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◎日程第５ 議案第１号 

 

○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。 

それでは通告に従い順次質問をさせていただき

ます。 

まず最初に、国内外交流事業についてお伺いし

ます。 

本村は国内外の自治体との提携に基づき様々な

交流事業を実施しており、本年度も平成３０年度

村政執行方針でも述べている様に各種交流事業に

着手するものと考えます。 

さらに宗谷町村会と東京都港区との連携事業実

施についても述べられていますが、情報発信ＰＲ

事業や地場産品の販路拡大、経済交流や人的交流

の推進 について本年度の具体的な実施計画をお

聞きします。 

 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず宗谷町村会と稚内、東京都港区との連携事

業につきましては、管内町村の担当職員による連

携プロジェクト会議を組織した中で事業を実施し

ております。ご質問の本年度の事業計画のうち、

情報発信ＰＲ事業につきましては、１０月に開催

される港区まつりへの参加。 
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レットの製作や、各町村の特産品を配合したお菓

子の配布のほか、港区施設に地域居住の相談窓口

を設置するなど、宗谷に興味を持っていただける

様な取り組みを現在計画をしております。 

次に地場産品の販路拡大につきましては、本年

３月に宗谷町村会が札幌市で飲食店を経営してい

る株式会社カムリッチフーズと締結した包括的連

携協定に基づき事業展開を計画しているところで

ございます。 

これは地域の魅力発信や地方創生、食の付加価

値を高める取り組みなど官民が幅広い分野で連携

協力することにより、第１次産業をはじめとする

宗谷地域の活性化を目指すことを目的に締結され

たもので、具体的には店舗での宗谷産の食材の提

供をはじめ、各町村の特産品を使った新商品の開

発や、各町村の特産品情報の発信など宗谷の食の

魅力をＰＲしていただく内容となっております。 

また、経済交流や人的交流の推進においては各

町村の食や自然、イベントなど地元ならではの情

報や魅力について各町村職員がプレゼンテーショ

ンを行う宗谷イチオシプロモーションと題したイ

ベントの開催を現在計画をしております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まず、港区との連携

事業について、今村長の答弁の中に情報発信ＰＲ

事業として１０月に各種事業が行えるということ

がありましたが、これはもともと港区との連携と

いうことは、宗谷管内の町村が港区と連携して行

うということですけども、豊富町が主体となって

ほかの町村がそれに賛同したということで始まっ

たというふうに記憶してますが、港区まつりに参

加するだとか、パンフレット作成だとか、いろい
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ろな事業があるようですが、まずこれは職員がそ

の場に行っていろいろことを実施するということ

だと認識していいのかと思いますけれど、将来的

に住民も参加していろいろなことができるような

部分に進めていこうという考えが、今現在持って

いるのかどうかということをまずお聞きしてみた

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）：これは宗谷管内９市

町村の関係でやってますから、うちの村だけ住民

参加型という形になるかどうかというのは、これ

からいま議員のご提案があったような形の中で町

村会の首長会議の中で、今後発展的にそういうい

ろいろな地元の企業だとか、住民も参加した中で

今後取り組んでいけるかどうなのかという形の中

で、いまご提案いただきましたので、私のほうか

らそういう話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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：こういう事業につい 

ては、おそらく昔からいろいろな部分で連携事業

というものをしてきたと思いますけども、大体、

そうですね、何年かわかりませんが、ちょっとす

ると断ち切れになってしまうというものが多分ほ

とんどではないかと思います。 

でもその間、何年あるかわかりませんけども、

その間住民の税金がそれに使われているわけであ

って、これはやるのであればぜひ長く継続できる

ようなものを考えていって、いま村長が言ったよ

うに、うちの村からもどんどん提案していくべき

だと私は思います。 

なぜ住民参加ということを言ったかというと、

行政だけで行ってしまうと、どうしても断ち切り

するときにパッとやめられるんですよね、どっち

かというと。うちが事業に切り替えるということ

で、無くなってしまう物がほとんどだと思うんで

すけど、住民参加になってくると、なかなかそう

もいかないと。参加する人が住民なわけですから、

意義をとなえる人が、やめるといった場合に、意

義を唱える方がいるんじゃないかという部分でい

まこれをお聞きしているわけですけども、そうい

ったものもやはりこちら側で、どんどん提案して

いって長く続けるような努力をすることも、大切

じゃないかと思います。 

ほかの、９町との連携もありますから、猿払だ

けが賑やかにやっても仕方ないことですけども、

ぜひ村長のほうからも、こういうことやったらど

うか、議会から言われているんだと付け加えてよ

ろしいので、こういった事業はやはり大切ですの

で、人口減少もどんどん進む中で、北海道の中だ

け見ても、大体どこの自治体もいまそういった似

たような感じの事業をやってきて、逆に言うとね、

これからっていうのは遅いぐらいなことだと私は

感じております。 

独善的な、事業をどんどん連携してやっていっ

て 、おっ というような、事業をやってる地域も

道内にはたくさんあります。今ここでは申し上げ

ませんですけども。 

住民参加をしたことによって、役場の中では考

えられないようなアイディアも浮かんでくると思

うので、ぜひそういうことも、協力いただいて、

どんどん、これ前に進めていったほうが私はいい

と思ってます。 

それから次の地場産品の販路拡大、これも向こ

うの店舗でいろいろなものをやっていくというこ

とですけども、これは連携ですからね、こちら側

からどんどん留学じゃなくて、じゃあこちら側で

なにをするのかといったことは今村長の答弁の中

にはありませんでしたけども、こちら側で、たと

えば港区のものをね、ＰＲするだとかなんとかと

いうものは、これは事業の中に入っていないんで

すか。 

お聞きします。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。 

この取り組みにつきましては、現在、先ほど村

長も申し上げましたとおり、道内の飲食店との連

携協定という部分のみでありまして、港区側から

の呼びかけは、今のところないというところでご
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ざいます。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：これ連携事業ですの

で、向こう側からなにも言ってこないのであれば

それは仕方ないという考えもあるのかもしれませ

んけども、どうせやるのであれば、お互いに相応

の関係が成り立つような部分でやっていかないと、

一方的にこちら側からやってくれやってくれでは

なく、港区は経済的に余裕があるのかもしれませ

んが、向こうのものも、こちら側から、なかなか

言いづらいのかもしれませんが、お互い連携とい

うのはそういうことなんだと私は考えてるんです

が。考え方もね。それでいろいろな考え方がある

とは思いますけども、できるのであれば、そうい

う提案も、何かないんですかというくらいのこと

は、言ってもいいのではないかと。こちら側が、

人口減少が大変なので、こちらの物品を、向こう

のほうで、販売してくれ、販売してくれと一方的

に言うのは、向こうが、いいですよ、いいですよ

と言ってくれるんでね、それはそれでいいかと思

いますけども、なにかそのできるものはないのか

と。 

それもさっき言ったように、長く続けていくた

めには、そういうことも今後考えていかなきゃな

らないのではないのかなと思います。 

これは言っても仕方ないことなので、答弁を求

めませんが、ぜひそういった違う方向からも、反

対側の方向からも、ものを考えていっていただき

たいと思っております。 

それから次の経済交流や人的交流の推進という

ことで、これも村長の答弁の中にありましたけど

も、これもやはり職員が主体となって進めていく

ということですけども、これ次の質問にもいろい

ろなことがありますけども、最初はそれでいいと

思います。 

どうしても、はじめは自治体が主体になってや

っていくということですが、これもさっきと同じ

ことを言いますけど、やはり住民も参加していた

だいて、いろいろなことをやっていくということ

が、村が一丸となってやっていくということだと

思いますけども。今、村の会計は、いろいろな部

分で難しいのかもしれませんが、来年度に向けて

いろいろなことを考えていただきたいと思ってお

ります。 

これ以上言ってもしようがないので、次の質問

にいきたいと思います。 

②の国内交流事業として友好都市である石川県

内灘町との交流について スポーツ・文化活動での

両町村の児童生徒等による交流事業の計画はどの

様なものなのか、また両町村の連携によるふるさ

と納税の謝礼品取扱いの充実について実施計画を

お聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず、スポーツ交流につきましては、内灘町と

姉妹都市の提携をしております羽幌町との間で長

年に渡りスポーツ少年団による交流事業を行って

おりますことから、この交流事業に本村も参加さ

せていただく形での実施計画をしてまいりました。 

昨年度は、内灘町のバレーボール少年団が羽幌

町を訪問する計画であったため、本村のバレーボ

ール少年団をはじめて羽幌町に派遣し、合同練習

や試合を通して内灘町の少年団児童とスポーツ交

流を実施しております。今年度は、羽幌町のバレ

ーボール少年団が内灘町を訪問するとの計画が組

まれていたところですが、調整が付かず、猿払村

から内灘町を訪問することは、叶いませんでした。 

次年度以降は、他の種目でのスポーツ少年団の

交流が計画されることとなりますので、実現でき

るよう村としても内灘町との協議を進めてまいり

たいというふうに考えております。 

また、文化交流につきましては、平成２８年度

と２９年度において、猿払凧の会が内灘町で開催

された 世界凧の祭典 に出場しており、村では参

加経費に対する支援を行ったところでありますが、

今後においても内灘町とも協議をし、交流内容の

拡大に取り組んで参りたいというふうに考えてお

ります。 

次に、ふるさと納税返礼品につきましては、現
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在内灘町と猿払村の特産品のコラボとして、３万

円以上の寄付を対象に６種類３品目を取り扱って

おりますが、実績として伸び悩んでいる状況にあ

りますので、地元事業者とも協議をし、魅力的な

商品の追加に向け、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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：内灘町とのスポーツ

文化活動での、児童、生徒等による交流事業です

が、これはやはり羽幌とセットじゃなきゃだめで

すかね。 

うちの村と羽幌とそれぞれ単独で交流するとい

う計画だとか、そういう考えはないですか。 

たしかに羽幌町は、内灘町と昔から姉妹提携し

てるところですが、村も内灘町と友好都市提携を

結んでるわけですから、単独で交流してもぜんぜ

んおかしくないことだと思うんですが、羽幌町に

気を使ってるのかよくわかりませんが、そういう

前向きな姿勢っていうものは見えないんですが。 

その辺についていかがですか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：お答えをさせて

いただきます。 

村長も申し上げましたとおり、内灘町と羽幌町

というのは長きにわたりスポーツ交流をずっと続

けております。 

その中に新たに猿払村が入り込むというような

形になります。ネックとしては、やはり夏休み中

に限定されるということになりますと、内灘町の

ほうが２町村と日程を確保しなければならないと

いう部分がまず難しいということで、数年前、私

が内灘町に行きまして打ち合わせていただいたこ

ともありますけれども、なかなかそういった部分

では難しいので、まずは３町村が一緒にできる種

目について、１ヶ所に集まってやっていこうとい

うことで、当面はそういうお話をさせていただい

たという記憶があります。 

あと予算的な部分もありますので、今年は行け

ませんでしたけれども、まずは隔年で内灘町が羽

幌のほうに参りますので、その中でまずうちが羽

幌のほうに行くような形で交流しながら、少しず

つムードを高めていって、ゆくゆくは村から行こ

うというような形になれば一番望ましいのではな

いかというよ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）：羽幌町と内灘町との

事業に乗るという形になってしまいますけども、

それはやはり、難しい部分もあると思いますけど

も、別に内灘町にはバレーボールしかないわけじ

ゃなくて、先ほど課長が言ったように、ほかのス

ポーツもやってる生徒がたくさんいると思います。 

もちろんさっき言ったように、予算的な部分も

あると思いますけども、今年度難しくても来年度

に向けて予算を確保するぐらいは考えることはで

きると思いますので、他のスポーツでもなんでも

いいです。逆にうちと内灘町がいろいろなスポー

ツの交流をやっていく中に、羽幌町が乗ってくる

ということでも、これは本当に望ましいことだと、

そのほうがいいと、私は思うんですよ。 

ただそういう発想が、やはりこちら側から言い

出すというか、あと一歩がないというだけの話で

あって、そのあと一歩をぜひ進めてほしいなと。

これは子ども達にとっても素晴らしいことだと思

うので。 

先ほども、教育長の報告にもあったように、野

球でも、すばらしい活躍もしてますし、他のスポ

ーツも優秀な子がたくさんいます。その子のため

にも、やはりこれは私たちのためじゃなくて子ど

も達のためですよ、交流っていうのは。 

役場が事業を実施したという、その名目だけで

やってるわけじゃなくて、実際に子ども達が交流

によっていろいろな技術を磨いたり、いろいろな

見識を深めたりっていう部分があるわけですから、

その部分をやはり考えながらやってくためには、

やはりそういうことも、交互の関係というより相

互の関係っていうのが絶対条件だと私は思ってる

ので。この連携事業というのは一方的なものじゃ

なくて、ただなんか事業に乗って行くっていうだ
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けじゃなくて、こちらからいろいろなものを提案

するということも必要ではないかと思っています

ので、ぜひ前向きに検討していただきたいと思っ

ております。 

それから、ふるさと納税の謝礼品取り扱いの部

分ですけども、３品目６種類、先ほど村長の答弁

にありましたが、確認ですけど、どういったもの

が今扱われてるんですか。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問について、お答えさせていただきます。 

まず６種類なんですが、１つ目についてはホタ

テカレーの中辛６箱と、内灘町のコシヒカリのお

米です。 

２つ目については、ホタテカレーの辛口６箱と、

内灘町のコシヒカリ１０キロ。 

３つ目については、ホタテ飯の素５箱と、コシ

ヒカリ内灘町の１０キロ。 

４つ目がホタテ玉冷１キロと、コシヒカリ１０

キロ。 

５つ目については、乳製品盛りだくさん友好都

市セットということで、さるふつ牛乳の９００ｍ

ｌの４本、さるふつバター２缶、内灘町のヨーグ

ルメイトという９０ｇ入ってるものが２０カップ。 

最後に乳製品とお餅の友好都市セットというこ

とで、さるふつ牛乳の９００ｍｌの４本、さるふ

つバターの２缶、内灘町のピーナッツ餅のゴマ入

りというものを６袋ということで、計６種類の猿

払村と内灘町のコラボという、商品の内容となっ

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）：今この３品目６種類

述べていただきましたけど、コラボというとその

ホタテカレーと米、今聞いたところによると、米

しか頭に残ってないんですが、米をセットにして

謝礼品として出してるということですね。 

内灘町にも他に特産品はたくさんあると思いま

すけど、なかなか謝礼品として扱うのは難しい商

品もありますが、逆に、内灘町でもたぶんふるさ

と納税やってると思いますけれど、うちの商品は

扱われてるんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えさせていただきます。 

内灘町の友好都市セットについては、猿払村だ

けじゃなくて、もう１つ羽幌町とのコラボ商品と

なります。 

まず、猿払村については、ホタテ玉冷１キロ、

それと内灘町については、ビンに入ってるらっき

ょうですね、それが４ビン。 

羽幌町については、酒蒸し生エビ１６０ｇが２

袋ということで、内灘町の寄付では、５万円以上

というこの商品１種類となっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：やはりどうしても羽

幌町に乗ってしまうというような、先ほどから出

てきてますけど。それはそれで、すばらしいこと

だと思います。思いますけども、これやってくだ

さいっていうのもね、こちらからこの部分に関し

てはなかなか言いづらい部分もあるとは思います

が。うちのものには玉冷ばかりじゃなくて、他に

も塩バターやいろいろなものが謝礼品としてね、

まあアイスクリームもありますけども。いろいろ

なものが、謝礼品として取り扱われてますけども、

なかなかこれ言いづらいことなのかもしれません

けども、向こうの商品をもっと拡充していく代わ

りにうちの商品も謝礼品として扱ってください、

ぐらいのことは言ってもいいのかなっていうふう

な感じします。 

なかなかこの部分に関しては、相互の関係もあ

りますから、難しいと思いますけども、そうやる

ことによってお互いのものが全国の方に知れ渡っ

て手元に届くっていうことは、どんどん広げてい

かなきゃならないことであって、うちだって猿払

村の新製品の開発も進んでると思いますけども、

それもどんどん取り組んでいかなければならない

ものだと思います。 

実際にふるさと納税の、寄付に関して、非常に
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恩恵を受けてるっていうのが事実じゃないですか、

うちの場合に関しても、大変なとこにはそこにお

金をもっていくっていう、たくさんの事業がある

わけですから。それも含めて自由に使えるお金で

すので、うちの魅力あるものを分かっていただく、

食べていただくとか、いろいろな部分に関して知

ってもらうという、これほどＰＲできるものはな

いと感じてるんで、今で手一杯っていう部分もあ

るのかも知れませんけども、やっていかないと。 

同じことをずっと続けても、絶対これは尻すぼ

みになっていくと思うんですよ。 

どんどん新しい企画を練っていかなかったら続

かないと思うので、前向きに検討していただきた

いと思っております。 

これもなかなか難しいことですので、次の質問

にいきたいと思います。 

③の国外交流事業について伺います。 

国外交流事業では姉妹村であるオジョールスキ

イ村との学童訪問は、諸般の事情で今年度は空路

での訪問とのことでありますが、来年度の事業実

施計画は今のところ不透明であると考えます。 

国外交流事業の来年度以降の計画について現時

点での村としての考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきます。 

オジョールスキイ村との相互交流につきまして

は、航路による訪問を基本としていますが、行政

報告でも申し上げましたとおり、航路の運休が一

旦決定した時点で空路による訪問の準備をすでに

進めてきましたことから、航路への再変更は日程

調整等の面からできないものと判断し、本年度に

限り、特例として、空路での訪問を行うこととし

たところであります。 

議員ご質問の次年度以降の交流事業につきまし

ては、これまでと同様にサハリン航路の継続が基

本と考えておりますが、今年８月の訪問時にオジ

ョールスキイ村側からの意向を確認したうえで、

改めて判断をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

併せて長期的視点にたち、安定的な運行体制が

確立できるよう、宗谷地域総合開発期成会の枠組

みを通じ、関係機関へ稚内市と協力をしながら、

要望活動を展開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）：先ほども行政報告の

なかで述べていたと思いますけども、拓中生１０

名ですね、以前はもっと多くなかったですか、生

徒数はこれだけですか。 

この１０名以上に行きたいっていう生徒はいた

のかどうか。１０名ちょうどだったっていうこと

で、他の部分で職員の数を増やしたりなどで２０

名になったという認識でよろしいんですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：昨年オジョールスキ

イ村側から訪問団が来たときに、子ども達から非

常に良い交流なのでもっと人数が行けるような形

にしてほしいという要望が実はありました。 

その中で、うちの受け入れ枠と向こうの受け入

れ枠、一応上限で２０名という形になってたんで

すけども、その当時の子ども達からの意見徴取を

すると、１０名という子ども達だけじゃなくて、

２０名近い子ども達が行きたいという要望が実は

ありました。 

その中で、経費負担の関係もありますので、村

側のほうからオジョールスキイ村へ、２０名以上

枠から出た部分については、猿払村側で負担させ

ていただきますので、なんとか受け入れをしても

らえませんかというようなお手紙を出した経過が

あります。 

その中で、当時、向こうからあまり良い返事が

こなかった、すみません。 

村側で負担するという中で、一応ＯＫはいただ

いたんですけども、その中で、１年経過する中で

子ども達に、行く順番ですからアンケート調査い

ろいろしたところですね、当時すごく盛り上がっ

ていた学級が少し冷めたのかどうかわかりません

ですが、実際に蓋を開けてみたら１０名しか行き
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たいという希望がなかったものですから、今回１

０名という形で、あとは随行も含めて２０名とい

う形にさせていただきました。 

けっして以前のようにくじ引きで子ども達を選

んだとかっていうことではなくて、行ける、行き

たいという子ども達全員は行けるような形で確保

させていただいたという経過でございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：たまたま行きたい子

どもが１０名だったということですね。 

じゃあこれですね、将来的に仮定の話ですけど

も、来年オジョールスキイ側から訪問に来る番で

すよね。 

じゃあ次の年に、また再来年行くとなったとき

に子ども達が１５名になった場合は、２５名とい

うことになってしまうんですか。これは、そうい

うことですよね、今の答弁の中でいうと。それは

それでいいです。 

それはその時考えればいいだけですので、答弁

は求めないですけれども、問題は、今サハリン航

路はいろいろ問題があって、やめたりやめなかっ

たり、はっきり言わせてもらいますけども、非常

に不安定な状態ですよね。 

運行会社と、市のほうで意見が合わなかったり

って理由、新聞に出てるとおりですけども。 

じゃあ来年オジョールスキイ側からこちらに訪

問する番ですが、これがまたサハリン航路が断ち

切りになった場合に、今年こちら側から空路で行

ったように、向こう側から空路で今度来るつもり

でいるんですか。 

その辺の確認は取れてないんでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えをさせていただきます。 

オジョールスキイ側の来年度の訪問については、

まだ確認はされておりません。 

それで、たしか私が担当者だった平成２１年に、

再開の部分で話し合いをした経過があり、サハリ

ン州オジョールスキイ村にて行われたと思います。 

その中で向こう側の当時の校長先生だと思いま

すけども、この交流はやはり双方の子ども達にと

ってもやめてはならない事業だというふうに話さ

れたことが、私の中の記憶にもございます。 

ですから、基本的には今回の訪問時ですね、や

はりその辺も含めて、当時のオジョールスキイ村

の流れとは少し違ってきてるんだろうなと。 

やはりサハリン州の許可なり、コルサコフ州の

援助なり、そういうところがなければ、この交流

ができていないんだろうなというふうな実情もあ

ると思いますので、その辺を含めて、来年度もし

航路が動かない場合には、空路でもこれを双方が

続けていくべきなのか含めて、やはり将来の子ど

も達のあり方を含めてですね、少しお話し合いを

していきたいなというふうに思ってます。 

以上です。 

 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：これは、来年になっ

てみなけりゃわからない部分なので仕方ないこと

ですけども、猿払村があれこれ言っても航路がな

ければ仕方ないことですが。 

なにを言いたいかというと、例えば来年、航路

がなくなりました、でも向こうに予算がなくて来

れませんって言った場合に、じゃあ次のときに再

開しましたって時に、その年に来れない子ども達

ができてくるということですよね。 

これはあってはならないことだと思うんですよ、

すっかりやめましたって言うのであれば諦めは付

くと思いますけども、交流をしたりしなかったり

ってことがでてくると、行けなかった生徒も次の

年に連れて行くと言うなら別ですよ、ただもう卒

業していなくなった子どももいるわけですよね、

ということは、行けない子どもが生まれてくると

いうことです。 

それでは事業として成り立たないと私は思うん

ですよ。 

お互いに、こちら側もそうですし、オジョール

スキイ側もそうですし、予算云々といいますけど

も、これはあくまでも、我々大人の事情であって、
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それに子ども達が巻き込まれる形になりますよね。

それを私は言いたいんですよ。 

だからもっと安定したものを探さなきゃならな

いという部分もありますけども、今オジョールス

キイ村との交流も大事ですので、これをもちろん

継続していかなきゃならないという考えがあると

思います。 

あると思いますけども、子ども達のことを考え

ると、子ども達はけっしてオジョールスキイ村で

なきゃいけないんだっていう子どもは居ないと思

うんですよ、極端な話。 

これはあくまでも、この事業をやりますと村が

向こう側と決めたものであって。 

子ども達は向こうにも行きたい、向こうの子ど

も達とも交流したい、向こうの子ども達も日本に

来たい、日本の子ども達と交流したい、日本を見

てみたいっていう子ども達がたくさんいるわけで

す。だからこれはもちろん継続していかなきゃな

らない、努力はしなきゃなりませんが。 

でも航路がなくなったときに、ずっと空路で向

こうも来ます、こちらからも毎年これを繰り返す

ことができるのかっていう部分も含めて、できな

いことはないですよ、ただ、こちら側の予算がつ

いてもおそらく向こう側の予算が付くか続くかど

うかという懸念がありますよね。 

コルサコフがオジョールスキイ村に、そんな予

算出せませんと言われたらそれでもうおしまいで

すよね。 

だから、もちろんこれも続けていけなきゃなら

ないんですけども、将来にわたってもっと安定的

な事業を継続していくために、子ども達第一と考

えた場合に、それも頭の片隅に置いていかなきゃ

ならないのかなと。 

これから将来的に、これは今時点では、今年の

部分に関しては、もう空路で行くと決めたわけで

すから。ただ来年は、向こうがどうやってくるの

かは、それは航路が存続するかどうかにかかりま

す。 

もちろん、空路で来ることも可能です。 

そうすると、おそらく猿払村はバスを千歳空港

まで出して、お迎えに行くという形ですよね。 

これは結構な時間が掛かりますよね、バスで千

歳まで行って、送り迎えするっていう部分に関し

て。 

もう行くのは大前提でやってますから、それは

仕方ないことですが、それも含めて行くのは主体

はあくまでも、職員ではなくて子ども達ですから。 

行けなくなる子どもが絶対にできないような工

夫をしていかなきゃならないと私は思います。 

サハリン航路も、空路は空路で千歳空港から乗

ったら２時間くらいですか、１時間半ですか、２

時間くらいで行けるわけですから、飛行機乗って

しまえば楽勝ですけども、この職員に私も同行し

て、昔のフェリーのときに行ったことありますけ

ども、１度ね。 

村長も今のフェリーで行ってみたらどうかと思

うんですけど。船に弱いとか何とかいう、私も酒

に弱いので、だめだって言ったんですけども、行

けったら行けって言われて、議員になって１年目

でしたけども、俺は船に酔うからお前が行けって、

俺は酒に弱いんでってたら、そんなの関係ないっ

て言われて、無理やり行かされましたけども、同

じことだと思うんですよ。 

１度行って、この船じゃだめだとか、この船も

いいとかいう感想をやはり私はぜひ聞きたいと思

うんですけど、その辺の意見をぜひ村長から聞き

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。 

今年度については、副村長が団長という形の中

で、サハリン航路がちょっと断念という中で、最

終的に継続となりましたけれども、今回は空路と

いう形の中で、オジョールスキイ村へ訪問させて

いただきたいと思います。 

ただ先ほど答弁もさせていただきましたけども、

オジョールスキイ村と本村については、一応基本

路線として、航路、船での交流という形が基本路

線になっておりますので、今年行ったときに、来

年度以降については、航路が確保できるかどうか
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という未確定なところもありますけども、その部

分もしもということも捉えながら、副村長のほう

から向こうのほうに、もし空路になった場合に果

たして来れるのかどうなのかいうことも、お聞き

してもらえるような形にしたいなと。 

ただ値段的には、航路と空路そんなに変わらな

いんですね、ただ飛行機が小さいもんですから、

ちょっとＡとＢとランク付けがあるようでござい

ますけども、値段的にはそんなに変わらない、た

だ新千歳空港と本村との距離、バスで行くと６時

間近く掛かるんですかね、そのくらいの行ったり

来たりという時間が非常に厳しいという形になる

と思います。 

今議員がおっしゃられたとおり、向こうに行け

る交流できる、できない子ども達が今後出てくる

という部分については、本村としても稚内市の動

向が今後どうなるかを推移していかなきゃならな

いと思っております。 

その中で、今年サハリン側の負担で船は走りま

すけども、再来年以降はまだ未定となっておりま

すので、その部分の推移を見ながら、今後オジョ

ールスキイ村とで交流をどうしていくかと、その

時点でですね、当然トップとして私がオジョール

スキイ村の方へ訪問しなきゃならないということ

も当然考えられますので、その時につきましては、

航路及び空路をですね、両方検討させていただき

ながら、向こうのほうにも行きたいなというふう

に考えておりますし、また、再来年は行く順番に

なりますので、その時もし航路が通っているので

あれば、私が団長として船に乗って行きたいなと

いうふうに考えております。 

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、しっかり議事

録に掲載されていると思いますので、検討でない

ですね、今断言したわけですから、そのときにフ

ェリーが続くことを願っております。 

実際に私が行ったときには、大きいフェリーだ

ったので、それほどでもないと思いますけども、

結構なものですよ、利尻、礼文に行った方はわか

ると思いますけれども、あれでも外洋に出ると結

構揺れますけど、あんなものじゃないです。 

もっとずっと大きい沖へ行くわけですから、湾

の中に入っちゃうとそうでもないんですけど、サ

ハリンの、帰ってくるとき特に湾から出た瞬間に

なんか外海だなっていう感じの波があるわけです

から、あのフェリーであの状態ですから、私が行

ったときもそんな時化た状態じゃなくて、割とい

い波の状態でしたけども、たぶん今の船で行った

方は分かると思いますけども、結構なものですよ。

私に言わせると、あれは観光で湾の中を走って歩

くような船ですから、８０とか９０名乗りの双胴

船っていうのは。あれでよく外海行くなっていう

率直な私の意見です。 

よくあの船を選んだなっていう稚内市の、あの

感動しますけども、非常に厳しいものもあると思

いますけども、ぜひ頑張って行ってきてください。 

次の質問にいきます。 

２つ目の基幹産業の進展と新産業の創造につい

てお伺いしたいと思います。 

昨年経産省のＩｏＴプロジェクトである地方版

ＩｏＴ推進ラボ に本村が選定され基幹産業であ

る漁業、農業の進展と安定化を図り設備投資の負

担軽減、労働力不足の解消等の課題をＩｏＴ技術

やＡＩ技術を用いて今後の基幹産業の進展を図っ

ていくものと考えますが、猿払村ＩｏＴ推進ラボ 

の基幹産業構想についてどの様な事業計画が策定

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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

現在ＩｏＴ推進基本構想の策定に向け、取り組

みを進めているところでありますが、村民や関係

機関の意向をしっかりと組んだ内容とするため、

すでに行っております住民向けワークショップの

複数回の開催や、関係機関への意見徴取を行うほ

か、年明けにはパブリックコメントを経て、策定

作業を進めていくこととしております。具体的な

内容につきましては、これから詳細を煮詰めてい

くこととなりますが、その一端としましては、Ｉ
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ｏＴ実装事業の展開やテレワーク拠点の整備等に

ついて盛り込む予定となっております。 

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）：まず、今の答弁の中

で、パブリックコメント、内容は分かりますけど

も、これの具体的なものは、どのような形でもっ

ていこうとしてるのか。 

それからテレワークの部分に関して、この間、

道の駅の２階でありましたよね、あの結果ってい

うのは、どのような結果っていうよりは、どんな

雰囲気だったのか、この中で参加した企画政策課

長、参加してどのようなものだったのか、その辺

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：それではた

だいまの質問にお答えをさせていただきます。 

まず、パブリックコメントについては、年明け

の１月頃開催を予定しております。 

内容につきましては、これからいろいろ村のほ

うでＩｏＴを含め、漁協とも、あと関係機関とも

協議いたしまして、いろいろな部分を検討してま

いります。その中の事業で大体いろいろな部分で

中身が煮詰まりましたら、村民向けに、広報また

は、ホームページ等で、パブリックコメントとい

うことで、いろいろ村民の意見を聞きたいという

考えでございます。 

もう１つについては、６月２０日の水曜日に、

さるふつ公園の管理棟の２階で行いました、ワー

クショップについてでございますが、まず、参加

人数については、大体３０名程度参加しておりま

す。時間については、夕方の６時から８時半、２

時間半ということで開催をいたしましたが、まず、

参加者については、役場職員もそうなんですが、

農協、漁協、あと個人、ほか各種いろいろな方々

が参加していただいて、教員の方も参加していた

だいております。 

その中で、今回、ツクルという会社の合同会社

ツクルというところのほうに、このＩｏＴの推進

構想策定業務ということで、委託をしております

が、その三宅さんっていう代表の方と、もう１人

ワークショップの講師として加藤肇子さんという

方なんですが、こちら街づくりの観光デザイナー

のセンター代表ということで、かなりいろいろな

観光の部分に、いろいろな部分で長けている方が

中心になりまして、いろいろお話をいたしました。 

当日なんですが、各テーブル、７テーブルに分

かれまして、大体４名から５名の方々がばらばら

にですね、その中で、１つのまずテーマというこ

とで、まず最初にさるふつ公園の管理棟の２階を

まだ、いまのところ活用という部分では、特にイ

スとテーブルを置いてるだけということで、なか

なかそういうのが決まってない部分で、どういっ

た活用がいいだろうかということで、皆さんに話

し合っていただきました。 

その中でいろいろな案がでまして、中には喫茶

店にしたほうがいいとか、またいろいろな学習塾

にしたほうがいいとか、いろいろな意見がでまし

て、これを早急に、委託業者のほうでまとめてい

ただいております。 

本当になかなかワークショップっていうのは、

やったこともなかったものですから、いろいろな

本当に内容の、想定できないような良いアイディ

アもでましたし、このアイディアをもとに、いろ

いろまた検討させていただいて、このワークショ

ップの内容について、今回だけではなくて、今後

もいろいろワークショップを行っていって、さる

ふつ公園だけではなくて、ＩｏＴを使ったいろい

ろな可能性も含めて検討させていただきたいなと

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）：まず、住民の意見、

私も個人的にいろいろな方とお話する機会があり

ますが、本当にすばらしい意見というか考えを、

たくさん出てきます。予算もなにも考えないで、

自分の理想を言っていくと、いいものが出来上が

ってくるというのはもちろんですけれども、やは

りそういう意見も集約して、実現できるものを実

現していかなければならないと思いますけれども、
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なかなかこれが役場内に入ってしまうと、形とし

て出来上がってくるまで何年も掛かったり、縮小

されて本来のものがなかなか出来上がらないって

ことがあるわけですけれども、その辺も協力なく

して理想のものを、住民が言ってる形というのは、

本当に理想なものですから、それに近づけるよう

なものを造っていっていただきたいと思います。 

私がこの質問の中で１番言いたかったのは、漁

業と農業の部分でお聞きしたかったんですけど、

猿払村ＩｏＴ推進ラボっていうのは、選定された

ときに、スマート漁業だとかスマート農業だとか

で、これはすばらしいというもので、国から選ば

れたわけですけども、猿払村ＩｏＴ推進ラボの事

業内容の中に、スマート漁業の部分で、ホタテ漁

獲量計画費５％増、労働時間５％削減っていうそ

の５％だとかっていう数字出てくるんですけど、

これ何を基準にこの５％というものが出てきたか

っていうのを、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えをさせていただきます。 

最初ですね、この中で５％の削減を検討するとい

う部分については、例えばなんですが、これから

いろいろな部分で、中身についてまず目標という

ことで、５％ということで掲げております。 

この中で、いろいろな部分の可能性を含めて、

根拠自体は正直５％っていう根拠はないんですが、

例えばその５％に向けて、どういうふうに削減が

できるかを含めてですね、これから漁協さん関係

機関も含めて具体的に検討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）：簡単に言うと、何も

具体的なものがない、漠然とした５％だったと。

でもそれで、猿払村が選ばれたのは、地方版Ｉｏ

Ｔ推進ラボ第３弾として２１地域が選ばれて、北

海道では猿払村だけだったという部分で昨年度選

ばれたわけですけども、その中に提出した書類の

中に、平成３３年度までにっていう部分でね、５％

っていうスマート漁業がでてきたわけですが、そ

れを国に提出して国がそれを認めたっていうこと

ですよね。 

ということは、根拠があって５％って言ってる

のかと私は思ったんですけども、漠然とした数字

だった。あくまでも目標ということでね、それは

それでいいのかと思いますけども、これが酪農の

部分にもでてます。 

生産量計画費５％増、労働時間４.１６％削減と

ありますけども、これも漠然とした数字だったと

のことですね、いいです、そういうことで。 

それが通ったということですから、国も大した

ことないなという気がしますけども。 

それはそれでね、その目標に近づけるように、

ぜひこれから漁協だとか農協だとかにね、出向い

てって、いろいろなものを策定していただきたい

と思います。 

せっかく選定されたわけですから、期限は平成

３３年度までって打ち出してますけども、それま

でにという計画ですけども、できるだけのらりく

らりじゃなくて、目標なら目標を設定してそれに

近づけるように。前どっかで聞いた話で、村長が

水中ドローンが云々という部分でＡＩ活用してっ

ていうことも聞いたことがありますけども、これ

はその計画、今まだこれからもやろうとしている

んでしょうか。 

村長。 

○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

お答えをいたしたいと思います。 

計画目標につきましては、今手元に資料がない

ので、当然根拠があって、じゃあ年次ごとに何％

増やしていこう、そして労働時間を減らしていこ

うという根拠がありますので、後でその資料は提

出させていただきたいというふうに思います。 

また、現在水中ドローン、農業で言うとスマー

ト産業、スマート漁業、スマート酪農という部分

で、海中と空中との中で水中ドローンとか、普通

のドローンを利用した形の中で、なにか当然ＡＩ

だとか、利用していかなければ、労働時間も減っ
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ていかないですし、それから水揚げの量も増えて

いかないという形になっていきますので、今後も

そういうＡＩをですね、利用した形の中で当然取

り組んで行きたいと。 

現実に水中ドローンは空中ドローンもそうでし

ょうけども、ピンからキリまでいろいろあります

ので、実物はこの間見させていただきましたけれ

ども、どのような形がいいのか、うちだけではな

くて、当然それに携わる産業の方々ともいろいろ

連携をしながら、いろいろ知恵を拝見しながらで

すね、進め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、そういう部分は当然進めて

いきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：このＩｏＴ推進ラボ

っていうのは、国が１００％主体でないですよね、

参加プレイヤーがいて、いろいろな金融機関だと

かの団体がどの競技によっていろいろなものを造

っていくという部分でね。 

これ猿払村がＩｏＴ推進ラボの部分で参加プレ

イヤーは、漁協、農協だとか、畜産振興公社だと

か、道銀だとか、いろいろな部分出てますけども、

この辺との連携という部分で話し合いっていうも

のは、進んでいるのかどう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）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：お答えをさせてい

ただきます。 

参加プレイヤーについては、漁協、農協、ある

いは各金融機関、大学等、あと産業、リコー㈱と

いろいろな商業団体を含めて登録をされておりま

す。 

これについてはですね、今後今、ワークショッ

プもはじまった段階でございます。それで、その

辺の意見をですね、ある程度集約しながら、参加

団体でそこを補えるような、技術が何があるのか

も含めて、今後、検討をするところでございます

ので、もう少し時間を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）：このスマート産業に

関してですけど、この猿払村ＩｏＴ推進ラボを申

請した段階で、細かい部分の資料は今私の手元に

ないんですけども、例えば今そのホタテだとか、

いろいろな魚種がありますよね、猿払村の中には

ね。 

じゃなくて例えば仮にね、なにかの養殖事業を

これから行いたいと、それにそのＩｏＴとかＡＩ

を活用してその事業を進めていきたいという人が

もし、今後現れた場合に、この猿払村ＩｏＴ推進

ラボに乗っていけるのかどうか、それとも、もう

違う決められた部分のものしかないのかっていう

細かい話になっちゃいますけども、そういう部分

でこれこの事業に乗っていけるものかどうかとい

う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）：お答えをさせてい

ただきます。 

最初のＩｏＴ推進ラボを計画書として国に出し

てる分については、水中ドローン、漁業であれば

水中ドローン、酪農であればスマート化、いわゆ

る人工知能を、育成舎あるいは哺育舎にいかに使

えるかというところの計画をしておりますけども、

究極はこのＩｏＴ推進ラボ事業については、やは

り新しいまちづくり、いわゆる農業、漁業、林業、

水産業あるいは、商工業を含め、あるいは人材育

成も含めた教育の分野も、この中には当然入って

くると思っています。 

ですから新しいものが皆さんの意見の中で、出

てきたときには、これは補助は別としまして、事

業内容については、追加をしながら、やはり新し

いまちづくり、どうしていけばいいのかというと

ころが最終目標でございますから、その辺につい

ては、協議をしながら、新しいものが出てきた場

合には、どんどんそこに追加していくような形で

考えていきたいなというふうに思ってます。 

以上です。 

 

○議長（太田宏司君）：山森君。 
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○議員（山森清志君・登壇）：私も漁業者ですので、

本村はホタテがメインで漁業に関してはやってい

ます。毛がにもありますし、ほかのサケ、マスも

あります。 

ありますけども、やはり１次産業っていうのは、

天候に左右されやすい。たまたま数年前に爆弾低

気圧でうちのホタテは、被害は最小限に抑えられ

て、その３年ぐらいは好景気が続いたわけですけ

ども、逆に言うと、その被害というのは、うちの

村にも起こりかねない。 

これから先、なにか気象も最近どんどん変わっ

てきて、大きい低気圧が来てみたり、台風がその

まま北海道に上陸したり、地球全体でもう気候が

変わってきてる時代なので、なにが起きるかわか

らないというその非常に不安はあります。そう言

ったときに、それにばかり頼るんじゃなくて、や

はりほかのものもなきゃだめだと。 

ほかの地域にいきますと、漁業者の方は、いろ

いろな魚種のものをやってて、いいですねってい

うと、逆にね、私達はなにもない、ホタテだけあ

ればいい、という人もいます。 

お互いにないものねだりっていう部分ですけど

も、そういう部分で、例えば先ほどちらっといい

ましたけども、仮定の話ですけども、養殖業に関

して言うとＡＩ技術というものは、ものすごい進

んでいます。 

北海道はあまりないんですけども、四国とか九

州のほうに行くと、魚の養殖業者がものすごい規

模でやっていますよね。あれはほとんど人の手掛

かってないですよ。もうロボットでやってますか

ら、管理して。スマートフォンで今どれくらいの

状況になってるのか、水温が何度で、魚がどうい

う状態になっているのか、カメラで見れるんです

よ、どこにいても。そういう状態になってます。 

いつその魚をあげたらいいのかっていうのも、

全部そのＡＩが教えてくれるんですよ。そういう

時代になっています。 

仮にね、これがこれから先にね、ここでそうい

う人が出てくるか分かりませんよ。分かりません

けども、そういうことも、今やってますと。実際

に漁業やってて、そういうことに明るい人もいま

す。いますけども、ほとんど知らない人が大部分

です。 

そういう売り込みっていうんじゃないですけど

も、こういうものがありますよという部分もやは

り含めて、どうですかって言うのもおかしいです

けども、これから先ね、やはりホタテに頼るばか

りじゃなくて、ほかの魚種にも頼っていかなけれ

ばならない時代が必ず将来、私は来ると思ってま

す。 

そういう部分でもやはりＡＩだとかＩｏＴ推進

ラボっていうものは、しっかりやっていかなけれ

ばならないと思っていますけども、そういう技術

が実際にあるわけですから、ぜひそういうものも

活用して、住民にも知っていただくということも

大切なんじゃないかと思いますので、ぜひ今日一

般質問したほかの部分もそうですけども、ぜひ前

向きに検討をしていただきたいと思いますけども。 

せっかくなので、最後に村長に一言伺いたいと

思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ご質問の全体を通し

てと、言うような形ですけども、いろいろな移住

体験ツアー、また、まるごとフェア、いろいろな

形で、最初は行政でどうしても、主導を持ちなが

らやっていかなければならないという部分であり

ます。 

まるごとフェアにつきましても、また今年度は

民間の方々にいろいろご参加していただく中で、

こうやっていく、また、観光まつりについても、

今回は委員会を作った中できちんと観光協会を含

めながら、実践していく。 

議員がおっしゃるとおり、これから行政マン、

我々職員だけではなくて、やはり地域住民の方々、

これは関係機関もそうですけども、お力を借りな

いとなかなか今後の村の維持、運営は難しくなっ

てくるんだと。 

当然我々だけではなくて、住民の方々にいろい

ろな発想を持ってる方々もおられますから、当然

そういう方々の意見を拝聴しながら、共に、村づ
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くりに進んでいきたいというふうに思ってます。 

また、ＩｏＴ、ＡＩの部分もそうですけれども、

もしこれから、へんな言い方ですけれども、歴史

は繰り返されるという言葉もありますから、けっ

して猿払村にとって過去の苦い経験、苦しい思い

をしてきた経験が、今後起こらないような形の中

でですね、村民の方々が、きちんと生活していけ

るような形で、ＡＩ、ＩｏＴも今後新技術も取り

入れながら進めていきたいなというふうに考えて

おりますので、議員各位の今後も引き続きのご協

力もお願いしますし、村民皆様方のいろいろご意

見、ご協力もお願いし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）：最後に、いろいろ、

これから検討していきたいということですけども、

最後に一言、言いたいのは、やはり再来年ぜひフ

ェリーで、オジョールスキイ村に行っていただき

たいということを願いまして、質問を終わりたい

と思います。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

１１時１０分まで。 

 

休憩 午前 １１時０２分 

 

再開 午前 １１時１０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。 

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、質問をさせていただきたいと思います。 

このたびは、２項目６点について、お聞きしま

す。 

この質問２７年にもちょっと行ってるんですが、

急速に空き家の増加率が日本全国で増えている中、

もう一度猿払村についても、空き家関係について、

質問したいと思います。 

今年度、今年、平成３０年は５年ごとに行われ

る住宅・土地統計調査の調査年になっております。 

平成２５年の住宅・土地統計調査によると日本

全体の空き家率が１３．５％、北海道では１４．

１％となっておりました。予測ではありますが、

本年は全国平均で１６．９％、さらに５年後は２

１．０％になるとの予測報告があります。 

猿払村でも空き家が非常に目立つようになり、

２７年の報告では空き家率が５％、戸数において

は４０戸で、この数字に関しては、民間の住宅、

建物のみでした。 

公営住宅、職員住宅等を含めた、村で所有して

いる村全体での空き家率、空き戸数についてお聞

きします。 

それとともに、村として、村内の空き家の危険

度、景観、ごみの不法投棄等を含めた、空き家の

現況確認等の調査を、過去において行ったことが

あるか、ということについて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

お答えをさせていただきたいと思います。 

まず最初に、村内に所在する住宅個数につきま

しては、現在のところ総体で、１２４５戸と把握

しており、その内訳につきましては、課税客体と

しての家屋が、８４５戸、村が管理する住宅とし

まして、村営住宅２６４戸、村職員住宅９２戸、

教職員住宅４４戸となっております。 

また、ご質問にあります、空き家となっている

住宅につきましては、一般住宅で３６戸、村営住

宅２３戸、村職員住宅１６戸、教職員住宅２戸の

内訳で、合計７７戸と把握しております。 

なお、ここでの空き家の定義につきましては、

一般住宅においては、管理がされていないと判断

される住宅、また、村が管理している住宅におい

ては、老朽化顕著で、入居させることが困難と判

断される住宅のみを対象としており、一時的に空

き家状態となっている住宅は含まれておりません。 

以上により、村内における現状の空き家率は６．

２％と押さえております。 
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また、空き家の現況調査につきましては、稚内

地区消防事務組合火災予防条例に基づき、消防支

署で毎年実態調査を行っており、危険な状態と判

断される場合は文書により所有者等に管理の改善

を促しております。 

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）：今村長から答弁を

いただきましたが、管理されていない空き家とい

うことですよね。 

ということは、実際の空き家の率はこれ以上増

えるということで考えられると思います。 

この２年間で、前回が民間で５％、今回６．２％

ということで、１％上昇率ということは、国から

含めると、ちょっと空き家率の上昇率は少ないの

かなと思いますけども、まだまだ増える可能性が

ある。 

また一時的な空き家になっているのは入れてい

ないということですから、実際の数字としてはも

っと高い数字になると考えられます。 

また、空き家の危険度、景観ですが、消防のほ

うで調べてるということですが、そのデータベー

スとかっていうのは、消防だけではなく、村のほ

うでも建築や総務、住民課と横断的な形でデータ

を保有してるのか、共有してるのかお聞きしたい

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・登壇）：お答えをさせて

いただきます。 

データについては、消防の調査ということで、

村長も申し上げましたが、このデータについては、

村としては、総務課では共用しておりますが、今

おっしゃられた建築部局、税務部局等との共有は

今のところされていないという状況です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：データの共有はな

いということで、空き家が多くなって、想定され

る問題、皆さんご存知のとおりかと思いますが、

防災性の低下や、防犯性の低下、空き家付近に不

法投棄をすることの誘発だとか、衛生上の悪化、

特に風景や景観の悪化等、様々な問題が考えられ

ます。 

今は総務課と消防でしか、そのデータを共有し

てないということなんで、こういう問題を考えた

ときには、当然、建築だったり住民課だったり、

観光を司る企画だったりというところも、そうい

うデータを共有するべきだと思いますが、その辺

についての答弁をお願いしたいなと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：小山内議員の今後の

質問にも絡んできますけども、そういうことも大

変重要ですので、各課横断的にですね、情報共有

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：行政全体でデータ

を共有してですね、次の空き家対策とか政策に反

映させていただきたいと思いますが、２７年の質

問以降、平成２９年３月に、猿払村空き家バンク

制度が制定され、今現在まで活用されております。

状況については、昨年ホームページを通じて、中

身を見させていただきました。 

現在までの、１年と数ヶ月立ってますが、現在

までの登録状況、実績等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

お答えをさせていただいます。 

制度開始以来、これまで２件の登録がありまし

たが、自己都合により、いずれも登録が抹消され

ており、現在の登録者はいない状況となっており

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）：２件の登録と、今

現在抹消してるということでございますが、どう

しても空き家バンク制度、１つ前に進んだ空き家

政策の政策であったかと思いますが、どうしても

受動的な政策かなという感じがします。 

前回、質問で村長の答弁では、定住、移住対策

についても、空き家バンクと絡めながら政策を進
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めたいんだという話でしたが、この一年間空き家

バンクを見てみると、ちょっと言葉はあれですが、

ただ登録してホームページに載せているだけ、な

かなか広報だとか、外部に関しても、空き家バン

ク制度が発信されているようには、この１年間、

考えられませんでした。 

今抹消されているということですが、もう少し

能動的にですね、村として、空き家バンクを使っ

ていただくような、村民に対してのアピールや、

外部に対してこういう空き家バンクがありますよ

という発信の仕方についてをお聞きしたいと思い

ますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたと思います。 

先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、村

内における空き家率は６％程度となっておりまし

て、全国、全道平均と比べますと、本村の空き家

の割合は、比較的低い状況というふうに感じてお

りますが、今後予想される核家族化や少子高齢化

社会を考えたとき、空き家対策は避けては通れな

い問題であるというふうに私も思っております。 

次のご質問にもございますけれども、空き家を

未然に防ぐための対応策も含め、空き家等対策計

画の策定を急がなければならないという認識は当

然ながら持っておりますので、議員おっしゃられ

るとおり、内部の体制整備や条例化等も含めてで

すね、今後検討するお時間を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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：単純に１つ聞きま

す。空き家バンクを所管してる課はどこになりま

すか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：総務課の情報防災係

になります。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：総務課ということ

で、空き家バンク、様々な地域で空き家バンク、

近隣でいえば中頓別町だったり、稚内市とかも行

ってますから、逆に、移住定住を絡めながら、空

き家バンクを情報発信するのでなくて、逆に、総

務課のほうで空き家に入りたい人募集するという

ような政策を考えたり、そういう事業を移住、定

住にかけてしたことがありますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今まで行ったことは

ありません。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：２点目の質問とは

ちょっと違いますが、皆さんもご存知のとおり、

猿払村、様々な団体の話を聞くと、住宅環境、住

居環境が非常に悪いというお話を聞いているとこ

です。 

なかなか住居、住宅に入るところがないのにそ

ういう情報発信するのが非常につらいのですが、

移住、定住も絡めながらですね、逆空き家バンク

的なものを、発信する。 

それによって、空き家バンクの登録者を増やす、

３問目の質問にも関係あるのですが、予備空き家、

これから近い将来空き家になるっていう情報は多

分小さい村であれば、村職員だったり、民間の団

体だったりと交互に利用すれば、情報としては、

早めにつかめるのではないのかと思います。 

村長もおっしゃるとおり、空き家を作らない政

策、予備空き家の情報を早く把握するデータをつ

かむということは、非常に大事だと思うのですが、

その点について、村長のお考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：お答えをさせても

らいます。 

予備空き家の把握については、議員がおっしゃ

るとおり、行政だけではなかなか難しいのかとい

うふうに思っていますし、これは民間の人たちも

含めて、地域の人たちも含めてですね、情報の収

集をですね、きちんとしてまいりたいなというふ

うに思っていますし、その前段として、次のご質

問にもあるかと思いますけども、やはり、きちん

とした空き家対策の計画をですね、作っていかな
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ければ、この辺の情報収集についても、なかなか

個人情報の部分もございますので、その辺につい

ても、しっかりこの計画の中で作ることによって、

情報の把握もしやすいのかというふうに思ってま

すので、その辺を早急にまとめていきたなという

ふうに思っております。 

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）：３点目の質問です

が、平成２７年には空き家対策特別措置法が施行

され、法律によって地方の空き家対策を後押しし、

空き家の放置を抑制し、市町村が特措法により撤

去や活用を促す空き家対策計画を策定することな

ど、現在でも空き家問題は重要視されていますが

今後はより一層の対策強化が求められると考えら

れます。 

猿払村での空き家対策計画の策定の計画と村長

の考えをお聞きします。 

○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。 

先ほどと、答弁が被ってしまうところがあるん

でございますけども、空き家を未然に防ぐための

対応策も含めてですね、今後空き家等対策の計画

策定を急がなくてはならないと、私自身も思って

おりますので、先ほどご質問にもありましたとお

り、各課横断的にですね、情報共有しながら、今

後内部の体制整備がですね、条例化を含めて、検

討していきたいというふうに考えております。 

これは早急にやっ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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：条例化を早急に進

めるということで、様々な地域で、空き家対策や

予備空き家に対する対策が行われています。 

今猿払村では、消防でしか空き家に対する調査

を行っていない。 

まずは、空き家対策する条例を作るにあたって

も、まず、予備調査、実態調査が必要だと思われ

ます。 

たぶん今、村の消防の調査であれば危険度だと

か、防災上の観点からたぶん消防の調査が行われ

ていると思いますが、実態調査としては、建築的

な観点からとか、住んでいる方々も含めた実態調

査、これから何年か後に空き家になるであろう、

村長が掲げる生活支援ハウスとかの計画もありま

すので、それを含めながら横断的な調査が必要だ

と思います。 

その上で、データベースの構築、その後に猿払

村においてどんな条例が適しているのか、一元的

に札幌市や旭川市、稚内市でできているような条

例ではなくて、猿払村に適した条例を作るべきだ

と考えます。 

そのうえで、空き家バンクの活用だったり、外

部から人を呼んできたり、それとか、うちの村で

も快適な住まい作りの条例がありますが、違う方

に住居を渡す形になるときの改修支援の有無。前

回の質問でも村長おっしゃってましたが、除却費

用に関する費用の補助等もありますので、その辺

の全体的に網羅した条例の制定を望みたいと思い

ます。 

次に、４番目の質問に移ります。 

国のデータによると、空き家となった住宅を取

得した方の原因は半数以上が相続での取得である

というアンケート結果があります。 

猿払村でもこの取得原因を考えると予備空き家

が数多くあると思われます。 

空き家になってからの対策ではなく、空き家に

なる前の対策も必要と考えます。 

村としての事前対策についての考えをお聞きし

ます。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

空き家前の対策になりますと、現に居住してい

る住宅が対象となりますので、その所有者等への

啓発活動が重要と考えます。 

本村には、不動産業者がありませんので、猿払

村空き家バンク制度の適正な運用が特に有効であ

るというふうに考えております。 

従いまして、この空き家バンク制度の普及啓発
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を継続的に行い、住民に制度理解を得られるよう

に対応してまいりたいというふうに考えています。 

しかしながら、その一方で老朽化した住宅につ

きましては、空き家バンクを利用した売買等は困

難であると想定されますことから、議員ご質問に

あったとおり、提案にあったとおりですね、除却

に対する補助制度の創設も併せて検討してまいり

たいというふうに考えております。 

現に私のほうにもですね、将来的に娘のところ、

息子のところにいきたい、ここの住宅も空き家に

なってしまうというようなことも、耳に入ってき

ておりますので、そういうところもいろいろ、各

課横断的にですね、今後検討していって、扱える

住宅については、先ほどいったとおり移住、定住

もしくは、村内の人が入っていただけるような形

の中でどうしていくかと、村で買い取るのか、個

人で売買してもらうのかという部分で検討しなが

らですね、今後進めてまいりたいと、なるべく空

き家を出さないという形に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）：今村長の答弁のと

おり、やはり空き家を作らない、出さないという

のが、１番の効果かな、予防効果かなと思います。 

行政の中で横断的に情報収集をしていただくの

が1番かなと思いますが、やはり年次的に計画を作

る、情報収集するにあたっても１年に１回とかで

はなくて、日常の中でそういう情報収集の機会を

作るのもいいのではないかと考えます。 

保健センター等で保健師さんや訪問看護や、楽

楽心に来る来所者の方々とかの情報収集も非常に

大事ではないのかなと考えます。 

先ほども言いましたが、消防、建築、総務課、

保健センター等通じてですね、猿払村の情報収集

をして、条例化に向けて、政策を行っていただき

たいと思います。 

それでは２項目目の質問に移ります。 

稚内、コルサコフを結ぶサハリン定期航路が５

月２５日に今期運行断念の報道から一転して、今

月１３日に７月から９月までの運行再開の報道が

ありました。 

猿払村においてもオジョールスキイ村との学童

交流の実施に向けて懸念されるところではありま

したが、村、国際交流協会の迅速な対応で事業計

画どおり、空路ではありますが実施される事にな

りました。 

今回の運行断念、運行再開の経緯は報道ではあ

りますが、運行支援のあり方によるものと思われ、

今年度は運行経費全額をサハリン側が負担して運

行する計画であります。 

この定期航路は２０１５年度に撤退したハート

ランドフェリーから引継ぎ２０１６年からサハリ

ン海洋汽船が運航しています。 

村としてもインディギルカ号遭難事故の関係に

おいて、昭和の東西冷戦時代からロシアとの友好

関係を築いてきました。 

来年以降の定期航路の存続に向け、村としても

稚内市と更なる協力体制を築くべきと考えますが、

村長の考えをお聞きします。 

という質問ですが、先ほどの同僚議員の中でも

交流事業に絡めながら、サハリン航路については、

質問がありました。 

質問、答弁を聞いてると、航路はなくていいの

ではないのかなっていう村長の個人的な意見も垣

間見るところでありますが、オジョールスキイ村

との交流事業、断念があって再開があって、また

今、航路が消える、消えない。 

同僚議員の質問にもありましたが、猿払村とし

ては、この航路は非常に大事な航路だと考えます。 

この点について簡潔に村長の考えお聞きしたい

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

お答えをさせていただきたいと思います。 

私サハリン航路はけっして無駄だとは思ってお

りませんし、再開が決まって私も嬉しく思ってい

るところでございます。 

ただ今年度の運行経費については当然サハリン

側が全額負担するという仕組みになっているよう
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でございますので、継続性の観点から見た場合に、

不安定な状況なんだろうなと言わざるをえないと

いうふうに思っております。 

日本側もですね、応分の経費負担をしていくこ

とが、この経営航路を存続していくために欠かせ

ない要素ではないのかなというふうに思っており

ます。ただ如何せん、稚内市の支援に委ねざるを

えないのが実情でありますことから、本村としま

しても、財政支援については現実的では今のとこ

ろないのかなというふうに私は考えております。 

今後、稚内市とですね、協力体制を構築しなが

ら航路の継続のために努力をしてまいりたいとい

うふうに思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：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、稚内、サハリン定期航路については、稚

内市とサハリン州がメインに行ってきた航路であ

ります。また、費用対効果についても村として、

財政支援についてはというお話でした。 

２番目の質問に移りますが、稚内、サハリン定

期航路は期間限定ではありますが、唯一の日本と

ロシアを結ぶフェリーの定期航路です。 

その他にもフェリーはありますが、１回韓国を

経由してからのロシアへのフェリーということで

す。 

物流、文化、人的交流において、稚内市、道北

地域のみならず、これからの日本として重要な航

路と考えます。 

先ほどの同僚議員の質問もありましたが、短い

期間で小さな航路で、前回のハートランドフェリ

ーとかと比べると非常に小さな船、小さな航路で

ありますが、北海道、国にも理解を求め、稚内市、

宗谷地域がひとつになって、これから永続的な支

援体制の構築を求めるべきだと考えます。 

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）：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。 

私は議員と同様の考えでおります。 

この航路存在により、人的交流や経済交流の面

からも発展性が期待ができるなど、北の玄関口で

ある宗谷地域にとって無くてはならないものと思

っております。 

この航路を存続させていくという強い思いを持

ち、宗谷地域全体の枠組みの中で、国や道などの

関係機関に強く働きかけてまいりたいというふう

に思っております。 

また先日、高橋知事や安部総理大臣がですね、

サハリンに訪れていたときも、良いような感触で

ございますので、当然これは１自治体だけでなく

て、当然引き続き等または、国の支援をしっかり

として、北方の玄関口、これは領土を守るという

いろいろな要件もありますから、この部分につい

てはしっかりとやっていきたい、協力していきた

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長のほうから、

国、道についても支援を求めていきたいという答

弁がありましたが、どうも今までの報道等で見て

いると、稚内とサハリン、北海道もいくらかは、

確か支援してるんですね。 

どうも経費面に関しては、サハリンと稚内だけ

の問題のような気がしています。 

まず、もう 1点聞きたいところが、猿払村にお

いては、この交流事業において、サハリン定期航

路が非常に重要な航路を持っていた。 

宗谷町村会として、この航路が必要という感覚

がなかなかちょっと考えられないのかなという気

もします。その町村会の中でやはり、伊藤村長、

この定期航路を使っている村自治体の首長として

の立場、町村会の関係についてもちょっと中身を

お聞きしたいと思います。 

また、ロシアと日本を結ぶ唯一の航路と考えた

ときに、これからの日本とロシアの関係において

も、北方領土の関係においても、これはなくすべ

きではない航路なのかなと、先ほど村長がおっし

ゃった、文化や心的や様々な交流、これからの国

際化社会に向けての、小さな、小さな、本当の交
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流かもしれませんが、稚内とコルサコフを結ぶフ

ェリーが非常に大事ではないかなと考えるとこで

あります。 

その２点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）：まず 1点目の、サハ

リンの定期航路につきましては、当然、宗谷期成

会の中で、毎年４月にですね、道または国のほう

に、きちんと要望活動をさせていただいておりま

す。 

この中で、工藤市長が会長を努めておりますの

で、その中で私も微力ながらですね、こういう事

業展開していくうえで当然航路が必要だという形

の中で、バックアップも今後させていただきたい

というふうに思っております。 

また、このサハリンという部分については、稚

内市とサハリンという部分については、防衛とい

う部分も大事でしょうけれども、物流の交流、こ

れは宗谷だけではなくて、当然、上川も含めてサ

ハリン州との物流交流、経済交流もありますから、

稚内市まで旭川市から高規格道路がきちんと出来

ると、当然、宗谷だけでなく上川からのいろいろ

な農産物もですね、これからサハリンのほうにい

ろいろな形の中で、輸出していけるような条件が

整っていくんではないのかなというふうに思って

おります。 

そういう状況の中でこの航路はですね、北方と

いう部分で、宗谷、上川、サハリンとのいろいろ

な交流の形の中で、しいて言えば、北海道のいろ

いろな産物も含めてですね、これから交流してい

く物流も含めて、経済交流していくうえで、必要

な航路だというふうに私は考えておりますので、

ぜひぜひ、これは北海道のみならず、国もですね、

きちんと力を入れていった中で、この航路を存続

していけるような方向に持っていっていただきた

いと思いますし、そうしていただける形の中で、

今後要望活動も含めてさせていただきたいという

ふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の村長の答弁で、

期成会の中でも、これからも永続的な形で発言を

もっていってほしいのと、やはりあくまでも民間

の航路なので、経営というのも非常に大事です。 

稚内市の議会の中でも様々な議論が行われ、永

続的な航路存続を望むが費用の問題だとか地域交

流の問題だとかと切り離して考えなければいけな

いというのもあります。 

稚内市国境の街、宗谷は国境の地域であるとい

うことを考えれば、費用対効果以前に様々な効果

が、期待できるのではないのかな、と私は考えま

す。 

先ほど村長は、費用に関しては、ちょっと村と

しては考えなければいけないのかなという発言が

ありましたが、報道によれば、１２０万ドルから

１３０万ドルぐらいで、今の規模であれば、航路

が存続できるということです。 

稚内市、猿払村、宗谷町村会が１つになって、

経費に関しても、私は多少であれば、猿払村とし

て支出することも可能ではないのかなと、毎年、

学童交流、過去においては、一般の交流もあって

様々な友好活動がこのオジョールスキイ村を通じ

て、サハリン、猿払村とも結ばれて、その効果は

金銭や目に見えてこれだっていうのは見えません

が、子ども達の心だとか私達の生活や文化には、

根付いたものがあるのではないかと考えます。 

そのようなことを考えながら、これからも町村

会、道、国、稚内市と１つになって、サハリン定

期航路については、考えていっていただきたいと

思います。 

以上で質問は終わります。 

○議長（太田宏司君）：昼食のため、午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時４３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



- 21 - 

きます。 

一般質問を続行いたします。 

３番 高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：それでは一般質問通

告書に基づき質問をさせていただきます。 

猿払村の観光と道の駅についてであります。 

平成３０年度の村政執行方針の中の 観光 につ

いて、さるふつ公園や北オホーツク道立自然公園

の機能向上と景観の形成に向けた取り組みを進め

る、と掲げております。 

この観光についてと、村の拠点となるさるふつ

公園道の駅について質問致したいと思います。ま

ずはじめに、観光事業の推進というと、村外から

の観光客、顧客を招き入れ、猿払の自然、あるい

はイベント等に参加していただき、その事が地域

の活性化に繋いでいくとの考え方になると思いま

すが、観光の推進というものがすべてではないで

すが、村外向けでというイメージが強いというふ

うに感じております。 

猿払村が外にアピールしたい良いところを村民

と共に共有し、村外へアピールすることが必要で

はないかと感じております。 

また、観光イコール訪問者数、あるいは宿泊者

数でその進捗状況を判断されているのが現状です

が、そうした目標の設定では観光事業の意味はな

さないのではないのかと考えます。 

観光の目的とすべき指標は村に落したお金では

ないかというふうに思います。 

その意味で村民参加型の観光推進を考えるべき

と考えますが、村はどのようにお考えかをお伺い

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。 

村では現在、観光客誘客促進事業としまして、

大手旅行会社による日帰り及び宿泊ツアーの誘致

や、移住体験ツアーの実施をはじめ、観光協会と

の連携による、道の駅まつりなどの各種イベント

の開催、今年から実行委員会組織となりました猿

払観光まつりなど、村民参加型のイベントや観光

客を対象としたイベント等をさまざまな目的によ

り開催をしております。 

これまでも、イベントなどの開催については、

村民に携わっていただいておりますが、今後も官

民が一体となり、村民がより関わることのできる

参加型観光の推進を目指していきたいというふう

に考えております。 

また、議員のおっしゃるとおり、観光産業にお

ける指標は、入り込み客数の把握だけではなく、

村内経済への波及効果の検証が重要であるという

ふうに私も思います。 

現在村では、経済波及効果についての数値的な

データは押さえておりませんが、今後なんらかの

方法で把握できる方法を模索していきたいと、緊

急に模索していきたいという考えがありますので、

ご理解を賜り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）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：私は、村外あるいは、

大都市向けの活動はだめだと言っているわけでは

なくて、それはそれで村のＰＲですから、経費は

掛けるべきだと思っております。 

結局、今村長もおっしゃいましたけども、住ん

でいる住民が猿払村の魅力とかを、一緒に発信し

ていただけるような環境を、村も考えていただき

たいということであります。 

議員研修で、岩手県の大船渡市に行ってまいり

ました。 

大船渡市では、市は東日本大震災での町の復興

ということで、猿払村とはちょっと比較にならな

い部分もありますけども、そこで地域活性化につ

いて事業を進めているのは民間企業でした。その

方もおっしゃってましたけども、地元行政とはも

ちろん連携して事業を推進することは当たり前だ

が、行政自体では進まないと、事業自体は民間の

力が必要だというふうに言っておりました。 

また、先ほど山森議員の質問にもありましたけ

ども、先日２０日、企画政策課窓口で開催された

ワークショップの講師の方も、猿払村の良いとこ

ろを、あるいは、新たな商品開発の提案があった
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としても、それを地域活性化に繋げる企画が見え

たとしても、誰がやるのか、地元の人間なのか、

村外の人間なのか、それか地元と村外の企業のコ

ラボなのか、そこが大きな山というふうにおっし

ゃっておりました。 

村長には、観光が猿払村の主幹産業に加わるた

めの、今基盤作りをしているというふうに私は思

っております。 

もう一度強くその辺を打ち出してですね、村民

にも参加協力をもっと強力に推し進めてという強

い決意を表明していただきたいなというように思

います。 

要するに観光っていうものに対する概念を少し

ここで確認することということになるのではない

のかなというふうに考えております。 

もう一度その辺の強い表明をですね、村長にお

願いをしたいなというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：なかなか今まで取り

組んできた部分がなかなか目に見えてこないって

いうのは、現状であるのかなと。議員がおっしゃ

ったとおり村外の人方をうちの村に招き入れて、

いろいろな形の中でおもてなしをさせていただく

という形ではこれは非常に物足りないというに私

も感じております。 

その中で、第３の産業として、この観光産業と

いう部分も、私もこの４年間力を入れてきたつも

りでありますし、これからもきちんと観光産業に

ついて、また今、いろいろな形の中で、今までは

行政主導的にやってきた部分も、ご指摘のとおり

あろうかと思います。 

その部分は、先ほどの山森議員のご質問にもあ

ったとおり、村民を巻き込んだ中で、全体でです

ね、やはり考えていってもらわなければ、当然行

政マンだけでは、わからないところも結構ありま

すので、いろいろな民間の方々の中からいろいろ

なご意見等を、良いアイディアをいただきながら

ですね、一緒に取り組んでいって、猿払村を全道、

全国、世界に発信していけるような環境作りを、

これから少しでも作っていきたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：今村長の答弁にあり

ました、行政マンっていうか、それは私は悪いっ

ていうふうに思っていませんし、職員担当の方々

も一生懸命頑張ってこられたというふうに思って

います。 

先ほど言った、ワークショップのですね、非常

によかったというふうに思います。今８月にまた、

２回目開催するっていうふうに聞いていますし、

その時もですね、若い人たちもいましたし、本当

に役場職員の若い人たちも、いろいろな活発な意

見を聞かせていただきました。 

今もう１つですね、村民が参加できるっていう

形、あるいは、猿払村のいいところを把握すると

いう意味で、これちょっと調べてみましたら、こ

れ各町村にあるわけでないって、猿払村にないと

思うのですけど、稚内市にある観光マイスター制

度というのを作っているというふうに聞いており

ます。 

言ってみれば、地元住民がガイドの達人という

ふうに言われるような、そういった取り組みをし

ているというのを聞いておりまして、これいいな

っていうように思います。 

初級、中級、上級というのがありまして、資格

試験みたいのがあるようなのですけど、これでき

れば子ども達からそういったものを設けてもらっ

たり、大人は難しくて、一発じゃ受からんぞとい

うぐらいの猿払村のいいところ、あるいは、知っ

ておいたほうがいいなと、大人になってもそうい

ったことが猿払村にあったな、というのがわかる

ようなですね、そんな取り組みもしていただけた

らなというように思っております。 

そういうことで、村長も言われた、村民をもっ

と入れて、いろいろな村との連携をもとにですね、

この観光をぜひ進めていっていただきたいという

ふうに思います。 

２つ目の質問にまいります。 

猿払村観光協会が、一般社団法人となりました。

企業として観光に特化した法人は初めての事だと
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思います。 

一般社団法人さるふつ村観光協会に、村として

どの様な期待をされているか、また同時に道の駅

の管理棟の使用方法も、年間通じて活用出来る様、

事務所としている観光協会とも協議検討すべきで

ないかと考えます。 

村長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

観光に特化した公益法人として産声をあげまし

た一般社団法人猿払村観光協会には、本村の観光

振興に一翼を担っていただけるものと大いに期待

をしているところであります。 

とくに財政基盤の強化のため、収益事業に積極

的に取り組み、公益法人としての優位性を発揮し

ていただくことを期待しており、これからの取り

組みに対しましても、村としてもできる限りのバ

ックアップをしていきたいというふうに考えてお

ります。 

また、道の駅管理棟やイベントホールの効果的

な活用方策につきましても、引き続き観光協会と

協議をし、鋭意に取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：法人ですから、独自

の事業展開をして利益を生むというのは、当然な

ことだと思いますし、法人化されたのだから、行

政がとやかく言うことではないという思いはある

かもしれませんけども、やはり今まで、村が委託

をしてやってきた事業自体でありますし、今村長

の言われたように、支援はしなければならないと

いうふうに思いますし、支援をしていただきたい

というように思います。 

でなければですね、また役場の中に観光協会の

部門を持って職員がやるっていうような後戻りに

なってしまうのが非常に困ることになるというよ

うに思いますので、そうならないように、なんと

かお願いしたいと思います。 

しかし、体力、これ予測ですけども、中身はよ

くわかりませんが、法人化して、自己資本といい

ますか、そういったものも、私はないのではない

のかなというように想像しております。 

それで詳しく分かりませんけれども、先ほども

申し上げましたとおり、村外だけでなくて村民向

けのイベントの企画だとか、そういったものもこ

れから村と協議をしていただいて、その窓口にな

っていただいたときに、予算の関係もありますけ

ども、これはいいなという部分をぜひ取り入れて

いただいて、そして村民も参加して、そのイベン

トを協力してもらうとか。そのときには、村民に

も日当くらいは払えるような、そういう仕組みに

していただいて進めていってもらえるように、協

力をしていただきたいというふうに村も協力して

いただきたいと思いますが、なにせ村の財政上、

予算を確保するのは大変だと思いますが、せっか

く今始まったばっかりの法人が、いろいろな企画

をしたときに、ぜひ前向きに協議をしていただけ

るようにお願いをしたいなというふうに思ってお

ります。 

今のイベントホールの活用方法等について冬の

間、あそこはどうしても閉まってしまうといいま

すか、１２月頃には巽冷凍さんですかね、あそこ

で感謝祭だとかやっておられるのは見ております

が、村民にしても村外の人からしても、道の駅っ

ていう道の駅の言い方としては、管理棟も含めた

さるふつ公園全体だっていうふうに聞いてはいる

んですが、やはりトイレがあったり、あの建物が

あるとですね、道の駅というように、他から来た

人も認識するというように思います。 

それがですね、やはりいつ行ってもトイレしか

利用できないような状況ではまずいのでないのか

なと。もったいないという気もしますし、あの辺

のこともですね、こうなんとかこれからの構想の

中にですね、こう変えていく。 

年がら年中あそこはやはり開けて、観光協会も

法人化されたんですから、あそこで法人化された

観光協会のものを、年中売っているだとかですね、

いろいろな商品を集めてきて、ＰＲしていくだと
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かというふうな扱いはできないものなのか。 

そういった計画はないのかどうかっていうのも

ちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてご答弁申し上げたいと思います。 

まずイベント広場なんですが、議員ご承知のと

おり、昨年、あそこで年２０回程度イベント等を

開催されております。 

その中で公用とかもございますが、昨日６月２

４日日曜日に、ふれあい動物園ということで、イ

ベント広場のところと、あと管理棟において、赤

ちゃんライオンが来まして、あと小動物等も来ま

して、その中で参加させていただいたんですが、

その中では夢喰間さんだとか、商工会のほうでも、

ホタテの貝焼きを提供して販売したということで、

非常に子ども達も、どこから子ども達が来たんだ

ろうという部分で、実際には１１時から２時半ま

で行ってたんですが、かなり子ども達、当然親も

来ますので、好評だったということで、今後につ

いてもイベント広場のあり方、あそこが１番トイ

レの近くで、１番中心の部分であるものですから、

それについても活用方法も含めてこれから観光協

会と連携して、せっかくですから良い場所ですか

ら、なるべく空かすことないように有効利用、活

用していくことについて、観光協会等々また、各

種団体とも協議しまして、活用方法について、連

携して考えていきたいなというふうに思っており

ます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：先ほども申し上げま

したけども、観光協会がこの社団法人っていうこ

とですから、１つの法人ですから、いろいろなイ

ベントも自分達で地域に伝わるように、当然努力

もされるんだというように思いますし、今課長か

ら話があったイベントも、何回もやっているのは

認識しておりますけども、やはりあの冬の間も年

がら年中ですね、あそこのイベントホールを、う

まく活用していただきたいなというふうに思って

いるものですから、なんとか進めていっていただ

きたいと。 

法人のこともとやかくここでいうこともないと

思いますけども、都市部のこういった一般社団法

人がっていう協会、観光協会っていうのは、大体

６割以上が独自の事業で収益を得ていると。４割

前後が補助金で事業との連携の中で進めてる。 

そういった意味ではやはり、この観光協会です

ね、独自の事業収益に繋がるものを、どんどん提

案してもらって、それを村も受けて協議していた

だいて、やっていくのが１番いいのではないかな

というふうに思います。 

先ほど村長の言った、主幹産業と基幹産業が肩

並べていける観光産業にするんだというのであれ

ば、今始まったばかりですので、ぜひとも応援を

して、我々もそういった観光という部分を身近に

感じるように進めていくべきではないのかなとい

うふうに思います。 

３番目の部分ですけども、浅茅野台地のエサヌ

カ線について、先の定例議会の一般質問でも同僚

議員から、観光用に駐車帯を作ってはどうかとの

質問がありました。 

その事も含めまして、そのエサヌカ線の一本山

側のですね、浅茅野台地１１号線というのを観光

道路にしてはいかがかと思います。 

現在砂利道ですが、モケウニ沼と酪農地帯を展

望できる景色の良いところだと思っています。 

酪農家も大型機械が頻繁に利用しており、あの

道路を整備する事で、酪農家にとっても有り難い

話だなって思います。 

その道を通りまして、国道２３８号まで、途中

には大型法人もありますし、酪農家にも住宅周辺

から牛舎の周りから、そういった環境整備面から

も協力を得まして、観光道路として整備していか

がかなというふうに考えております。 

これは、単に道路を云々といったときに、農業

関係が１番先に出てくるんですけども、そうでは

なくて、観光も含めて、農業と観光を一体化した

中での、何か事業の導入の検討の余地はないかと

いうことを、その辺のことをお伺いしたいという
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ふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

浅茅野台地１１号線の舗装化につきましたは、

住民要望があることは私も承知をしておりますが、

舗装化の財源については今のところ補助メニュー

はなく、単独費での実施では道路改良を含めて多

大な財政負担となることから、実施は今のところ

非常に厳しいという認識を持っております。 

しかしながら、議員のご提案のとおり、モケウ

ニ沼からの景色は大変すばらしく、貴重な景勝地

でありますことから、この道路を観光資源として

活用できる有利な財源がないかどうか、引き続き

道、国とも協議を進めてまいりたいというふうに

考えておりますので、もう少々お時間をいただき

たいと思いますけども、できる限り我々としても、

力を注いだ中で何とかいい有利な財源はないかど

うか、今後もですね、考えていきたいというふう

に思っておりますので、もう少々お時間をいただ

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）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：もう財源の話をする

と、そういうことになるんだろうなというふうに、

私も理解できます。 

先ほど言ったように、農業と観光っていうコラ

ボレーションした村の取り組みっていうのは、な

にかこう前面に出して、国からの交付金持ってこ

れたらどうかなという思いもあります。 

ちょっと時間が掛かるかもしれませんけども、

なんとかお願いしたいなというふうに思っており

ます。あそこの駐車帯の話も、いろいろ話を聞き

ますと何もないところがいいんだっていう声も聞

いています。 

それが猿払の自然なんだっていう部分で、先ほ

どのモケウニ沼の景観も非常にいいんですけども、

まだほかにもですね、前にフェイスブックに載っ

たと思うんですけど、知来別の墓のほうから撮っ

たのかな。良い景色の場所もあるっていうふうに、

私初めて見ました。 

そういうことも考えますと、あちこちにまだま

だ良い景色のあるところもあります。ありますし、

これは村民も知らないところもあるかもしれませ

んし、そういった部分のアピールもしながらです

ね、観光という部分のことを、村民にも理解され

ながら進めていってほしいなというふうに思って

おります。 

これからまだまだ、いろいろあると思いますけ

ど、今いった農業と観光という部分についてはで

すね、なんとか推進をしていただけるようにお願

いをしたい。実はあそこのエサヌカ線、そのうえ

の１１号線から抜けるときには、法人が２か所あ

りますよね。グレースファームと拓進と。 

どちらかで、例えばスーツ着たまま搾乳風景を

見るとか、牛を見て行くとか、北の大地のほうに

行くと、そこではソフトクリームを売っているよ

だとか、その他の猿払の産物も売っている場所が

ありますと。だから観光バスもあそこでちょっと

止まって写真を撮っていったらいかがでしょうか、

牛を見ていったらどうでしょうかという、そうい

ったアピールもできるのではないかなと思ってい

るものですから、ぜひともまずあの辺だけとはい

いませんが、もしいいところがあれば、そういっ

た観光道路っていうことも、頭の中に置きながら

ですね、観光の推進も図っていただきたいという

ふうに思っております。 

次の質問に移ります。牛乳と肉の館について。 

牛乳と肉の館での商品化については、まずまず

の評価を得ていると思いますし、体験実習での利

用も村民から評価を得ているというふうに思って

おります。 

今後の牛乳と肉の館の活用方法についてお伺い

したいというふうに思います。 

まず、１点目は、現在新商品の開発を研究して

いると聞いております。 

製品開発の今後の計画がどの様になっているか

お伺いしたいというふうに思います。 

 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 
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○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。これま

で地場産品開発係を作りましてから、チーズのホ

タコロ、塩バターと、２種類の新製品を開発した

ところでございますが、現在のところ、新たな種

類のアイスクリーム製品の開発をしております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：商品の開発と商品の

販売営業力が一体となっていなければなりません

が、その体制はどのようになっているのかお伺い

します。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

議員のおっしゃるとおり、商品開発と販売営業

力、いわゆる販路を一体として考えていかなけれ

ばならないというふうに私も考えます。 

現在、猿払村畜産振興公社においては、新商品

の開発と併せ、地産の商品についても、全国的な

販路拡大を目指すべく、一部民間企業との商談等

を現在進めています。 

また、公社のホームページの開設と併せ、パソ

コンやスマートフォンなどから、直接注文ができ

るＥＣサイトを活用した販売展開も視野に現在検

討をしているところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：３番目の今後の製品

の開発に伴い、工場としての規模の問題も発生す

ると思います。 

そこには、製品のコストも含まれ、卸値の価格

を下げる努力も必要かと思います。 

リスクも伴いますが、投資をして工場としての

規模拡大あるいは工場の再編のお考えはないか、

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。 

商品を製造し、販路拡大をしていくためには、

ほかとの競争もありますので、製造コストをいか

に下げられるかが大きな課題であり、畜産振興公

社としましても、より多くの販売展開を実現する

ため、現在も徹底したコストカットの意識を持ち、

事業展開を行っているものと認識をしております。 

しかし、工場の規模拡大や再編につきましては、

当面は状況を見定めさせていただきたいと考えて

おります。 

まずはふるさと納税の返礼品の取り扱い状況も

含め、全国的な販路の拡大に重点的に取り組むこ

ととし、そのうえで工場の規模拡大が必要と判断

される場合には、改めて皆様方と協議をさせてい

ただいて、検討して参りたいというふうに考えて

おります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：牛乳と肉の館ってい

うのは、当初は酪農産業に貢献できる、そして村

の独自の牛乳、それから牛乳にまさる製品の開発

が目的だったのだろうと思います。 

ただ現在そういった中で、牛乳にしてもバター

にしても、塩バターだとかそういったものも非常

に好評を得ていると私は感じてますし、建物自体

も体験実習ということでは、村民からも非常に好

評を得ているのではないかなというふうに思うん

ですよね。 

ですが、これ村が主導してるからなのか。例え

ばですね、私も一時、西條にですね、牛乳配達を

頼まれて行ったことがあるのですけど、棚ってい

うのは１つの企業っていうのか、会社っていうか、

雪印とか四つ葉とかありますよね。 

これとるためには、アイテムをたくさん置かな

きゃならない。そこにさるふつ牛乳が１本だけ、

置くまで並ぶのですけども、行った時には後ろに

はあるんだけど、前は塞がってて、別なものがあ

るんですよ。 

それをまず退けながら置くんですけども、また

次に行ったらまた置かれて、奥が見えないように

なっている。要するに販売戦略の中には、そうい

った、そればっかりが販売の方法ではないと思う
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んですけど、どっかの店の場所を変えてやるには、

やはりアイテムがなかったら、場所は捕らないと

売れないんですよね。 

そういったことも考えて、まだまだ商品の開発

は必要だと思うのですが、先ほども村長がおっし

ゃられていましたけども、コストの面から考える

と、これやはり売れるものはやはり拡大してコス

ト下げる方法も考えないとですね、ならないし、

現状維持でいいかってことをまず、すごく気にな

るんですよね。 

先ほどの体験実習にしても、それから場合によ

っては蕎麦の関係もあったりして、蕎麦なんかア

レルギーの関係もありますから、非常にあそこで

管理している人間にとっては、かなり真剣になら

なきゃならない。 

神経質になるのかなというふうに思いますし、

１つのラインを動かしたら、ほかのラインが動か

せない。 

それで消費者というか、販売をしようとしてい

る姿勢が見えないのでないかなという部分もあり

ますし、ぜひなんとかその辺を企業感覚に基づい

て、リスクは背負うけどもやるぞっていう気持ち

にならないと、前に進まないんじゃないかという

ふうに思います。 

ですから私もう１つお聞きしたいのは、これは

今私のなんとなくの現状の中では問題なく動いて

いるのかなっていう、経費、収支の面ではあるん

ですが、こういったものは村が応援するには、や

はり研究開発だとか、先ほど言った体験実習だと

かという部分では応援をすべきなんですけども、

やはり製品を作って販売するには、やはり収益を

求める体制作りをしなきゃならない。 

それを村がずっとこのままやるのであれば無理

だから、現状維持をしようとしているのか。 

あるいは、どこかの時点で、乳製品の製品の開

発は村が応援するけども、製造販売はどこかでや

れよというふうに考えておられるのか、その辺の

ことをちょっとお伺いしたいなというふうに思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：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。 

今、牛乳と肉の館の部分で、現状の商品、まず

は最初に、今の新製品もそうですけども、先ほど

村長の答弁にもありましたとおり、現状の商品を

まずいかに流通コストに乗せてくかっていうとこ

ろだと思っています。 

実際に３セクいわゆる、この牛乳と肉の館が建

設になったときにはですね、おそらく最初の目的

には、やはり村内の人たちにも酪農を理解してい

ただきたいという目標があったと思います。 

ただ、それを建てたときにおそらくこれは想像

でありますけども、時の村長なり、助役さんなり

は最終的にはですね、３セクの姿を組んだという

ことは、やはり村内の人たちに酪農を知ってもら

うほかに、いわゆる村外に、酪農の王国の乳製品

をＰＲしたいと。最終的には販路拡大して、猿払

村をＰＲしていきたいという思いがあったと思い

ます。 

ですから、いわゆる３セクでありますから、や

はり企業なわけでございます。ですから昨年来、

私もちょっと販路拡大に歩いておりますけども、

バター製品にしては、消費期限の問題がありまし

て、これをいかに長くもたせるかということで、

昨年来から冷凍保存しながら、１年間かけて、こ

れは大丈夫なものなのかというところの研究をし

ていて、これが可能であれば、最終的には民間の

企業の大型の冷蔵庫を借りたりしながら、販路の

拡大をしていきたいと思っておりますし、アイス

クリームにつきましても、やはり今の規模の中で

いかに販路を広げていくかというのが、最重要だ

と思っております。 

投資をするのは、簡単なのですけども、やはり

議員さんおっしゃるとおりに、コストカットをし

て商品を売っていかないと、最終的には、企業と

しての経営が成り立たないということになります

ので、その辺は十分承知をしているところでござ

いますし、基本的には村としては、最終的には今

きちんと販路を含めた流通形態に乗せると。これ

を乗せたあかつきには、やはり民間の企業、村内
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にいる人たちの中で、それを継承していただける

ような、販路を安定させてお渡しすることも、将

来的には検討していかなきゃならないんだろうな

というふうに思っております。 

昨年の収支決算を見ると、３５０万円くらいの

収益が少し出ておりますけども、これについては

まだまだ不足をしていると思います。 

将来の機械の設備投資、あるいは、村民のみな

さん向けの実習の機材の充実を含めるとですね、

まだまだ不足していると思いますので、この辺も

併せて、今後も経営努力を続けていきたいと思い

ますので、ご理解をお願いしたいというふうに思

います。 

以上でございます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋 透君・登壇）：あそこに若い職員も

入って、すごく意欲的にいろいろな商品開発した

りしていますし、いまの建物っていうのは、いず

れ壊れますし、機械にしてもですし、ましてや食

品を扱ってることについては、非常に神経尖らし

てですね、より安心安全なものを届けようとして

いるんだろうというふうに思います。 

今副村長もおっしゃられましたけども、ひとつ

の方法としてはやはり業者に委託するっていう部

分も有るかと思いますけども、１つだけお願いし

たいのが、商品開発をするときの、やはりこだわ

りをもった商品を作ってほしいなという思いがあ

ります。 

それを、村民もお歳暮だとかお中元だとか、知

り合いのところに、お土産だとかっていうのは、

ほとんどホタテが多いんですよね。持って行きや

すいのもあるし、もらったほうがやはり高価なも

のもらったなというイメージがあるのか。  

ぜひとも乳製品も、持っていけるように。私も

使ってますよ、使ってはいるんですけども、比率

にしてはちょっと低いなって気もしてます。 

そういった意味で、村から村民にもお願いしな

がら、そして先ほどいったように、観光ですとか、

そういった意味で猿払の名前を売る１つの手段と

しても、ぜひ、前向きに検討していただいて、先

ほど副村長もどっか継承したいという話も出まし

たけれども、やはりリスクは、どこかで背負わな

ければならないんですよね。 

ですから民間なら民間がある程度背負わなかっ

たら、次にステップは踏めないというふうに思い

ますし、役場がすべてリスクを背負ってやるって

いうなら、現状維持でしかないなというふうに思

います。 

そういった意味で、あそこは何とか期待してい

ますので、ぜひ前向きにご検討して進めていただ

きたいというふうに思います。 

以上で私の質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 

 

 


