているところでございますが、災害

は本当にいつやってくるかわからないということ

で、やはりそういう視点からもですね、やっぱり
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常に見つめ直すというのかそういうことも必要か

なと思います。しっかり村民の安全を守っていた

だきたい。お願いをしまして質問を終わります。 


