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令和元年 第２回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和元年 ６ 月 ２７ 日（木曜日）第１号 

 

◎日程第５ 一般質問 

 

○議長（太田宏司君）：日程第５、これより一般質問

を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

５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させていただきま

す。 

まず、１番目の質問として、観光交流拠点の機能

向上についてお伺いいたします。 

今年度の村政執行方針の中で述べている、観光

交流拠点の機能向上」の重点項目の一つである「さ

るふつ公園の景観整備」の中でその重要性が示され

ていますが、具体的にどのような景観整備計画を考

えているのかお聞きします。また、同じく重点項目で

述べている「さるふつ公園の機能向上に向けた検討」

とは、具体的にどのようなものを示すのかお聞きしま

す。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの山森議員

のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

まず１点目につきましては、公園の景観を維持す

るための草刈りや花壇整備については、適宜行って

おりますが、さるふつ公園の景観整備としまして、本

年度はステージ炊事場等のテント支柱塗装工事を実

施したところであります。 

今後におきましても、公園内の各施設の整備につ

きましては優先順位をつけ、計画的に整備を進めて

いきたいというふうに思っております。 

また、２点目のさるふつ公園の機能向上に向けた

検討の一つとしましては、道の駅管理棟イベントホー

ルの天井部分の梁がむき出しになっている状況にあ

りますので、利用時における食品衛生上の観点から、

塞ぐための工事の実施について、今年度中の補正 

 

予算計上を現在、視野に入れながら検討を進めてい

るところでございます。 

また、本補正予算の中でこれから上程をさせてい

ただきますが、先端技術の社会実装に関する調査研

究業務委託料の中にこの観光、要するにふるさとの

家の前の観光拠点を今後どのような利活用をしてい

くのかというところも含めた中で、今回も委託料を上

程させていただいておりますけれど、これは観光団

体だとか、それからそこに出店している方々、それか

ら行政も含めて実装という形の中で、どうこの公園を

今後利活用していくかということも含めて検討してい

きたいと、さらには指定管理者の方がいろいろお話を

させていただいております。今インバウンドのお客さ

んが非常に増えてきているという状況のお話も聞きま

すので、インバウンドの外国人の方々に対するソフト

面でのいろんな掲示板も含めて今後どうしていくか、

そういうことも含めてこの業務の中でいろいろ検討し

ていきたいと、それに基づいて、今後どういう優先順

位を持ってあそこの公園を進めていくかという準備段

階をしていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長の答弁の中

で、いくつかの答弁をいただきましても、まず先に一

般質問として、インバウンドについてお聞きします。 

今、村長答弁などにありましたけども、今のさるふ

つ公園の中の掲示板や、例えば、施設の中の案内

板等を見てみても、その当時にできた時のものが使

われていたり、新しい案内板や掲示板についても外

国語表記が出されていないと。今こういう時代ですか

ら、また、東京オリンピックもあるということで、外国人

が多数全国に散らばっていくのではないかと予想さ

れている中で、いち早くそういう対応をしなければな

らないと。 

なぜこのようなことを言うかというと、外国人だとか
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日本人だとか、分け隔てなくおもてなしの精神という

ものを持って、お迎えしなければならないというのは

当たり前ですけど、何よりも今の時代、例えばＳＮＳで

すとかネットワークものに関しては、外国人は日本人

よりもたぶん進んでいるというか活用率が多いという

ふうに私は感じているのですけど、例えば、外国人が

日本の最北の猿払村に来た時に、そういう掲示板や

案内板を見て理解をして観光やいろんな例えば、食

べ物を食べてみたりとか施設を利用してくれたりとい

う部分に関しても使ってくれるんだと。 

ただ、意味がわからないところに来ても、たぶん長

く居ようとは思わないと思うのですよ。私ども例えば、

外国に行ってちょっと日本語で書いてあるだけで嬉し

い気持ちになるんじゃないですか。そういう部分に関

して、ＳＮＳを使って発信してくれるということが、これ

は何よりも素晴らしいことだと私は思うのですよ。その

影響力というのは、良いことに関しても悪いことに関し

ても、皆さんがテレビ・新聞等で見ているように、ＳＮＳ

から波及していくものというのはもの凄い影響力があ

ると私は感じております。今の時代。 

ただ、そういうものを利用する前段階においても、

その外国語表記は必要であると私も感じております。

世界中から来るわけですから、世界中の言葉を表記

するわけにはいかないですから、例えば、中国語と

英語ぐらいは表記してもいいのではないか。韓国語

ぐらいでもいいですけども。うまく検討して、でも検討

するだけではだめなわけで、今、全国の自治体でい

ろいろ考えているのは、とにかく東京オリンピックに合

わせようということでやっていますから。もう、これ今早

急に実施していかなければ、たぶん間に合わないの

ではないかと私は思うのです。もちろん、東京オリン

ピックが目標ではないですけども。その後も外国人の

方がいらっしゃると思いますけども、どこの自治体もと

りあえず、目処は東京オリンピックというふうにうたっ

ているわけですから、我々もそれに乗っかって行くぐ

らいの覚悟でやらなければならないというふうに思っ

ています。今議会で補正には上がってはいなくても、

例えば９月の定例会で補正ぐらいはあげてほしいな

というふうな気持ちを持っております。答弁をいただ

いても仕方がないことなので、その辺の検討をぜひし

ていただきたいと。これは個人的な要望ですけど、お

願いしていきたいと思います。 

あともう一つ、今の村長の答弁の中から上がったイ

ベントホールですか。売店と観光協会の事務所の間

にある、あそこも昔からなかなかいろんなことがあって、

ああだこうだと問題もあってとか何とかなど結構いろ

んなことが、あそこができてからあったようですけど、

やはりなげておくのは非常に勿体ないと思うのですよ。

あそこを開けておいてくれと要望していく方もいらっし

ゃるかもしれませんけど、開けておくということは、利

用しないであそこに放っておいて、窓があるわけです

が見ると物置になっていて、非常に見栄えが悪いと。

開けておくなら開けておくなりに、隠すとか何とかする

こともしなかったわけですから、今まで。使いたい方

がいるのであれば、いないなら仕方がないですが、

いるのであればあそこをもっと利活用できるようにして

いただきたいと思います。 

本当は私もそれを言った時に、あまり使わないと思

ったのですが、ところが、保健所の関係で飲食する場

合には天井を張らなければならないと。なおかつ、民

間でやるのなら別ですけど、やはり行政がやるとなる

と公共工事ということで、工事費が非常にやはり高い

ことになると。私も見てきました。こんなのいくらも掛か

らないだろうなと思っていたものが、やはり結構な額

になってしまうということで検討しなければならないで

すけど、できるだけ、あそこを利活用できるものに私も

していただきたいと。住民なり、観光をする方もやはり

少しでも多く利用できるものがあれば、その方たちの

ためにもありますし、今後のためを考えてもいいので

はないかというふうに思っております。 

あとはもう一つ、村長の答弁中にあった観光拠点

を建設するにあたって、各種団体だとか店舗のことだ

とかを一緒に検討したいと。 

あと、これはコンサルタントを入れるのですか。よく

わからないですけど、過去にもコンサルタントがあそ

こに入っていますよね。２人も３人も。ところが、やろう

とした時にコンサルタントがたくさん呼んだせいなの

かわからないですけど、１人のコンサルタントは道の

駅は奥になければならないと、こういう事例があるとい

うふうに示されて。次に来たコンサルタントは、道の駅
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は入口になければならないと。こういう成功した例が

あると言って結局、どうしていいかわからなくなりやめ

たという。簡単に言ってしまうと、そういう事例が数年

前にあったのです。実際。だからこれはしっかりと、誰

の話を聞いていいかわからないというふうになってし

まいますから。 

我々も、実際にそこで活動している店舗の方々と

か、誰でもいいですけど住民の意見を聞いて取り入

れていただきたいというふうに思っております。コンサ

ルタントを頼みにしても必要経費が掛かるわけです

から、その必要経費が実際的にその金額に見合った

ものがあそこで活用されるのかということもやはり非常

にまた我々も注視していますので、ぜひ、ちょっとで

も前に進められるような事業を実施していただきたい

なと思っております。 

あのさるふつ公園というのは、ほかのところに行っ

ても大した変わらないというふうに言う方もいらっしゃ

いますけど、非常に敷地面積が大きい割にはその点

在の店舗だとか施設が散らばっていて。 

仕方がないことですが元々使っていた施設をその

まま活用するからそうなってしまったわけで。ところが、

それだっていずれは老朽化して改修なり除却なりを

考えなければならないわけです。その時に、ではどう

するかを中長期的なものも今からこれ考えて示してい

かないと、その時になってまた行き詰まってしまうこと

になるのです。過去にそれの繰り返しですから結局。 

で、あそこで事業をしている方、例えば指定管理を

お任せしている方も一緒に含めて、皆バラバラに好き

なことをやっているという感覚もありますから、中に入

るのは役場なわけですから、中に入ってやはりきちん

と皆さんの意見を聞いて、片寄ったことをしてしまうと、

また片方がどうなっているのだという話になってしま

いますから、非常に周りから見ていて見栄えが悪いと。

そんなことをやっていても仕方がないよなと思うので

すけど、事業をやっている方は自分たちの事業が大

切ですから、それも仕方がないことだと思います。 

ただ、その仲介に入るのは役所だと思いますので、

何か前に進めることをしてほしいです。いつもそこま

でいって諦めるというふうに見えてしまうので、それを

やっていかないと。今、やったとしても数年後でしょ。

例えば、予算をつけてあれしてこれして、計画を作っ

ていくというのは数年後ですから、ぜひもっと前に進

めるような事業実施をしていただきたいと。それをや

ったからといって、あの公園がどうなのかというのはわ

かりません、そんなものは。わかりませんけど、あのま

まで置けないということは、村長だって認めると思うの

ですよ。いずれは変えていかなければならないという

ふうに思っていると思うので、それは職員の方も一緒

ですけど、ぜひ前向きに考えていただきたいと思いま

す。 

あと、景観整備ということの一つの中で、例えば、

あそこにキャンプ場がありますよね。あそこのキャンプ

場は出入り自由。言ってみれば、何も隔たるものがな

い。ゲートも無ければ何も無いということで、キャンプ

場を利用される方があそこの道の駅の受付に来て、

大人１人４００円払って１泊できる。家族なり１人なりわ

かりませんけど、入って受付をしてキャンプすると。と

ころが、あそこの受付は５時で終了してしまうのです。

で、その後に来た人はどうするかというと、何もないか

ら入っているのですよ。キャンプしている方がいるわ

けですから。で、お金を払わなければいけないと思う

のですけど、払い方がわからないだとか、案内板があ

るのかもしれないが夜に来てしまうと目につかないと

かで、朝早く出ていってしまう人もいると。 

ということは、先に受付した人は何なんだ、あの人

となるわけです。我々はお金を払ってキャンプをして

いるのに、もうその辺でキャンプをして帰ってしまうと。

そこでやはり言う人は言うらしいです。どうなっている

のかと。そうすると、そこでトラブルになるという事例が

今までいくつもあったということを私は聞きましたけど、

担当課としてそういう情報が入っているかということを

お聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：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。 

先ほど山森議員が言っていたとおり、今年そのよう

な事例がありました。今、実際にはキャンプ場の施設

については、受付は５時半までということで道の駅の

管理棟のほうで、観光協会で行っていただいている

のですが、５時半までに入っていただいて受付をして
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いただく。それ以降について、なかなか５時半以降は

来る人もいると思うのですが把握できないと。 

とりあえず、５時半までの受付としているところなの

ですが、そういうトラブルがあったということはお聞きし

ておりますし、また、今後どうしたら良いかという改善

点を含めて、観光協会含めて、いろいろ検討させて

いただいているところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：他の地域に行っても

キャンプ場はあります。無料のところはフルオープン

ですから、いつ行っても泊められると。で、そういうふ

うに見えてしまうという部分もあると思うのです。 

実際に家族で来て、お金を払ってとなると１０００円

以上払うのです。５時半までの受付。５時でも５時半

でもどっちでもいいですけど。暗くなってしまったらど

うしようもないということで、やはり悪気はないと思うの

ですよ。悪気はないと思うのだけど、そんなことをする

しかないということもあるわけです。踏み倒してしまえ

と思っている方がいるかわかりませんけど、実際にお

金を払った人からすると、ちょっと何か腑に落ちない

という部分があるようです。 

トラブルというものは絶対に避けなければならない

ことなので、できるのであればあそこに何か、何でも

いいのですよ。入ってくる入口は、１つですから。あそ

こに簡単な柵でもロープでも何でもいいのです。入れ

ませんよというものを設置する、もしくは夜間でもキャ

ンプ利用料を払えるような体制とは言っても、あそこ

の道の駅には夜間には人はおりませんから、例えば、

ホテルの夜警にお願いするとか、２４時間いるのはあ

そこだけです。あの敷地内の中で。何か考えてもい

いのではないかと思うのですけども、その辺をやはり

早急にやらないと。 

今度は、さっきも話に出ましたけどインバウンドの

外国人の方が来た時に、日本人どころではないです

よ。あの人たちは。感情をむき出しにしますから。あ

の、これは変な意味じゃないですけど。言葉が通じな

くなってくると、そうなってしまうわけです。だから、本

当に事件が起きないと思いますけど、ならないうちに

そういうことも検討しておかないとならないと思うので

す。 

今はなかなかテント張ってキャンプするという方より

も、キャンピングカーで来る人もたくさんいるんで一概

に言えませんけど、最近は１人キャンプというのが流

行っているらしいです。都会に行くと。１人でキャンプ

に行くと。あちこち全国を回ってとかいう人もいるよう

です。 

何かもう一つ考えてほしいなって気がします。何を

するにも予算が掛かりますので、立派なゲートを作れ

というわけではないです。何か、丸太か何か打って穴

開けて、ロープ通すぐらいのことでもいいと思うので

すよ。何かして欲しいなと。冬もありますから、いろん

なことを考えてやっていかなければならないんですけ

ど、低い柵でも何でもいいからあの景観を壊さない程

度のものを、その景観整備ということをうたっているわ

けですから、その中の事業の一つとしてやってほしい

なと思いますけど。そういう簡単なものでも何でもいい

です。設置するというか、わかりやすくするという認識

はあるんですよね。 

○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。 

私もどうしたら良いかということで、あそこのさるふ

つ公園のキャンプ場入口については、いろんなところ

から入って行けるということで、本来でいけば、正式

にいけばゲートということであれば完璧だと思うので

すが、やはりそういうゲートという話にならないもので、

先ほど山森議員が言っていたとおり、ロープというの

もいろいろ考えたのですが、朝早く出ている方もかな

りいるということで、果たしてロープが良いのか、また、

看板についてもなかなかあまり目立たない看板なも

のですから、それについても看板を、例えば「これは

有料のキャンプ場です」ということを、いろいろそのよ

うな文言を書いた中での、看板の啓発だとかについ

ても、ロープがいいのかバリケードがいいのか、それ

についても検討し早急に対応させていただきたいと

思います。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まず、キャンプ場につ

いては理解をいたしました。ぜひ、早急な対策をして
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いただきたいと思います。 

この村政執行方針の中でうたっている景観整備と

いう部分でもう一つ、機能向上ですか。機能向上とい

う意味がちょっといまいち村政執行方針の中の機能

向上という部分が、どういうことを示しているのかなと

いう感じがするのですけど、あそこのさるふつ公園を

現在道の駅中心としてその拠点をつくって、その機

能だとか利用目的というのを即すための機能なのか、

それとも違う意味の機能なのかというのもちょっとわか

らないので、それについてお答え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

お答えさせていただきたいと思います。 

過去にオホーツク観光から土地の取得をさせてい

ただいたという状況もあります。あそこの利活用も含

めて今後どうしていくかと、それと今回の補正予算で

上程させておりますが、あくまでも今あるものをきちん

と、技術だとかそういうものを使えるような形で扱う観

光拠点を今後つくり上げていきたいなというふうに思

っております。 

ＩｏＴだとかいろいろなことを含めながら、お客さん

のほうからＷｉ－Ｆｉだとかいろんな要望等があります

ので、それはただいま議員からおっしゃられたとおり、

今まで計画をつくった中で置いておくだけでなくて、

本当に身のあるものにしていけるような形で今後展開

をしていきたい。 

そのためにコンサルを入れながら、また、観光団体

の方々等も含めて、今後どうしていくかということも、

今年度から協議をきちんと始めていきたいと、村政執

行方針で掲げさせていただいたつもりでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：このＷｉ－Ｆｉに関して

は、以前からやはり言われていたことでありまして、さ

っきの質問の中にもあったように、外国人の方がやは

り使う。日本人の方もほとんどＷｉ－Ｆｉを使っています

から、皆さん。 

それもいいですけど、今の答弁の中の民間から取

得した土地の部分がありますけども、あそこもなかな

か整備が進まないという段階で、あそこは段が付いて

いるのです。ちょっと舗装になっていますけど、昔の

旧道もあそこで途中で切れた状態にあって、これも何

年か前にあそこを整備するとした時に、いろいろな指

定管理者から意見が出てきてなかなか進まないという

部分もありましたけど、その解決というのは、指定管

理者の方と話は進んでいるのですか。 

答弁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）：あの部分につきまし

ては、キャンピングカーの置き場所という形の中で整

備をしようかということで、庁舎内でも見積り等いろい

ろ建築・土木で確認をさせてもらったら、やはり莫大

なお金が掛かるのでその部分でちょっと延び延びに

なってしまったというところもありますので、今、そうい

うことも含めてあそこのハード面とか、それからソフト

面も含めてきちんと検討していきたいな。 

それと前からありますとおり、これからインバウンド

の外国人のお客様も増えてくると思います。２０２０年

では、目標とした北海道では５００万人の観光客を目

指していくんだというようなことも挙げておりますので、

そういう形の中でぜひこの宗谷も含めて、猿払のほう

にそういう方々が来ていただけるようなソフト面での環

境整備をしていきたい。 

できれば、発展的にはファームツアーとかそういう

こともして、いろんな海外の旅行代理店だとかそういう

人方に猿払村に来ていただいて、そして地元に戻っ

て発信をしてもらう。 

先ほど議員から提案のありました、ＳＮＳだとかブロ

ガーだとかという発信力の高い人たちを招へいをして

いければいいかなと。そのためにどういう整備を含め

ていけばいいかなというのは、先ほど看板だとかいろ

んなことの中でやっていきたいと思っていますので。 

ただ、あそこの施設をどうするかというのはこれから

もう少しお時間をいただきたい。 

その中で検討し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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：あそこの土地の活
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用を含めて、ぜひ何かしら変化をつけていっていた

だきたいと思いますけど。 

何についても予算はつくのです。莫大な予算と言

いますけど、もちろんそうですよ。自治体がやる事業

というのは、民間がやる事業よりも予算額が多くなりま

す。やらなければならない。でも、いずれは予算をか

けてやっていかなければならないわけですから、そ

れも含めて私も何年も議員をやってて、やはり予算と

いうのは。最初はそんなものと思っていましたが、や

はり予算が無ければ何もできないっていうのがもう身

にしみてわかっていますから。 

ところが、やはりそこをどうにかして、工夫をしなが

らもやっていかなければならないという部分もあるわ

けです。そんな立派なすばらしい施設というのは、私

も最初は「やれやれ」と言っていましたけど、そこまで

は必要ないと思うのですよ。実際問題。猿払村という

のは立派な施設があるから来てくれではなく、これだ

けすばらしい自然があるからという我々には当たり前

のことですけど、他から来た方にとっては、家も何も

無いところがあるということ自体が信じられないという

「日本じゃないみたいだね」と言う人も中にはいますよ。

本州あたりから来た人の中には。 

で、外国人の方もそうかもしれませんけど、最近外

国人のカップルか夫婦かわかりませんけど、２人で自

転車に乗っていろいろと、どこから来たかわかりませ

んけど。何でこんなところにいるんだというところにい

ますよね。で、あの方たちは行動範囲がもの凄く広い

ですよ。国自体の面積が大きいから関係ないですね、

移動というものが。日本人は狭い。猿払村は大きいで

すけど日本人は狭い島国に住んでいるから、その移

動に関しての感覚というのは、向こうの方たちとはまる

っきり違うのですよ。自転車で２００キロメートル、３００

キロメートルは軽く行ってしまうのですよ、あの人達は。

我々にとって２００キロメートル、３００キロメートルは、

もうとんでもない世界ですけど。その辺のことを理解し

ながら、やっていかなければならないと。 

猿払村というのは、やはり自然というのが売りにな

っているわけですから、拠点づくりをするというのであ

れば、自然というものはこんなにすばらしいということ

も含めて、あそこは拠点ですから拠点にするのであ

ればあそこに来たら猿払村はこういう所なのだという

ことがわかるようにしておかないと。そして、いろんな

猿払村の拠点に行っていただくと。 

そのレンタカーなんてなくてもいいのです。自転車

で来ればいいんだから、あの人たちは。もちろんレン

タカーで来る方もいます。今は観光バスで来るよりも

レンタカーを借りている人が多いというふうにもなって

きてしまってますから。それも、以前の私の一般質問

の中でもご答弁いただきましたけど、いろいろやると

いってもなかなか予算もつかないだろうし、どうやって

いいかわからないというのもあるかもしれませんけど、

なかなか事業が進んでいかないと。もう、５年も６年も

前から言っているわけですから、それは。そんなに予

算は掛かりませんから、その部分に関しては。 

問題は、こちらはどういうふうにその方たちを受ける

かということなのです。利用する方にとって、利用しや

すいものをつくっていく。それを考えることにお金は

掛かりませんから、そのことを含めてコンサルタントの

方とも話をしていただきたい。そのコンサルタントとい

う方は、別にそのコンサルタントの方が悪いわけでは

ありません。皆さん、自分自身の考えを持ってやって

いて、それに共感していただく方がそのとおりにする

ということですから、皆さん１００人いたら１００人違うこ

とを言うはずですよ。その辺を含めて、やはり本当に

猿払村にとって事業を進められるものがどういうもの

かということを考えていただきたいと。 

で、コンサルタント料だって結構な安い額ではない

わけですから、費用対効果みたいなものを出せという

のは無理かもしれませんけど、考えてやっていただき

たいと。過去に呼んでいろんな意見をいただいたコ

ンサルタントの方の意見はたぶんこれっぽっちもあそ

こに反映されていないと思いますよ、私は。既存の施

設をつくりながら云々と言いますけども、本当であれ

ば先ほど村長が言ったように、莫大な予算が掛かると

言いましたけど、莫大な予算をもし掛けられるとしたら、

本当は集約して一つの建物の中に入っていただくっ

ていうのが、これは理想ですよね。で、空いた土地を

活用して、例えばですよ、具体的な例で言いますけ

ど、犬を連れてきた人が犬を遊ばせる施設をつくるだ

とか、土地が広いですからそれはできるのです。都会
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の道の駅に行ってもそんなものできませんから。その

利点をやはり生かしたものをつくっていかなければな

らないのではないかなと私は思うのですけど。 

土地が広いからといって、その土地の中にバラバ

ラに物を置いていって凄く勿体ないような気もします。

で、一つ売店を出て次の売店に行くまでにはそこを

歩いていくわけです。そこもやはり、それはそれでい

いのですけど、将来に向けてそういうこともやはり今

から考えていかないと、その時はその時で考えれば

いいのではなくて、長期的なものを私たちに、やはり

将来５年計画でも１０年計画でもいいですけど、こうい

うふうな目標を立ててやっていきますというものを示し

ていただきたいなと思うのです。 

我々もやはりどうするのだろうというものがあります

から、それも含めてちょっと中長期的な計画を立てて

いただけるのかという答弁ぐらいはできると思うので

すけど、その辺をお聞きしたい。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：当然、総合計画等

の計画もございますから、そちらのほうとコンセンサス

というかできるかどうかも含めて、きちんと計画を立て

ていきたい。 

確かに議員がおっしゃったとおり、悪いところにい

くと、いつも単体でやっていくというところが正直悪い

ところもあるでしょうから、今後５年後、１０年後、あそこ

の公園をどうしていくかというビジョンをやはり議員含

めて村民の方々にお示しするということがとても大事

なことだなと思っておりますので、今後、今回の中で

しっかりやっていきたいな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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ぜひ検討していた

だきたいと思います。 

また、あそこを整備することによって、例えばまた出

店したい方が増えるかもしれませんけど、その時には

やはり雇用の関係もありますし、住民が使いやすくす

ると、私も今観光客の方だとかインバウンドの方を対

象にしてものを言いましたけど、あそこを利用するの

はその方たちだけでなくて中心というのは、ここにや

はり住んでいる住民の方があそこを利用しやすくする

というのは、あそこに大浴場もあるわけですから。 

で、誰かよそからお客さんが来て昼ご飯でも食べよ

うかという時に、まず鬼志別のほうは食堂なり何なりあ

りますけど、我々浜の人間というのは、最初に考える

のがホテルのレストランなのです。ところが、あそこの

レストランは２時から５時まで休みになってしまうので

す。３時に来たお客さんはあそこでご飯を食べられな

いという、食事ができないということになってしまいま

す。やはりもう２軒や３軒ぐらい食べるところがあっても

いいなと。それは今ここで言っても仕方がないことで

すけど。 

あそこに拠点をつくって、ここで出してくださいとい

うこともできるわけです、募集をかけて。それとそこに

事業を始める方がいる。そして、そこで働く方がいる。

雇用の創出にもなるわけです。そのことも含めて、や

っていってほしいなという気はします。 

答弁はいりません。 

次の質問に移りたいと思います。 

２番の広域行政の推進について、お伺いいたしま

す。 

平成２８年度に第２期宗谷定住自立圏共生ビジョ

ンが策定されていますが、中心市との定住自立圏形

成協定に基づく施策で、本村にとって利点が期待さ

れている事業として、どのようなものが現段階で示さ

れているのかお聞きします。 

また、近隣自治体との連携を密にするとの基本方

針のもとで、さまざまな事業を推進していくと認識して

いますが、その一つとして東京都港区との広域連携

事業が進められております。 

今年度においてその他の連携事業が示されてい

るのか、さらにこれの近隣自治体との広域行政での

事業を計画されているのかをお聞きします。 

○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。 

今、議員のご質問の中身にありましたとおり、平成

２８年度から５年間と定めて、現在、魅力と活力に満

ちあふれた圏域づくりという形の中で、１２の分野に

分けて取り組みを現在進めております。 

まず、１点目の定住自立圏の形成協定に基づく施
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策でございますけども、本村にとっての利点が期待さ

れている主な事業としましては、まず産業振興の分

野における圏域観光の推進においては、宗谷観光

連盟や北宗谷広域観光推進協議会等を中心とした、

宗谷地域の広域観光推進事業や、広域観光周遊ル

ート事業等が現在進められており、本村の観光振興

にも繋がっているものと考えております。 

また、その他としまして宗谷管内の自治体や観光

協会等で組織する新規ＤＭＯの設立に向けた検討

を現在進めております。また、機関の共同設置の分

野では、公平委員会の共同設置により効率的な事務

の推進が図られております。 

その他の分野におきましても、稚内市を中心に管

内の自治体と連携し共有しながら取組みを進めてお

り、市町村長懇談会や担当者会議等を開催し、必要

に応じた共生ビジョンの改定を行っております。 

また、広域連携とは異なりますが、宗谷町村会が

東京都港区との間で実施しております地域間連携に

つきましては、お互いの地域特性を生かし、趣向を

凝らしながら物販や人的交流を主とした連携事業を

現在、展開をしております。 

本年度の新規事業としましては、港区民が宗谷管

内の町村に短期的に滞在し、地域の仕事のお手伝

いをしながら地域住民との交流や暮らしを体験する

宗谷版ワーキングホリデーと題した取組みを展開して

おります。 

続いて、議員のご質問のその他の連携事業や近

隣自治体との広域行政による事業展開についてであ

りますが、前段で申し上げました宗谷定住自立圏共

生ビジョンの推進・港区との連携事業のほか、石川県

内灘町との友好都市交流事業の継続をまずは優先

させていただきたいというふうに考えております。現

段階では、近隣自治体との広域行政での事業計画

はございませんが、今後首長会議の場で検討事項と

して、私のほうから提案をしながら近隣の自治体と何

か手を組んでできることがあるかないのか、そういうこ

とも含めて会議の場で提案をさせていただきたいと思

います。 

どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この第２期宗谷定

住自立圏共生ビジョンですけども、１２分野あります。

ありますけども、なかなか目に見えたものが現れてこ

ないと。 

これ、私以前、定住自立圏についてお伺いしまし

たけど、その後すぐにこのようなものができ上がってき

たのですけど、なかなかやはり中心市があっての話

ですから、なかなか上手くいかないというのがありま

す。 

でも、それは猿払村だけでなく、例えばほかの町、

中心市以外のところでも私いろんな人とお話しする機

会があるわけです。やはり同じことを考えているので

す。中心市とやってもなかなか進まないと。仕方がな

いことなのですけどそれは。どこの地域にいってもそ

うなのだろうと思うけど、なかなか利害関係がいろい

ろあって生まれて、どうしても我々は下になってしまう、

はっきり言ってしまうと。という部分があって、やりたい

ことができないふうにおっしゃっておりました。 

ただ、定住自立圏は定住自立圏でそれはそれで

いいのですよ。立派なこういうものができ上がってき

ていますから、その中の項目もできることをやってい

けばいいわけですから。ただ、やっているだけという

のがあって、やって満足というのがあるわけです。そ

れはやめてほしい。やって満足なら、やらないほうが

良い。ちょっとでも結果が出るものをやってほしいとい

う気がします。 

あとは、ほかになかなか上手くいかないんだよねと

いう町ですか。ほかの宗谷管内のところと直接何かい

ろんなことをやっていいんだと思うのですよ。定住自

立圏は定住自立圏で置いておいて、中心市でやっ

ていただけないのであれば、我々がやりますと。その

言葉で言えるかどうかわかりませんけど。やってみて

おかしくないと思うのですけど。 

これは、あくまでも私の提案というか考えですよ。そ

の一つとして例えば、稚内市の下に猿払村があって、

向こう側に行くと日本海側にほかの町があります。例

えば、森林組合は一緒ですよね。あそこと。今、猿払

村に林業はありませんけども。やっている方は。事業

所はありませんけど、もう一つのほうは、すごく一生懸

命やっているのです。林業のことに関して。もう十数
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年前ですか。猿払村、最後の製材所がなくなってしま

って、職員の中にも林業に対して明るい方がいない

というのがたぶん現状だと思うのですよ。それだけ経

っちゃうと。勉強会でも何でも開いて向こうの職員の

方に教えていただくなり、森林組合のあそこにいる参

事の方、お呼びしていろんなことを勉強していただく

というのもあるだろうし、くしくも今、森林環境譲与税

ができあがってきて、いろいろ林業のことに関して注

目を浴びている時期でもありますし、私も２回ぐらい林

業に関して質問をさせていただいて、昔いたあそこの

参事の方とも直接行って話をいただいたこともありま

すけど、やってみるべきだと思うのですけど、あくまで

も提案ですけど。一つの提案として林業のことしか今

は言えませんけど、できることとは、そういうことなので

すよ。 

繋がっていくものと一緒にやっていかなければだ

めなわけですから、それを連携して物もつくっていっ

てもいいのではないかと。もちろん、話をして計画は

進んでいても、５年や６年は黙っていてもかかるので

しょう。何か事業をするにしても。やはりそういうことを

含めて、漁業・農業、もう一つの１次産業の柱になる

林業も活性化していってもいいのではないかなと思う

のですけども。なかなか単独でやるのは難しいわけ

ですから。 

もしくはほかの町、定住自立圏の中心市となかな

かできない歯がゆい思いをしている町があるとしたら、

宗谷管内の中で。そこと一緒に手を組んで何かいろ

んなことをやって、何かできないかという考えをまず

持ってほしいなと思うのですよ。考えるとなかなか。 

私は何かできないかといつも思っているから出てく

るのですけど、やはり村長含めて、職員の方にも何か

やれることがあるのではないかと、たとえ皆様、職員

同士の交流もあるわけですから。いろんな情報が入

ってくると思うのですよ。で、そういうものを村長なり副

村長なりに提案していって、できないですかというぐら

いのことができないかなと思うのですけど、私は一人

でいつも空回りして終わってしまうのですけど。ぜひ、

前に進められるような事業計画を立てていただきたい

と思うのですけど。 

話が替わりますけど、港区の連携をやっています

けど、今年度の計画を予定されているのでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：ただいまのご

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

今年度の宗谷地域と東京港区との連携プロジェク

ト事業計画でございますけども、まず、先ほど村長の

答弁で申し上げました新規事業として、宗谷版ワー

キングホリデーと題しまして、港区民を対象にして宗

谷に来ていただいて、短期間、こちらであらかじめ用

意をしたメニューになりますけれども、お仕事の手伝

いをしていただきながら地域住民等との交流等を体

験するという部分を今年から始めております。全町村

で受け入れができれば良かったのですけど、今回は

期間的な問題もあり、今年は豊富町と礼文町の２町

で受け入れをするということになっております。 

あと、例年行っております、みなと区民まつりが１０

月にありますけれども、こちら各町村がブースを構え

て物販のヘルパーを行っているということで、これに

ついては継続をして実施をしていきたいと思います。 

その他、宗谷イチ押しプロモーションと題しまして、

管内町村が自分のまちのプレゼンをするような形で

港区のイベントホールをお借りして、それぞれまちの

ＰＲをするということで去年から行っておりまして、うち

で用意した部分としては、ホタテ釣りということでそう

いったものを気軽に楽しんでいただけるような取り組

み等を行ったところでございます。 

あとこれはまだ決まっていない部分ですが、港区

長さんのほうでお考えになっている部分があるようで

すが、港区の職員を宗谷地域に冬の期間に派遣し

て、冬の暮らしを体験させたいということで、一例とし

て、高齢者の住宅の除雪等々で冬でなければ体験

できない部分のメニュー等を職員に体験させたいと

いうようなお考えがあると聞いておりまして、詳細につ

いては今後事務局を中心にして協議を進め実施した

いということで、受入町村があればぜひお願いしたい

ということで事務局から提案があったところでございま

す。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の課長の答弁の

中にあった宗谷イチ押しプロモーションですか。職員
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のみですよね。やっているのは職員同士のものでや

っているわけですね。例えば、今言ったホタテ釣りを

やっていて、定年になった漁師の方を連れて行くと、

すごく臨場感があると思うのですよ。誰でもいいです

よ。漁師でも何でも、ホタテに関して言えば。ホタテに

詳しい人を連れて行って説明しながら、ホタテを釣っ

てもらうとか。親近感が湧くと思うのですよ。もちろん

予算は掛かりますけど。 

職員だけでやっても別に問題ないですけど、地域

住民との交流という部分で、ワーキングホリデーだっ

て豊富と礼文であって、地域の住民と交流するわけ

です。住民同士がある程度交流があるわけです。そ

れもやはりそういうものにも活用というか考え方を持っ

てやってもおかしくないと思うのですけど。 

あともう一つは、港区職員の方が冬期間に来てい

ろんな雪投げなり何なりと今言いますけども、これは

すごく良いことだと思います。その間でやはり職員だ

けでなくて、地域住民との触れ合いというのが大事だ

と思うのです。なかなかそういうことまでは行き届かな

い点もあるのかもしれませんけども、それも含めて何

かやっていただきたいなと。やはりそういう触れ合いと

いうのが大事ですから。 

職員がやってしまうとやはり仕事になってしまうわ

けですから。ではなくて地域住民との触れ合いという

部分でやると、別な広がりができると思うのですけど。

どうなのでしょうか、その辺は。なかなか仕事として始

めたことを地域住民も巻き込んでというふうに持って

いくこと自体、なかなか抵抗があるのか厳しいのかわ

かりませんけど。仕事として終わりたいということがあ

るのかもしれませんけど、地域住民は仕事ではない

ですから。面白がって、たぶんお付き合いしてくれる

と思いますよ。港区の人が来てこういうことをやるから、

手伝ってくれないかということでやってもらうと面白い

ことになってくると思うのですけど、どうですか。そうい

う考えでやってみるかなという。課長、思いませんか。

どうですか。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山 誠君・登壇）：貴重なご意見

として。ただ、管内町村全体でやっている取組みで

すので、猿払村だけでというところも難しくなりますの

で、そういった部分は今後の担当者会議等で意見反

映をさせていただくとともに、首長会議等もあると思い

ますので、そういった場で村長からも話をする機会が

あるかと思いますので、そういった部分を通じて、反

映させていきたいなと考えております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：もちろん他の自治

体もあるわけですから、でも提案することはできると思

うのです。ぜひ検討していただきたいと思います。 

最後に、もう一つお聞きしたいことがあるのですけ

ど、定住自立圏の共生ビジョンについて、一つだけ

お伺いします。 

資料、私もあるのですけど、その中に宗谷定住自

立圏共生ビジョン懇談会構成員というのがあります。

もちろん、これを作るのは中心市ですから、中心市が

こういう方達と一緒にいろんな意見を聞いてというの

はわかりますけど、オブザーバーとして他の町村があ

ると。振興局もオブザーバーとなっている。このオブ

ザーバーというのはこちら側から意見というのは述べ

られないという感じのオブザーバーなのでしょうか。あ

くまでも外から見ている段階で、出てきたものを良い

悪いという判断をするということしかできないのかって

いう部分を聞きたいですけど、わかる方がいらっしゃ

れば答弁を願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：ただいまのご質

問のご答弁をさせていただきます。 

議員お持ちだと思いますけども、資料の中で構成

員を含めた部分については、ほとんどが稚内の業者

さんとか行政関係とか観光関係とかという形にはなっ

ていると思います。それでオブザーバーとしては各町

村が入っていますけども、猿払村としてこの共生ビジ

ョンをつくるにあたって、どのようなことが中心市等含

めてこの広域でできるかというところを、最初に出して

いるというのが実態でありまして、この改正、２期の計

画をつくるにあたって、首長を含めていろいろ副村長

段階でもいろんな意見を交えて、最終的なこの計画

の調整を図っているというふうに思っておりますので、

この中のすべて、この構成員だけで決めているという

ところではなくて、村の意見もきちんと反映した中でこ



- 11 - 

れは作られているというふうに思っています。 

ただ、なかなかでは何が進んでいるのかというとこ

ろについては、先ほど来、申し上げているように、共

同設置、公平委員会の共同設置とか、いわゆる本当

に職員研修の何回かというところでとどまっていたり、

あるいは今実績としては稚内消費者センターのほう

へ圏域を利用して、いわゆるオレオレ詐欺とかそうい

う消費者の不平・不満を共同で、広域で相談に乗っ

ていただいているというところで、猿払村としては実は

この３年間でおそらく１２件の相談がここで解決をして

いただいているというところもあります。 

この計画については、やはりもともと村として関与

をしながら進めていかなければいけないというふうに

思っておりますので、今後についての稚内市の担当

者の方を含めて、協議をさせていただきたいというふ

うに思っております。 

ちょっと蛇足にはなりますけども、ほかの町村との

部分の連携というところにあたっては、数年前を含め

て職員の方から戸籍の共同電算化の提案もいただき

ながら、中頓別・浜頓別を含めた共同電算の動きもさ

せていただいておりますし、保育所も含めた各管内

のうちの村で研修があった場合については、稚内市

とか幌延町とかそういうところの保育士さんもここに来

ていただいて、実際に研修をしていただき、あるいは

村のほうからもし、ほかの副町長の間では、ほかのま

ちで研修がある場合については職員研修のほうに案

内を積極的にいただきたいということもご了解をいた

だいてはおりますので、その部分を含めて進めてい

きたいというふうにも思っています。 

また今後、今、国の動きが共同の本当の統一化の

電算という話が出てきております。住民基本台帳が今

進んでおりますけども、今後においては税・賦課の部

分を含めた資産の管理とかそういうところの全国的な

統一のシステムを国のほうから示すというような動きも

出てきておりますので、今後ますます、議員のおっし

ゃるとおり、広域化の部分については重要になってく

ると思いますので、その辺について情報も含めて、い

ろいろやる時には議員の皆さんのご理解をいただき

たいというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：なかなかこの定住

自立圏というのは難しい部分があると思います。中心

市が中心になってやるわけですから、ただ、せっかく

先ほど言ったように共生ビジョンができ上がったわけ

ですから、オブザーバーとして猿払村も入っているわ

けですから、今、副村長が言ったようにこちら側からも

提案できるものは、提案していくということも大切だと

思います。すべて向こうにお任せするということもでき

ないわけですし、向こうだってそんなことやりたくない

わけですし。それはほかの自治体も思っていることだ

と私も思っています。 

実際やっているのが、いわゆるソフト面の部分が大

半であって、ハードの部分というのはこの共生ビジョ

ンの中に入っておりますけど、なかなか手がつけられ

ていないというのは実態だと思うので、これはできれ

ばもちろん最高なのですが、そうではない部分という

のは地域間連携で何とか事業はできるものを探すと

いう、言い方が少しおかしいですけど、必要な事業を

お互いに自治体と連携していくというのは、ほかの自

治体のほうも思っていると思いますよ。 

私が個人的に話をした時には、やはり同じレベル

で話ができますから、たぶんそういうことがあると思い

ます。なかなかできることとできないことの区分けが難

しいですけど、できることをやっていただきたいと思い

ます。 

この件に関しては具体的なものが示されていない

ので、難しいので答弁はいりませんけど。 

また、これはいずれいつか一般質問をしていきた

いと思いますので、その時はまたもっと前に進んだも

のを示していただきたいと思います。答弁はいりませ

ん。 

質問を終わります。 


