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◎日程第５ 議案第１号 

 

○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。 

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。 
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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

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。 
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○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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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。 

ありがとうございました。 

 


