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平成３1年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

平成３１年 ３ 月 ５ 日（火曜日）第１号 

 

◯議長（太田宏司君）：７番、野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：６項目について質問

をいたしたいと思います。 

３定例会ほど一般質問を休んでおりました。少し項

目が多い気がしますので、少し勉強不足のところもあ

りますけれども、それは１つご許しをいただきたいなと

そういうふうに思います。 

１番目のインディギルカ号遭難者の慰霊碑につい

て。 

これは昨年７月くらいでしたか、教育委員会のほう

からご紹介をいただいた、元道新の記者、今は定年

退職をされて、フリーでジャーナリストをやっていらっ

しゃる。 

そして猿払のインディギルカ号の取材に関わった

と、そういう経歴をお持ちの方でございました。 

浜鬼のほうを１つご案内をしていただきたいというこ

とで、そういう機会がありました。 

いろいろとお話をさしていただきました。 

後日、９月１６日付の日曜版の別綴りのところに私

の写真も入りましたし、ただし、私とお話をしたことに

ついては、一言も記事に載っていませんでした。それ

は蛇足になりますけれども、本年は、インディギルカ

号の遭難、昭和１４年１２月の１４日、数えて８０年にな

る年だと。それをはっきりと取材に来られた方もお話

をしておりました。来年はそういう８０年という年にあた

るんだと。村のほうではなにかそういう記念のことを考

えているんだろうか。 

それがずっと気になっておりましたので、それをま

ず１つお聞きをしたいなと。 

第５０回までのこのインディギルカ号の遭難者の慰

霊祭につきましては、いろんな形でやってきたと思い

ますし、私も記憶しているところでございます。 

しかしその後は、ちょうど観光まつりの日にあたる

日に魚霊祭のほうに参加された方々が終わったあと

に、献花という形で、来られる方とそうでない方もいら

っしゃいますけど、細々とやっているという形ではな

いのかなと、それでもずっといいと思いますけれども、

私はこの１つの節目、このインディギルカ号の遭難が

あったことによって、昭和４８年にインディギルカ号の

遭難者の慰霊碑が全国から皆さん方の浄財を集め

て作られて、それがそういう縁があったということを、

今で言えば、村おこしの１つですよ。 

それがこのインディギルカ号とそういう縁があるとい

うことで、それが観光の１つの柱にもなってきている。

そういうことを節目、節目で皆さん方に思い起こして

いただくのと、これは近未来もそうですか、子供達、

次の世代の方々に受け継いでいただきたい。 

そんな思いもあるのではないのかなと。 

今、現在村長さんはどのようにお考えになっている

のか、お聞きしたいと思います。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：野村議員のご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

今、野村議員のご質問の内容と重複してしまうとこ

ろがありますけども、ご勘弁をいただきたいというふう

に思っております。 

議員のおっしゃられたとおり、昭和４６年にインディ

ギルカ号遭難者の慰霊碑が建立されて以来、さるふ

つ観光まつりの開催に合わせて、当時のソ連から要

人を招き、慰霊祭を挙行してきたところでございます

が、遭難から５０年を経過したことから、初期の目的を

達成したものと判断し、平成１４年からは、慰霊祭の

執行取りやめ、現在の献花方式に遭難者を弔う形と

なっております。 

当時の政治的背景を超えた救助活動は、これは

後世に語り継いでいかなければならない出来事では

ございますが、人的、金銭的な負担も考慮し、節目で

の記念行事などは行わず、囁かではありますが、現

状の献花方式を継続してまいりたいというふうに考え

ております。 

以上です。 
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◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：費用的な面もあると。

５０年で終わったと。終わったわけではなんですけど、

ただ、今年度はそういう８０年という記念、８０周年とい

う、毎年やれとかということではなくて、今後も８０年、

それから次は９０年、１００年、私達もそこまでいらっし

ゃるかどうか分かりません。 

村長さんも今日の所信の表明の中で、４年後には、

猿払村も開村の１００周年を迎えると。 

ちょっとお話ずれますけども、去年から今年にかけ

て、北海道１５０年。 

松浦武四郎さんの生誕２００年ぐらいですか。 

松阪市でも北海道ももうこの北海道命名１５０年。

松浦武四郎さんの功績がこれくらいクローズアップさ

れた年はない。 

しかしながら、私、猿払村の中で、同じ北海道が主

催ですから、北海道が親だとしたら私たちは地域に

住んでて、子供であったり、兄弟であったり、北海道

民ですから、猿払村の事業の中に北海道１５０年、生

誕ですか、命名ですか、１５０年という冠でやった事

業が今年度あるのかどうか。 

本来は、私は北海道が１５０年迎えたということで、

北海道自身がそういう事情をやっているから、市町村

がこぞってこの北海道が１５０年ということをお祝い記

念をしながら、そういうのを、北海道民として共有する

ような事業がこの猿払村の中にもあってはいいんで

はないのかとそういうふうにも思ったりもしておりまし

た。 

そういう意味で今年は予定していないんだというの

であればそれはそれでいいと思いますけども、例え

ば、開村１００年の時にインディギルカ号というのは、

消えて無くならないんですよ。 

猿払村では。他は違いますけども、猿払村は無く

ならないんですよ。 

そういうのも含めて、今後、やろうというお考えはあ

るのかな。 

例えば、北海道命名１５０年ですか。 

このことについても村長さんの今のお考え方という

のがもしあれば参考までにお聞きさせていただきた

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）：野村議員からこの質

問をいただいてから、私もいろいろ考えながら担当と

検討させていただきました。 

８０年というのも１つの区切りということで非常に理

解はいたします。 

その中で執行方針にも述べましたとおり、あと４年

後には開村１００周年という形を迎えます。１００周年

の式典に当たって、当然、数年前からプロジェクトチ

ームと言いますか、いろんな形で計画をしていかなき

ゃならないんだろうというふうに思っております。 

その中で、このインディギルカ号の部分をどういう

形で１００周年に向けて、やっていけるのかどうか、こ

れも含めて検討して行こうという話になっております

ので、その中でプロジェクトチーム、どういう形で今後

チームを組んでいくのか、これからになりますけども、

今議員おっしゃられたとおり、これは国際的な問題で

ありますから、本村だけの問題ではありません。 

その中でいろんな振興局だとか、道だとか、いろん

なところに働き掛けをしながらなんとか実行に移せる

ような形で、進めていければいいかなというふうに今

現在思っております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：１００周年に向けて、

村長の中で今考えていらっしゃるというお考えを今述

べられたので、それはそれで、今年度８０年ですけど、

次世代に残していかなければならない、お伝えをし

ていかなけばならないことだなとそのように感じます

ので、開村１００年の際にそういう形で残していただけ

るのもそういう方法も大いにやっていただきたいなと

そのように感じるところでございます。 

その節は猿払村の開村１００周年なんですけども、

いろんな形で北海道と猿払村は親子の関係というか、

消えない関係でありますよ。当然、そういうときは宗谷

振興局、あるいは、そういう手先を通じて、北海道とい

う大きな地方自治体組織に親分にお手伝いをいただ

くわけですから、私はそれ以上答弁求めませんけど、

１５０年というそういうものがあった場合には、猿払村

の事業の中で大いに協力し合って、やっていくのが
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筋ではないのかな。それについては、これ以上は申

しません。 

２番目のインディギルカ号の人達が、７０２名の方

ですか、遭難されて、それの大部分の遺体がこの海

岸に打ち上げられて、それのほとんどが浜鬼志別と

知来別でそれぞれ火葬をされて、土の中に埋められ

たと、そういうふうに私達もお聞きをしているわけでご

ざいますし、場所等についても、古くからの私達のだ

いぶ先輩の方からお聞きしますと、大体場所も特定

ができたのかなと、そのように思います。私ちょっと勘

違いしましたけど、昭和４６年に慰霊碑ができるまで

は、それぞれの知来別にも浜鬼の墓地にも大きな４

寸角か５寸角くらいの大きな弔場が建っていた記憶

が私達もございます。 

ですけど、私達も少しずつ年になってきて、いろい

ろ考えてみますと、少しそういうところに埋められて、

帰られなかった人方の慰霊を慰めてあげる、そういう

慰霊碑も実際に埋められた場所に人里離れたところ

であれば別ですけど、墓地というすぐそばであるので、

１年に１回や２回は皆さん方墓地に参ります。そういう

人通りもあるところに埋葬された場所はあるわけです

から、そういうところにそんな大きなものではなくてい

いですけど、記念になるようなものを作って上げられ

たらいいのではないのかな。 

私も記憶にありますけども、村のほうから提案あっ

たのは分かっております。 

ですけど、そのときは、なんかまだちょっと、そういう

気持ちにはなりませんでした。 

ですけど今少しずつ皆さん方のご意見も聞きなが

ら、私はそういう慰霊碑を村、それから地域が協力し

ながらそういうものも作って上げたら良いのではない

のかなとそのように考えますけど、今現在村長さんは

どのようにお考えになっているのか、お聞きをしたい

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）：ただいまの議員のご

質問の中にありました、遭難の関係つきましては、７０

２名の方の遭難者の遺体は浜鬼志別の海岸でほとん

どが荼毘に付されました。その多くは、本国に返すこ

とができたものの、返すことができなかった、遺骨の

一部が現在の浜鬼志別の大浄寺のところと、それか

ら知来別の墓地のところに埋葬されているというふう

に聞いております。 

過去の慰霊碑の建立などに、なんだかの形として

残すことが妥当ではないかということで検討したことが

ありますが、管理面や金銭面などの負担などを考慮

し、断念した経過ございます。 

また、平成２８年にこの村のほうから非公式ではあ

りますけれども、総務経済常任委員会の中で、話し

合いをしていただけないだろうかという形の中で、あ

る程度のモニュメント的なものを、図面も出しながらい

ろいろご意見をいただきました。 

その場では結論をいただくような場面ではございま

せんので、議員さんの持っているようないろんなご意

見の形で出していただきました。 

また、その以前にも、私も協働まちづくり推進課長

のときに、そういうような案件というか議員さんからお

話があった中で、実際に、当時の助役さんと現場を

確認して、当時、お話を聞いた知来別の方々にいろ

いろ話を聞いた中で現状を確認しに行った経過があ

りまして、そのときにもそういうようなご提案を申し上げ

たんですけども、その時もそこまではいらんだろうとい

うような形になってたような記憶がございます。 

そういうような状況の中で、また後ろ向きな答弁に

なってしまいますけれども、先ほどと重複いたします

けども、現在行われているインディギルカ号の慰霊碑

での献花により、その方々も一緒に遭難者弔う形とし

てさせて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）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：村長さんの今の答弁

ですと、作る考え方はないということで、今後もないと

いうことで。 

私も２年前ですか、出てきたときはあまりにも唐突

な話だったので、自分の中の考え方がまとまらなかっ

たこともあります。 

ですけど、今は作って上げたほうがいいかなと。そ

れはいろんな形で財政とかそういうこともあります。 

ですから、無理に付けるということではございませ

んし、当然、地域の方々の考え方も十分に参考にす
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る、あるいはまた私たちも自治会みたいな形で、お掃

除でですとか、そういうことも買って出てやっていかな

ければならないだろうと、そういう考え方はしておりま

す。 

もしそういうものが作られれば当然、そこには異国

の地で帰れなかった人方のそういう尊い命があります

し、私も４０代ぐらいのときに、１回ハバロフスクとかウ

ラン・ウデとか行きましたけど、１番先にご案内された

ところは、日本人の墓地でした。本当に私達の大先

輩方は、本当を涙を流して、その日本人墓地の中を

お参りされた経緯もあります。私達も本当に胸にジー

ンと来るものはいっぱいありました。 

そこの人方もきれいに、私達が行く前にお掃除は

草刈り、お掃除はされてくれたんだと思いますけれど

も、そういうような経験もありまして、私達もそういうお

返しをするべきかなと、そんなふうに思いました。 

なかなか予算的にも掛かることですから、地域の皆

さん方のそういうお考え方というのも必要ですし、村

長さんもそういう考え方に変わっていただいて執行し

ていただければなと、そのように感じます。次の観光

についてです。 

観光につきましては、観光の施設と申しますか、さ

るふつ公園内、議会の中でも去年も視察をしました。

ですけども、今さるふつ公園の中に建物がポチッポ

チと消えていって、あとまだ農業資料館も現在閉鎖

中。 

それから風車についても、これ以上どういうふうな

形で利用されるのかな。 

そういう考えというか、手のくだしようがない。そのま

まただ、このなんと言いますか、写真のバックとして、

それは良いんではないかと。 

ですけども、以前あった牛のモニュメント、それも老

朽化で取り壊しと。子牛とか、それから乳牛等とか、

子供さん方が本当に来られる、私達もそうですけど、

猿払村も基幹産業はなんなんだ。 

すぐ後ろにはもう広大な牧場があります。そして夏

の間放牧されてる間は牛もおりますし、それはもう観

光に来られた方々も大変満足をされて帰れることだろ

うと、そういうふうに思います。 

しかし、それとまた公園の中に、そういうモニュメン

トがある、ないというは全く違った話で、来た時に、こ

の側で触れる。そして見られる。 

そういうものを私は復活すべきでないのかなと。そ

れから、まだ、あれですけど、ホタテの大産地、日本

の一大産地、世界でも有数の産地でございますので、

今までホタテのそういうモニュメントというのは、なにも

ないですよ。 

せいぜい魚霊祭、いさりの碑、そこには貝殻がいっ

ぱい乗ってますけども、それはそれで１つは記念に

なるものだと思います。 

しかし、そういうものも含めて、このモニュメントを復

活すべきではないのかなと、そんなふうに思いますけ

ど、いかがでございますか。 

◯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。 

さるふつ公園内の稚内側にある施設につきまして

は、兼ねてから老朽化が著しい状況でありましたこと

から、順次施設の解体を行ってきた経緯があります。 

昨年も、議員おっしゃるとおり、乳牛感謝の碑を解

体したほか、農業資料館も、現在閉鎖中となっており、

寂しい状況になっているということは、私もひしひしと

感じております。 

以上のことから、議員さんのほうから前向きなご意

見等もいただきましたので、観光協会などと関係機関

とも連携を図りながら今後、さるふつ公園の全体像に

ついて、ハード、ソフト面の両面から検討進めていき

たいとふうに思っております。 

また、一昨年せっかくあそこの土地も購入させてい

ただきましたので、そこも含めながら、今後あそこの公

園についてどうしてかということも検討していきたいと

いうふうに思っております。 

また、１つの例として、今議員さんからおっしゃられ

たこのモニュメントの復活だとか、いろんな部分、過

去にもホタテのモニュメントをあそこに作って置いた

ほうがいいんではないのかというような意見もいただ

いた中で、私も当時担当でしたから、ＦＲＰですね、

口が開いたような、よく毛ガニの大きいやつとか、ホタ

テの東北なんかに行くと大きいやつがありますから、

そういうのも参考にさせていただきながらやったんで
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すけども、大体経費２０００万円ほど掛かったと当時記

憶しております。 

そういう状況の中で財政的なことも鑑みながら、今

後、この部分については検討させていただきたいと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いしたい

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）：モニュメントですね、

計画的に、今村長さんのお話ではホタテの大きなモ

ニュメントには２０００万円以上もしたということでござ

います。 

子牛とかは、たぶんそんなにしないと思うんです

よ。 

ホタテもそんな大きなものでなければ、ただ、計画

的にしていかないとなにをどうしていくのかということ

なんで、せっかく猿払村が日本でも１番のホタテの産

地でございます。 

ですけども、なにもそのようなものが、料理とかそう

いうものはいっぱいありますし、まるごと館の中も水槽

の中にホタテがあります。 

ですけども、それとまた表にそのようなモニュメント

があるというのは全く特別なことであって大きなものを

作れとかではなくて、小さくても、少し数を作るとか、

子供さん方が来たときに少し触って遊んだりなんなり

できるようなものから、はじめていって、少し今まで記

念になるものは、当然、日ソ記念館、そしてその農業

資料館、そして牛のモニュメントですか、そしてあと何

年持つか分かりませんけれども、今の風車があって

近い将来になればどこかで、今でも老朽化してきてま

すから、そういうものに変わるものではないんですけ

ど、今までないものの中で猿払の産業というものを、

ホタテばかりではなくて、毛ガニとかあるいは鮭だとか、

当然、この猿払にはイトウもおりますから、そういうもの

もところで登場する機会があってもいいのではないか

なと思います。 

牛のモニュメントにつきましては、私は早く作ってあ

げたらといいのではないのかなと思います。 

ただ、本年度については、そういう予算にもなにも

計上もありませんので、もう１度村長さんがどの程度

私の質問に対して、本気で考えているのか、その辺

お話をもう１回聞かしてもらっていいですか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：ちょっと私の例の話

が誤解を招いたようでございますけども、物の大小と

か金額の大小ではなくて、そういうものが当時あった

という形の中で、議員さんからおっしゃったとおり、大

きなものをどんどん建てるのは非常に厳しいと思って

います。 

ですからある程度のものを今後作るにしても継続

的に複数年でやって行かなければ、非常に財政的

に厳しいだろうというに思っておりますので、議員さん

からせっかく今ご提案いただきましたので、今後きち

んと検討していきたいというふうに、複数年で、単年

度で一気に整備というのは非常に難しいでしょうから、

どういうものがいいのかを検討しながら複数年で進め

ていきたい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）：ぜひ、財政的な問題

というのは、１番の問題ですから、そこの中でどういう

計画をつくるか、そしてまた今村長さんおっしゃった

ように、計画を立てて、ぜひ、やっていただきたいなと

思います。 

それからもう１つ、猿払村も本当に貧困の時代があ

りました。 

それに対して財政再建、あれに尽力をされた方々、

また、ホタテなどの復活等に尽力をされた方々等の１

つの物語と申しますか、そういう物語の中で、そういう

人物像の登場はいかがなものなのか。 

これは提案ですから、考えてなかったかもしれませ

んけれども、そういうことも１つお考えをいただいて計

画の中に入れていただければいいかな。 

それは今後４年間の中で開村１００年に向けての

課題もあります。 

その後の、観光の政策の中にもそのものが出てき

てもよろしいのではないのかなとそんなふうに思いま

す。 

これは意見ですので、ご答弁はありません。 

次、３番目の後継者の対策について。 

１、農業後継者、あるいは承継者となってますけど、

後継者は親子という意味で、あるいは継承者というの
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は親子ではなくて、農業をやめられる方。 

今年で辞められる方。新規で入ってきて、ぜひ、農

業をしたい。 

それが承継者という意味で使いました。 

しかし、この対策はどのように考えていますか。 

今までにもいろんな形で、後継者も承継者もたくさ

んあったと思います。 

しかし、現状としては少しずつ農家の戸数は減っ

ているのは現実でございます。 

そういった中で、今後も後継者の対策というのはし

ていかなければいけないと思います。 

今は村も実際はしているんです。 

しているんですけど、なかなか先ほどの同僚議員

のその移住対策がありませんけど、なかなかすぐ簡

単に効果が上がるものではない。 

今出ていないとしたらこれからどんな対策を打たれ

るのか、それをお聞きをしたいと思います。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

農業後継者対策につきましては、生産技術や経営

に関する知識を習得する場であります、猿払村酪農

塾が農業後継者等で組織されており、村では運営費

の一部を補助しております。 

また、継承者対策につきましては、村の構成メンバ

ーである農業担い手育成センターが組織され、新規

就労者の確保や情報の共有など収納に向けた取り

組みを現在行っており、こちらに対しましても、運営

費の補助を行っております。 

また、これらの取り組みにより、来年度も１件の新規

就農の見込みとなっていることから、一定の効果が出

ているものと考えておりますけども、ただ、補助をすれ

ばいいというわけではございませんので、これは行政

と農協または農業センターのほうといろんな形の中で

担い手育成センターほうとも協議、検討しながら、今

後、後継者、継承者対策について取り組んでまいり

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）：来年度１件就農が決

まっているというお話でございました。 

私の質問は少しとりとめのない質問かもしれませ

ん。 

ですけど、この後継者につきましても、それから承

継者につきましても、皆さん方相当真剣にやっていら

っしゃると思いますし、ただ、いろんな条件がマッチン

グしなければ、それは成し得ないことで、ただ、今ま

でもたぶん６０件くらいの今農家さんの中で、半分近

い方々が新規で入ってこられて、今はそろそろ次の１

世代でなくて、次の世代の方々に継承されていると

いうのが、今の実態の時代だと思います。 

そこらもまた、この次の世代を継がれる方、そういう

方々が現実の問題としてあるわけですよ。 

ですから、こういう仕事というのは、休みは多分な

いと思うんですよ。 

それと、そのときどきですから、３年ぐらい前までは

なかなか農業の方々もなかなか牛乳の生産は上がっ

てきてもなかなか借金のほうに返済に回ったり、個体

販売にしてもなかなかそんな自分たちの計算どおり

には行かない。 

しかし、３年ほど前から、今後、少し乳価も上がって

きた。そして、個体販売も高くなってきた。少し好転を

している。 

私もこういうことを考えたことがあります。 

本当は日本の中でも適地適作という言葉があると

思うんですけど、いろんな気候、風土によって、よくで

きるものと、もちろんその辺まだ今でも米はできませ

ん。 

米はそれでも品種改良によりまして、米が不作にな

るというようなことがあまりなくなってきたのかな。 

それと北海道の米が今１番美味しいと。 

昔は私達が２０歳ごろまでは北海道の米ではなく

て、新潟の米でしたよ。 

北海道の米はなんか加工米って言ったらおかしい

ですけど、そのようななかなか美味しいお米ができな

い。 

ですけど、北海道米が今全国でも一番引き合い、

それと値段も適正な形で流通している。 

そして昔は、牛乳も本州でどんどん搾って、そして

本当に脂肪面も少ない。 

それでも同じ飲用乳、北海道で生産される良い牛
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乳よりも高く取引をされているというそんなような、私も

議論してお話ししたら、適地適作だと、そんなところ

が本物であるわけじゃないのかと。 

しかし今は、いろんな形で国際的なそういう貿易だ

とかそういうのも増えてきて、正当な評価がされるよう

になったと思います。 

そういう中で、今は農業に就農される方も意欲を持

ってされるようになって、もっと以前よりは良い条件の

中でされて、後継が出来るなのかなと、そのように私

は考えておりますけれど、この後継者というのが１番

大事なことですから、村のほうも、あるいはその農業

の団体の方々のそれなり私どもがとやかく言う事では

ありませんけれども、人と人とのマッチングですから、

１番気を使いながら、どこでマッチングをして、その成

功をされるか。 

そして成功されても、それがずっと続いていくという

ことですから、この農業後継者につきましても、じっく

りと成果が上がるような方策を考えてやっていただき

たいなと思います。 

２番目、商工業の後継者についてはどのように考

えておりますか。 

◯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。 

先般、商工会が実施したアンケートでは、２２の事

業者からの回答のうち、後継者が決まっている事業

所は約２割で、事業継承を考えている事業所が、全

体の約６割というふうになっていると聞いております。 

この結果を踏まえまして、どのような対策ができる

か、今後、商工会ともきっちり連携を図りながら検討を

進めていきたいというふうに思っておりますので、ご

理解をいただきたいというふうに思います。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：商工会のそういうアン

ケート調査等の結果もありますけれども、私は商工会

とお話しをされているんですけど、村長さんはどのよ

うにお考えをしているのかと聞いたんですけど、商工

会と聞いて、商工会がこうだって言ったらそれでやる

んですか。 

農業後継者も同じですけど、村長さんはどのように

考えて、どういうふうにしたらこういう後継者の問題が

解決されていくのか。 

これ商工業も後継者、あるいは周りの従業員です

とか、そういう人方もどんどん高齢化をしていて、なか

なか若い方々がやってこない、そのような時代になっ

ておりますよ。 

インフラが今どんどん猿払村に住んでる人方がど

んどんインフラも自分達が住んでいる街も、インフラも

今何年かしたらできなくなります。 

商工会も無い業種がいっぱいありますよ。 

それもなかなか新規の人がこない。 

ですから、村長さんが商工会に相談して聞くんじゃ

なくて、村長がどういうふうにお考えになっているのか

ということをお聞きしたいです。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：当然、村内から各い

ろんな企業が消えていくという部分については、住民

生活に直結する問題でありますから、非常に危惧し

てるところではございます。 

将来的に今鬼志別通りも含めてシャッター街があ

るところもあります。 

今後、そういうところも含めて、就労の条件として、

年齢制限とかありますけれど、そのためにいろんな奨

学資金制度、就労のための奨学資金制度も設けなが

ら、また、商業振興条例も作りながらいろんな形で新

規に起業をしていただけるような方々の募集も含めて、

これは行政だけではなくて、商工会と対になった形の

中でこれは進めていかなければならないだろうという

ふうに思っております。 

また、行政だけの思い込みだけではいろんなことも

できませんので、商工会として、今後、その商工業を

維持していく上でどういうようなことも商工会として必

要なことを考えているのかというところを含めながら、

また改めて意見交換をしていきながら今ある商店街と

も含めて、存続していけるような形でやっていきたい

というふうに思っておりますし、また、新規にこちらの

ほうで起業していただけるという方々もしっかりと募集

をしながら、やっていきたいと。 

また、農業だとか商店もそうですけれども、お店と

住居とどうしても１対になってるところもあります。 
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新規に入って来るというふうになると、その商店等

住居を切り離したような形の中で継承していかなきゃ

ならないとかいろんな問題ありますけれども、そういう

ことも今後検討しながら、進めていきたいなというふう

に思っております。 

商工会のほうからどのようなご意見もあるか分かり

ませんけれども、それに対して、いろんな補助制度を

見つけながら我々としてもやっていくところはしっかり

やっていきたいというふうに思っております。 

確かに今まであった業者が無くなって行ったという

こともあります。 

だからこそ、今ある業種の方々を、今後、存続して

いけるような形でいろんな各種事業も少しずつです

けれど、進めていきながら、この村で経営していける

ようなことも、これは行政として、当然、考えていかな

きゃならないというふうに思っております。 

これは財政的な問題もありますけども、それだけで

はなくて、いろんな企業がこの村からいなくなってしま

うということについても、非常に由々しき問題でござい

ますので、そこのところもある程度継続していける形

でいろんな施策をこれから取り組んでいきたいという

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）：商工業も本当に商工

会に加盟しているか企業も以前よりは相当少なくなっ

てきていると思います。 

ただ、中では後継者も帰ってきてるところも見受け

られておりますので、少しは私も希望を持っていいの

ではないのかな。 

それとそういう人方を発掘をして、そして猿払村で

も立派に商売ができるんだよというような環境を作っ

てあげなければ、今の商業振興条例も村長さんも思

い切って作っていただきました。 

しかし、商業振興条例を作っても投資が必要です

し、そして帰ってこられて、実際に即決で生活は続け

ていかなければならないと思うんですよ。 

そしたら自分もご飯を食べなければならない。自分

のご飯も食べさせる。商売も成功させる。大変ですよ。

なかなかこれる人は少ない。なかなか大変だと思いま

すよ。なかなかいないと思いますよ。 

ただ、今移住定住、そこの中でもたくさんいろんな

形で同僚議員さんも質問されておりましたけれども、

今役場職員さんは本当に募集して、そして単身者の

住宅も足りないからということで、手当てをされるのは

当然ですよ。そうでなければ来ていただけません。 

それと同じように仕事はあるんですけど、生活も保

障されて、住居もそれなりのもの。ですから、それを１

００％充実させるということは大変です。ですけど、あ

る程度の５０％でも３０％でもそういうものが見えて、上

手く乗り切れるようなそういう見通しがつけば、そういう

方々ももう来られると思います。 

そのようにいろんな形で制度とかも考えていかなけ

ればいけないんではないのかなと、そのように思いま

す。それで、後継者の３番目。 

これは全業種に言えることです。 

最近、単身でなかなか男の人も女の方もなかなか

すぐ結婚される人はパッと若いうちに結婚されるんで

すけど、ずっと結構１人でいられる方、これは漁師さ

んの中にも、それからまた、会社努めをされている人

の中にも、例えば、役場の職員さんの中にもそういう

人方が少しずつ見受けられます。 

こういう人も含めまして、昔は少しおせっかいのお

世話焼だった、おばさんもいたり、そのおばさんの旦

那さんもまたそれに連れられて、今度一生懸命人を

探して、結婚相手を紹介というんですか、それで結婚

された方々がたくさんいらっしゃると思いますよ。我々

の世代は。 

ですけど、今はそういう方が本当に誰もいない。 

それで結婚相談所とかって、そんなのは商売とし

て成り立っている時代です。 

ですけど、猿払村の中にそういう組織立てをして、

やれるというのは村しかないと思うんですよ。 

そういう人方に対して、家庭を持っていただいて、

猿払村に落ち着いていただくことも、移住ばかりでは

なくて、１番大事なことで、結婚されて、子供さんがで

きれば、人口が増えられるわけですから、そういう対

策を今までもしてきたと思うんですけど、どの程度の

対策があって、成果出ていたのか。 

そしてこれから継続して、しかももっと力を入れて

やっていかないのか。その辺を村長さんにお聞きをし
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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。 

１つの例としまして、現在の農業青年等で組織する

グリーンツアーｉｎ猿払実行委員会が今実施している

婚活事業につきましては、今年で２２年目を迎えます

が、これまでの成果としましては、６組というふうにな

っております。 

しかしながら、このツアーにつきましては、ここ数年

成果が出ていない状況にありますので、手法を変え

ながら継続して事業を進めていきたいというふうに思

っております。 

また、３年ほど前に本村で婚活事業をやらしていた

だきました。その時には、２組の方が成果が出たとい

うふうに聞いております。 

その後の村での婚活事業というのは具体的には進

めておりませんから、このことも含めて、当時、観光協

会と村と共同でいろんな観光協会のご協力を得なが

ら、ふるさとの家で進めさせていただいた経過がござ

いますので、そういうことも再度検討させていただきな

がら、単身者の婚活という部分については、これから

進めていきたいとふうに思っております。 

ぜひ議員さんのお力もお借りしながらおせっかい

な親父になるかどうか分かりませんけども、そういうよ

うな形の中で今の子供も結び付けるということになると、

なかなか難しい状況もありますけども、できればあまり

関わりたくはございませんけども、本人達の意向に任

せたいというところもありますけども、本村は職員も含

めて、若い人方がたくさんおりますので、そういう出会

いの機会というのもこれから設けていくところも非常に

大事なんだろうというふうに思っておりますので、これ

から進めて行きたいというふうに考えております。 

◯議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

２時２５分まで。 

 

休憩 午後  ２時１２分 

再開 午後  ２時２５分 

 

◯議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：単身者の婚活は、３

年ほど前にそういう実行委員会形式でやられたのは

最後だと。 

ですけど、現実、先ほど質問の前段で申し上げま

したけど、現実を見たら本当になかなか結構そういう

対象者の方々がおられるなと。 

それが本当に結婚をされる引き金になって家庭を

持ってもらって、そういうことが私達がお世話をできる

のかな。 

ただ、そのお世話をしていいのかどうか分かりませ

んけれども、そういう機会作ってあげないと私はいけ

ないのではないのかなと。 

ただ、そういうなかなかこれは人と人との出会いで

すから、今はインターネットとかそういうので随分いろ

んな繋がりがあるようですけれども、そういう中身につ

いても、例えばＮＰＯで、そういう婚活を主にやられて

いる方とか、本当にきっちり会員制で、会費をきっちり

取られて、登録されてやられている方とか、私も不勉

強ですけども、実際はいろんな形で成果が出ている

方が今のＮＰＯとしても残っているでしょうし、業者とし

ても結婚相談所もそういう方々が残っているのではな

いのかな。ですから、真剣にやろうとすればそういう

機会をぜひ村長さん作ってあげてください。 

ＮＰＯとか結婚相談所とかなかなか今の役場の職

員さん方の中に、それはまた仕事であれば才能を発

揮されてできる方もいらっしゃるかもしれません。 

しかし、そういうのは昔もそうですけども、男性の女

性のお会いになるそういうものをうまく引きつけてあげ

れる人っていうのは、そうそうおられないはずなんで

すよ。 

ですから、そういうお世話をされた方は、何十組も

お世話をされているし、良い年になっても全然そうい

うお世話もしたこともない方も多数いらっしゃると思い

ます。 

ですから、そういうお世話をされる、そういう能力の

ある方、そういう方がＮＰＯでも結婚相談所でも現実

にしつけられているのではないのかな。 

そういうところも私はこういうところを乗り切って、継

続してやっていくべきではないのかなと思いますけど
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も、もう１度ご答弁お願いします。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：現実問題、出会いの

場を広め続ける方々もおられるというふうにも思って

います。 

結婚だけが人生の全てではないですけども、そう

いう出会いの場を求めている方々もおられるという状

況の中で、今後、３年前に実施しましたけれども、ま

た手法を変えながら変わった形で婚活事業をこれか

ら進めてまいりたいというふうに思っておりますので、

ご協力のほどをお願いしたいというに思っておりま

す。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：４番目の移住定住に

ついてですけど、同僚議員がそういうところも全て大

体質問をされたと思います。 

ただ、今前段のこの単身者の婚活のＮＰＯ、これを

移住定住についても、前にＮＨＫのテレビで取り上げ

られたＮＰＯの移住定住のＮＰＯ法人等がたくさんあ

るように聞いております。 

いずれにしましても、人が来てほしいですけども、

なかなか簡単には来ません。 

今やってる手法も、１回来ていただいて、理解をし

ていただいてからという方式のようですけれども、しか

し４年経って１つも成果がない。 

成果がないということはやる方法にじゃなくて、設

定がきちんとしてないと来られる方々も、あるいは、ま

た、こちら側からアプローチするほうもなかなかうまく

絞り切れていないですから、間にそういうＮＰＯですと

か、そういう方に入ってもらって、どういうふうに実際

にやっていったらいいのか。実際に不足している人、

どういう部署で不足しているのか。村の部署なのか、

あるいは村の福祉関係の部署なのか、それによって

この条件はどうなのか。住宅の具合はどうなのか。 

あるいは民間では、加工屋さんで、そしたらもうこ

れは完全に女性従業員が本当に足りない状態もちょ

っとですけれども、その他にも農業サイド、あるいは

建設サイド、一般のサイドもなにがどういうふうに足り

ないのか。 

そして、こういうところの敷き詰めて行く必要がある

と思う。 

そこをやっていかないと、今のままのやつは、確か

に来ますよ。 

来ますけども、来てからなにもメニューがない。 

地場で必要としているところ、それでも来ないかも

しれません。 

ですけども、地場で本当にどういう人が必要なのか

というところが、それでなぜ来ないのか。これによって、

そしたらいろんな研鑽をしていって、そういうところを

少しずつ施策として継ぎ足して、また、新規にこういう

ところが足りないよというところは、それを埋めていく。 

それで、外へ行かないと誰も来ないと思います。 

この婚活も、この移住定住も同じだと思います。単

身の婚活については、村長さんも３年前にそういうの

があったということですけど、今年度は予算も付いて

いないようですけど、ぜひちょっとこれ改めていただ

いて、真剣に１つやってくださいよ。 

本当に教育サイドでもいろんなサイドでも、そういう

人不足はもう目に見えているんですよ。ですから、真

剣にやっていかないと村の後継者の片寄った後継者

は、片寄ったって言ったらおかしいですけど、本当に

不足してるところに人は来ません。 

それで移住定住については、私のご意見を申し上

げて答弁はいりません。 

５番目の合葬墓について。 

本年度実地設計という形で予算が計上されており

ます。先日も委員会の中で聞きましたけども、１つは

時代の流れとして、墓じまいをするとかというのも私達

の側でも最近何例かあります。もちろんここから引っ

越して行かれた方もいらっしゃいます。また、そうでな

くて、ここにはいらっしゃるんだけど、自分の跡を継い

でくれる方がここにはいないと。 

向こうにも持って帰らないと。それで墓じまいをする

という方もいらっしゃるし、いろんなそれぞれ条件が１

人ずつ違います。 

最終的に今はそれぞれ信じている宗教があります

から、そこそこのところで今までは、網羅できてきたも

のが、最近そういうものでも網羅されないものが出て

きている。 

私もそこに雑誌、北海道経済ですか、ちょうど旭川
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行ったときに、時間あって書店で読んでいたら、合葬

墓の記事がちょうど出ておりまして、２０１８年５月頃で

すけど、旭川市の合葬墓の記事が出ておりました。 

市民墓地の一角に２０１５年くらいから検討しはじめ

て、昨年の５月頃に完成をしたようでございます。 

大体１万体、今後、１００年近くかけて１万体くらい

の人がご利用なるだろうと。 

それから、市民墓地をご利用されている方、これは

今風に言えば、後継者とか誰か墓守をしている人が

旭川市内にいるとは限らないですけど、本人達は旭

川市民墓地を利用している。 

そういうことだと思います。 

それと旭川市民、それから近隣ですね、近隣の町

村に住まわれている方、その人方も合葬墓に入れま

すよとすると、この雑誌ですから、書いた人の主幹に

もよりますけど、旭川市くらいの都市でちょっと少し遅

かったというような批判記事も書いてあります。 

しかしそのことによって、少し先にできたところの批

判記事書いてあります。 

勉強させていただいて、合葬墓の中は自分達の家

族以外のお骨を見ることはない。 

それは台に乗せて、その台を押してやると、自然

に中は見えないで落ちていくと。 

ほかのところはそうでなくて、先に入った人方のや

つも見えるところもあるというふうに書いてあります。 

ちなみに料金は、２万６０００円。 

それは旭川市民。それ以外の市町村の方々は、３

万９０００円。 

当初は、大体５万円以内という形で募集をしていた

ようでございます。 

しかし、料金的にはそのように落ちついたと、そう

いうふうに書いております。 

私も合葬墓のお話が出てきたときに、時代がそうい

う背景にあって、これは致し方ないと。作るなら早く作

って上げたほうがいいなと、そのように感じたところで

ございます。 

しかし、合葬墓はいいんですけど、骨堂がうちのや

つは先日お話を聞きました。 

骨堂６０体でしたか。だけどどうなんでしょう。７年間

という期間はあるようですけれども、骨堂まで作る必

要があるのだろうかな。いろんなパターンがあります

から、大変難しいことだと思います。７年という期間で

あってもきちんと最終的に責任を持たれてくれれる人、

そういうくれれる人でも、７年間の間にそういう変化と

いうのはないとは限らないんですよ。 

最初から選択肢が合葬墓しかなければ、それで合

葬墓に入れるか入れないかという判断をされるんで

すけど、先送りが７年間もある、そういう中にまた、入

れるときに判断を先送りすると。 

どうも合葬墓のことにつきましては、理解をしている

つもりですが骨堂については、私は必要ないのでは

ないかと。そこまで選択肢を持たなくていいのではな

いのかなと。 

それも建設するということになると村民の皆さん方

からそれなりの建設費に対しましても、その後の維持

管理費につきましても、当然管理するのは村ですか

ら、村の職員さん方の手間、暇、あるいは丁寧に扱う

とか粗末に扱ったと、それはないかもしれませんけれ

ども、いろんなこと考えてたら骨堂というのは私はちょ

っと賛成をしかねる。 

それについて１つご答弁をいただきたいと思いま

す。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

合葬埋蔵施設につきましては、新年度当初予算案

で計上しておりますが、地質調査など、実施設計を

終えたうえで、補正予算で建設工事を計上させてい

ただき、年度内に完成させていきたいというふうに考

えており、場所につきましては、新鬼志別墓地内とし、

５０年程度の利用が可能な規模で計画をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

議員ご質問の利用の基準についてでありますが、

現段階での案では、基本的に本村に御縁のある方を

対象としており、具体的には、現に村民が管理してい

る遺骨である場合や、生前の一定期間、住民登録な

どがあった方の遺骨、あるいは村内墓地のお墓から

改装する場合の遺骨と考えております。 

また、骨堂につきましては、施設内に期限を定め

て、骨箱などで預かるための棚を設置し、その期間
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内に遺族のお申し出があれば、変換できるようにした

いと考えており、今後において、施設の設置条例な

どで詳細の基準や料金を定めていきたいというふうに

考えております。 

村民に対しましては、建設場所が決定し、施設の

ある程度のイメージができた段階で、住民説明や広

報誌への掲載を通じ改めて利用基準案の周知や説

明を行っていきたいというふうに考えております。 

また、あらゆる場面で村民からのご意見を拝聴しな

がら、この設置条例案につきましても検討していきた

いというふうに思っております。 

また、議員が骨堂を設ける必要が理解ができない

というようなご質問もございました。 

私としては、いろんな葬儀屋さんだとか、いろんな

方々からお話を聞かせていただきました。その中で、

当初は焼骨として地下埋設を考えていましたけれど

も、相当数の方が焼骨として埋葬してしまったんだけ

れども、遺族だとかそういう方々が、どうしても返して

ほしい。 

また、自分達で親族の方々の埋葬したいんでって

いうような心変わりをする方が相当数おられるというよ

うなお話をお聞きしましたので、そのある一定の３回

忌までがいいのか、７回忌までがいいのか、その部分

も住民の方々からお話をお聞きしなけばなりませんけ

れども、ある一定の期間を骨堂で預かりをさせていた

だいて、その間にきちんと遺族や親族の方々でお話

しをしていただけるある一定の余裕のもった時間をそ

こで設定させていただきたいというふうに思っておりま

す。 

それが過ぎた後は、焼骨として、地下埋葬をさせて

いただくというような基準の中で今後、設定をさせて

いただきたいというふうに思っておりますので、ご理

解のほどよろしくお願いしたいと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）：今、村長さんはいろ

んな方々からお話しを聞いて、後で心変わりをする

方々もいらっしゃると。 

お骨を出してほしいという方々もいらっしゃるという

ことでございます。 

しかし、そこまでして村民墓地、それから村民合葬

墓、骨堂を皆様方の税金で作って、それを維持管理

していくそこまですることなのかなとそんなふうに考え

ます。ですから私はちょっとこれは今のところ受け入

れをできません。 

最後に、福祉タクシーについて。 

先日、ふれあい学級で小石の方々と接する機会が

ございました。 

朝７時４５分発、鬼志別発、稚内行バス、それに乗

れると稚内に着いて、稚内市立病院の受付日にも間

に合うし、良いバスですけど、福祉タクシーをお願い

しても、８時前は運行できませんと、そういうお答えを

いただいたということなんですけど、現実は今も変わ

ってないということでよろしいですか。 

◯議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

◯村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

現在変わっていないかという部分については、今

現在としては変わっていません。 

ただ、私も昨年まちづくり懇談会のほかに、出席率

が悪かったところも等々ありますので、私も改めて楽

楽心や地域サロンなどに直接出向きながら、高齢者

の皆さんとの懇談の機会を設けさせていただきまし

た。 

その中で、小石地区の方から議員のご質問と同様

の要望がありましたから、担当課に対応するよう、即

日指示をしたところであります。 

具体的には、現在のデマンドバスでは早朝の稚内

方面への乗り継ぎができないため、福祉タクシーの

運行時間を前倒しすることで対応する形とし、具体的

には午前８時３０分から午後８時までとなっている運

行時間を、午前６時から午後６時までとすることで現

在検討しております。 

また、時期につきましては、地域公共交通活性化

協議会での協議を得る必要があるため、７月頃を目

途に実施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）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：朝６時発の宗谷バス、

旭川行きバス、ちょうど浜鬼６時１５分くらいになるかと
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思いますけど、それには知来別あるいは、浜鬼志別

シネシンコに住んでいる方々の福祉タクシーの利用

は今もできていますよ。 

◯議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

◯総務課長（中山 誠君・登壇）：お答え申し上げ

ます。 

議員がおっしゃられた質問につきましては、現在、

対応可能というふうになっております。 

以上です。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：朝６時発の宗谷バス、

旭川行きバス、ちょうど浜鬼６時１５分くらいになるかと

思いますけど、それには知来別あるいは、浜鬼志別

シネシンコに住んでいる方々の福祉タクシーの利用

は今もできていますよ。 

◯議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

◯総務課長（中山 誠君・登壇）：早朝の旭川行き

の特急バスにつきましては、福祉タクシーで現在も小

石の地区の方につきましても、対応はしております。 

そこについては、不公平という部分となっておりま

せんので、ご了解いただきたいと思います。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：７月ですか、会議。 

それを早めることはできませんか。 

◯議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

◯総務課長（中山 誠君・登壇）：お答え申し上げ

ます。執行方針でも載せてございますけれども、村外

床屋さんに利用に向けての村外への利用という部分

も先ほど村長が地域懇談等に行った際にそういう要

望が出ておりました。 

また、それについては過去の自治会長会議等でも

出されておりまして、行政としても一定の対応につい

て検討しておりますので、それらも含めた協議会の中

で、協議、検討していきたいというふうに考えていま

す。 

協議会の実施については、年度明け５月頃を予定

しています。 

その後、条例改正等の手続きも必要になってくるも

のですから、実施については７月ということで、ご理解

を賜りたいというふうに思います。 

◯議長（太田宏司君）：野村君。 

◯議員（野村雅男君・登壇）：デマンドバスが宗谷

岬線に変わったときにデマンドバスが変更になったと、

そういうふうに私は記憶しております。ただ、その後で

そういう不便になる方がいらっしゃる。 

それから、これたぶん私達も全部１００％網羅して

いるのかどうかこれはまだ分かりません。 

ですけど、これから免許の返納者ですとか、今年

になって免許がもうもらえない方とか、そういう方々も

これから増えてきます。 

私もまだ健康ですから、車でどんどん行っておりま

すけども、そういうのがなくなったら、猿払村に住んで

入れますか。 

その辺をもう少し掘り下げて、そういう方々が出な

いようにこれからも１つ配慮してやっていただきたいと

思います。以上です。 

 

◯議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

３時まで。 

 


