
 

令和元年 第４回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和元年１２月１１日（水曜日）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、順次質問をさせていただき

ます。 

まず、最初の質問として、公共施設等の管理と計

画について質問いたします。 

平成１８年１２月に猿払村公共施設等総合管理計

画が策定され、今後の本村の公共施設等の状況が

示されましたが、それに伴い今後の本村の財政状況

等も議会に対し、説明がありました。 

総務省の指針をもとに、公共施設等のあり方も早

急に計画していくものと考えます。各施設の老朽化

対策、長寿命化対策など課題は山積されており、特

に老朽化対策に関しては喫緊の課題であると考えま

す。 

本村の老朽化した公共施設は幾つか点在をして

おり、中でも生活改善センター、村営プールに関して

今後の施設の扱いをどのようにおこなうのか。 

改修・除却・建て替え・集約化・複合施設化など各

施設の具体的な管理計画を作成するにあたり、どの

ような形で具体案を示すのか。 

さらに個別の施設の管理全般について具体的な

計画はいつ示されるのか、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）：ただいまの山森議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

内容については、３点というふうにとらえて答弁をさ

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、今年２月に令和元年

度から令和１０年度までの１０カ年を計画期間とする

公共施設等総合管理計画の個別施設計画を策定し、

議会にもその概要を説明させていただいたところでご

ざいますが、この中で生活改善センターは除却方針

とし、村営プールについては建て替え検討としており

ます。 

現状におきましては、生活改善センターにつきまし

てはアスベストの含有や電気設備の老朽化などの問

題がある一方で、現状の利用頻度や費用対効果から

見た場合、同規模の建てかえは困難であり建て替え

るとした場合は、他の施設機能との複合化を念頭に

置いた再編が基本となるものと考えております。 

また、村営プールにつきましては水槽部分のビニ

ール屋根や骨組みとなる鉄骨部分の劣化が著しく、

また狭隘で衛生上や防犯上の観点からも既存施設

の延命は困難であるとの認識を持っておりますが、学

校施設等との複合施設化や近隣施設の広域利用な

ど検討材料が多く今のところ具体の方向性を決める

までの判断には至っておりません。 

それぞれの具体的な部分につきましては、令和３

年度からの総合計画、後期実施計画を策定する段

階において一定の方向性を示していきたいと考えて

おりますが、他にも学校給食センターや火葬場の建

て替え等についても検討課題とされておりますので、

その優先度や財政負担の平準化等を念頭に置き、

方向性を整理していきたいというふうに考えておりま

す。 

次に各施設における管理計画の具体案の示し方

についてのご質問でありますが、現在のところでは、

教育委員会が所管する施設を対象とした学校施設

等長寿命化計画において具体の管理方針を定めて

いくほか、総務課が所管する職員住宅に関する管理

計画についてその策定準備を鋭意進めているところ

であります。 

最後に、個別施設の管理全般についての具体的

な計画がいつ示されるかというご質問でございますが、



 

先ほど述べました教育施設関係や職員住宅に関す

る個別施設計画案につきましては、新年度予算との

関連もありますことから来年の第１回定例会の前まで

に常任委員会等の場で計画案の概要についてお示

し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）：ただいま答弁の中で

簡単にわかりやすく質問しますけども、この中で個別

に出している施設として村営プールと生活改善セン

ター。今日は、この質問に関してはここに絞って、質

問したいと思います。 

先に村営プールに関し、今の村長答弁からすると

来年度予算にできるだけ盛り込めるように優先順位を

絞って考えていく答弁がありましたが、まずこのプー

ル、これはかなり前からもう駄目だと、もう何としなけ

れば駄目だ駄目だと言われながら、少しずつ改修し

ながら使っていた現状があります。使えと言われれば、

たぶん使えるでしょう。ただし、もう限界じゃないかと

いう声が大部分を住民の中に占めている部分があり

ます。 

ただ一つ気になるのは、先ほど村長答弁の中に学

校施設の複合化という部分も答弁がありましたけど、

その部分でそうやってやっている自治体も確かであり

ます。ありますけども、そうした場合に今現在は例え

ば、誰でも空いてる時間があればいつでも使用でき

るわけですけども、学校と複合した場合、生徒しか使

えなくなるのか、もしくは誰でも一般の人でもいつでも

お金を払って使えるようになるのかという部分を、これ

ちゃんとしとかないと、生徒しか使えないプールにな

ってしまいます。 

あくまでも学校施設の一つとして、その部分は、た

ぶん頭の中にあると思うのですけど、今現在でいい

です。これは変更があるかもしれませんけども、どの

ように考えてるのか、村長もしくは教育長、答弁をお

願いします。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えさせていただきます。 

教育委員会としては、村営プールというのは不可

欠な体育施設という認識をしておりまして、できれば、

規模を縮小しても施設の建て替え更新を目指してい

きたいというふに考えております。 

議員のご質問の中にもありましたけれども、学校施

設という押さえになりますと文科省の補助を受けての

建設というくくりになりますが、学校の子供しか使えな

いという施設になるという、そういう限定されたもので

もありませんし、これまでどおり学校以外の子供たち

の利用というのも十分可能な施設、そういう施設にす

ることは可能だというふうに認識をしております。 

あとは単独で建てるか、複合的施設というまだまだ

たくさんの選択肢はあるのですけれども、複合化、い

ろんな施設と重ね合わせた施設というのはなかなか

計画的には先が見えてこないという非常に難しい面

もあります。それだけ予算規模も大きくなるということ

も想定すれば、有利な補助の中で学校施設に附帯

するという方式が、今のところ一番期間的には短く実

現するのかなという、今、そういう検討の中で話の協

議を進めている最中でございます。 

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）：ただいまの教育長の

答弁の中で、あくまでも学校の施設として、建設はで

きますし、一般の人も使用できるようになると。そういう

ところも確かにあることはあります。 

でも、問題は、それでいいのです。予算部分もあり

ますから。建てやすいものを建てればいいと思いま

す。規模の部分もありますけど。ただ、それをやった

場合に、学校の敷地の中に一般人が入ってくるわけ

です。その防犯の部分というものをどのように考えて

いるとか感じはします。 

１つの例ですけども、たしか本州で同じような施設

を造って、なおかつ学校の施設の中に郵便局を置い

た。そこの郵便局の前を通らないとプールに行けな

いように建設をしたという。工夫です。郵便局の人が

その出入りを見ているという形なります。それはあくま

でも一つの例ですけども、そうやって工夫をしなかっ

たら多分いけないと思うのです。今のまま、だた入っ

てきてくださいと。では、防犯の部分はどうなんだと。 

何かおきてからじゃ遅いんだろうと云保護者からの



 

意見も多分出ると思うのです。それも含めて、きちっと

考え方をまとめ提唱していただきたいと思います。プ

ールに関しては、これで終わります。 

次に改善センターの部分。これも住民があそこに

行くたびにもう古くなったね、建て替えないのかという

声が聞こえてきます。 

以前、私の一般質問の中で村長もその部分で答

弁あったと思うのですが、その部分では商工会の部

分もあるだろうしという部分もありました。他の団体の

方といろんな意見を練り合わせて計画を作っていき

たいという意見もありましたけども、その部分の話し合

いは進んでいるのかどうかをまずはお聞きしたいと思

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ます。 

現状としては、生活改善センターのあそこのあり方

については、前に商工会からの提案等もあって町並

みの活性化のところを含めた複合施設の提案は、商

工会の方から若干いただいておりますけども、その後

の部分で詳細な検討の部分については、今までは具

体的な案としてどうするということについてはまだ決ま

っておりませんし、今現在としては、検討の段階まで

にまだ至っておりません。 

最終的なセンターの使い方の部分については、や

はり後ろにある公営住宅等を全部、すべて除却した

形の中であそこの広い敷地をどうしようかというところ

を含めて、やはり今の現行のセンターの形だけでは、

やはりなかなか利便性も含めて、少し問題もあるのか

なというふうにも認識をしておりますので、やはり村民

の皆さんが使いやすい形の利便性のいいようなこと

を含めて、あそこをどうしたらいいかというところを、今

後、協議してまいりたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ちょっと具体的な日

にちは分かりませんけど、私が一般質問した時にそう

いう話がありました。 

商工会の町並みの部分に関して、結局、何も進ん

でいないということですね。今の答弁からすると。 

これ多分、建て替えになっていくんではないかと。

あくまでも私の予想ですけども。 

先ほども村長が言っていましたけど、複合化も考え

ていると。規模もあれほどのものは要らないという部

分もありました。 

村の考え方は分かるのですけど、その以前の答弁

の中で言った各種団体、商工会とかいろんな部分か

ら意見を聴取してからとありましたけど、結局、何も進

んでいないじゃないですか。 

それをまずやっていかないと進まないんですよ。で

すから、まずそれを早急にやるのなら、やるでしても

らわないと。 

この公共施設等管理計画自体も私がずっと前に質

問した時にまだできませんという答弁ありました。それ

から１年たって平成２８年１２月にできたのです。 

その時も私、質問しました。やっとできたのだからこ

れから進んでいくだろうなという感じで質問したら、先

ほど言ったように商工会の云々という部分があって練

り合わせていきたいという部分もあった訳ですけど、

結局、その時点で何も進んでいないと。そこでもう止

まっているというこです。 

例えば、これ今すぐに３月予算に実施計画、例え

ば基本計画みたいのものを盛り込んだとしても、最低

でも２年や３年掛かるのではないですか。完成するま

でに。最低でも。普通は４、５年掛かります。その間に

仮に最短にいったとします。５年後に完成する予想を

立てたとします。今から５年後までにあの施設をどう

やって維持して行くのかという問題になってきます。 

先月、私もあそこの施設を利用しましたけれども、

ちょっと２、３日前に行ってみたら、ホールの部分でス

テージの上を見るとビニールが張ってあるのです。前

は無かったのですが。何かなと思って聞いたら、アス

ベストがあそこにあるんで、飛散しないように防止のビ

ニールを張っていると。 

ところが、その防止のビニールが破けて垂れ下が

ってきて、正面から見えるのです。ステージの方を見

たら。それを取っていただきまして、業者の人に直し

てもらいましたけど。それがまず１つ。 

そして、よく見ると電気を全部つけたら電気が５カ

所も６カ所も切れていると。それもお願いして直しても



 

らったら、半分は直したけど、半分はもう球自体がもう

無いと。あそこはまだLEDになっていませんから。もう

１、２週間掛かると言われて、それをそのまま置いとい

てもらってくれとお願いして。そのまま、今も切れてい

ます。 

もう１つは、音響施設が全く使えないと。どうやって

も動かないと。ということで、急遽、他のところからアン

プとスピーカーを借りて設置したということをしました。

たぶん、あそこのステージを使う人は、みんなアンプ

とか何とかを持ってきてやるのではないですか。出来

たからそれでよかったのですが。 

問題は、それでいいのかということなんです。では、

今すぐ音響を直すのか。お金をかけて直すわけにい

かない。だから、早く計画を練って先に進んでくれと

いうことを言っているのです。今すぐ何とかして欲しい、

建て替えて、来年すぐに完成するようにしてくれと言

っている訳ではないのです。 

住民の願いは、「そろそろだよね」「限界だよね」

「ちゃんと使える施設を設置してください」ということな

んです。だから、いろいろな団体や住民から意見を

聴取するのは、もちろん大賛成です。その部分は、

今すぐできる事なんです。その部分を、せめて３月の

予算に盛り込むぐらいの事をしていただきたいと。結

果を出して頂きたいということなのです。 

何も進んでなかったら、これも５年も１０年も１５年も

多分、このままになるのではないかという不安も住民

にはあります。実際にそういう話も聞きます。やる気も

無いのだろうという話も聞きます。 

村長自体も、たぶんあそこの施設に行ったら分か

ると思うのです。たぶん、他の自治体の市町村長あた

りが来た時も「結構、古くなってるね」と言われている

ことが多分あると私も思っています。 

そういう事もあって、あそこはたしか昭和４７年ぐら

いにできたものと思うのですけど、古いです。でも、い

いのです。では、もう少し使いたいと言うなら、きちん

と使えるようにしてくださいと。もし、あそこを新しい施

設に替えるとしたら、その計画、先ほど村長言ったよ

うに、裏の公営住宅を何とかすると。では、何とかして

ください。その言うことはいいんです。 

だけど、行動として、結果として、目に見えたものが

出てこないというところに住民はもちろん、私もちょっ

と憤りを感じている部分もあるので、その部分をもう１

回やりますということを言えるものであれば言っていた

だきたいと思いますけど。 

よろしくお願いします。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問いただ

いた部分について、本当にアスベストの関係、あるい

は電気の修繕、音響の関係といろいろ村民の皆様に

は苦労をしていただいて、ご不便をかけている面とい

うのは重々承知しているところではございます。 

そこの部分については、もう少し具体的にこの建設

にあたっては今、議員のおっしゃるとおりに早急な形

の中で、協議をしていきたいというふうに思いますし、

まず最初に来年度の姿の部分では、やはり先ほど答

弁で申し上げたとおり、私のところとしてはやはり後ろ

の除却を優先したいというふうに思っております。 

現状でいくと、今年度１棟４戸の除却予算を承認い

ただいて、今回除却をしているわけでございますけど

も、来年度以降で早急に棟数を含めて、これは社会

資本整備の補助金も使っているところでありますので、

そこの部分でも予算要求をしっかりと国の方へもお願

いして、できるだけその姿を早く見せれるような形で、

後期の総合計画の中で新しい複合施設を含めた検

討について準備してまいりたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：言ってることは分かり

ます。 

もうひとつ。これも計画も何も出来ていないのです

けども、頭の中にあるものとして先ほど村長言ってい

た集約化の部分も。ちょっとちらっと言っていましてが、

いろんな方法があると思うのです。 

その中で私が今注目しているのは集約化の部分

で。これ、以前の一般質問でたしかしたはずなんで

す。具体案として、質問させていただきました。今の

改善センターに必要な部分というのは、メインの大き

いホールです。 

他に会議室、いろいろありますけども、今、会議室

は他の施設にもあるんで。あそこは使ってはいますけ



 

ど、使用頻度は低いと。同じ会議をするにしても、他

の所でも出来るという部分もあります。もちろん管理

人も今はいません。商工会の事務所があるだけで。メ

インはあそこのホールなのです。では、ホールをどう

するか。 

今、副村長が言った話だと後ろの公営住宅をきれ

いにして、その部分にという話をしていましたけど、社

会資本整備のお金を使ってやるというのは。 

私が考えてるという部分はそこではなくて、ではホ

ールの部分を、前にも言いましたけど上のスポーツセ

ンターや農村環境改善センター、あそこの部分にホ

ールの機能だけを移設というか、新築して付けてしま

うと。 

そうすると総務省の予算としてスポーツセンターも

農村環境改善センターの悪い部分も直せますし、そ

のホールに関しても、予算が出るのです。もちろんた

くさん予算が出るわけではないです。多分、１度に９

０％の半分ぐらいになるのかな。あんまりよくわかりま

せんけど。そのぐらいの予算を総務省が、前に質問し

た時も同じ予算があったのです。今でもその予算は

あります。そこに合致するかどうかという検討もしてみ

てもいいのではないか。 

何であそこの場所にこだわるのですか。 

町並みはいいです。でも、そこの部分を切り離して

考えるのも１つの選択肢だと思うのです。どうしてもあ

そこではなければダメだと言うのであれば、あそこに

できるように進めていけばいいだろうし、もしくは、もっ

とそれに時間がかかるようであれば、私が今言ったよ

うに提案の１つとしてそういう部分もありますよと。そう

すると、もっと楽に予算面として使えんないですかと

いう部分です。 

先ほど村長は今みたいな大きい施設は要らないと。

もっと小さい物でいいと。それはもう大賛成です。先

ほど私が言ったとおり。ホールがあればいいのです。

結局は。今の時代にあっているホール。 

私達議員もいろんな所に行って見てきました。素

晴らしいものもあります。お金があれば何でも素晴ら

しいものができるのですけども。 

そういう部分も含めて、いろんなものに使えるホー

ル。見て来た自治体の一つとしては、ステージもすご

くでっかく作っていて、そこでもスポーツができるとか、

あとは電動で椅子が降りて来るとか、例えば大きい葬

儀がある時は、そこを平らにしてフラットにして葬儀を

すればいいですし、何か他のものに使うのであれば、

斜めの椅子がダーッと電動で出てくるところも、私達

議員は見てきました。新しいところも。お金を出せば

あういうものも出来るんですけど。そうやって、いろん

な部分で使えるものを考えていけば住民は多分喜ぶ

と思うのです。 

ただ、それを含めてこれは私が言うと言ったとおり

にするのが云々という話になってしまいますから、検

討の１つとして、これからの中で話を揉んでいただき

たいと思うのですけど。どうしてもあそこじゃなきゃ駄

目だという理由はありますか。 

その辺をおひとつ質問したいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今のご質問にお

答えをさせていただきたいと思います。 

過去にも上に建設をするのか、下にそのまま継続

してするかというご質問をいただいた中で、私の答弁

としてはこの敬老会等も含めて、高齢者の方々がや

はり上まで登って行く足の確保については、非常に

厳しいというような答弁をさせていただいたと思いま

す。 

その部分については、今の改善センターがなかな

かの高齢者向けのトイレだとかいろんな部分で厳しい

という中で今現状としては保健センターを利用させて

いろんな事業、高齢者等の事業をさせていただいて

おります。 

そういった部分で足の確保といろんな部分につき

ましては、下の方に一切こだわることなく上の方も、土

地も含めて建設が可能かどうかという形の中で検討さ

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）：今のその答弁で思い

出しますけれども、たしかあの時は、あそこの上まで

に高齢者の方が上っていくのは厳しいと言ったときに、

私が言ったのは、それは鬼志別の人だけでしょうと。 

しかもその近くにいる人だけです。浜鬼志別や知

来別や浜猿払や他の地域の人は、あそこは歩いて上



 

るということはほとんどないのです。みんな、ほとんど。

バスで来た人は分かりません。ただ、来るとすれば、

ほとんどの人が車で来るのです。 

その部分は、私は全く意味がないと思っています。

その考え方は。 

もちろん、そのような方はいるでしょう。いるでしょう

けども、それは私は認めるわけにいかないと。その意

見として。 

そこの部分じゃなくて、今言ったように他の部分で

ちゃんと考えて下さいということを述べて、この質問は

終わりたいと思います。 

次の質問です。 

２番目の地域間交流について。 

本村の姉妹村であるオジョールスキイ村との交流

事業は、サハリン定期航路の廃止に伴い、今年から

交流事業の中断を余儀なくされています。 

諸般の事情により、この定期航路が再開されない

限り交流は困難であると考えます。 

また、宗谷町村会の行っている東京都港区との連

携事業では、情報発信ＰＲや宗谷アクセス＆一押し

マップの作成等、さまざまな事業実施が行われてい

るようですが、中でも経済交流や人的交流の推進の

ための各町村議員のプレゼンテーションによる宗谷

一押しプロモーションの計画があると、以前の一般質

問の答弁でもありましたが、その後、進展があるのか

お聞きます。 

○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、本年度の事業実績としましては、イベント関

係では１０月に予定していたみなと区民まつりが台風

の影響により中止となりましたが、１１月には港区で開

催した宗谷一押しプロモーションと題したイベントで

のＰＲ活動や特産品の販売を行っております。 

また、本村には直接の関係はありませんが、来年２

月頃に豊富温泉＆利尻昆布風呂体験ウィークと題し、

港区内の銭湯で宗谷の温泉と銭湯が、コラボしたイ

ベントを開催する予定となっております。 

次に、体験型企画では、宗谷版ワーキングホリデ

ーと題し、港区民が管内町村に１週間程度滞在して

就労体験などを行う取り組みとして、本年度は豊富町

と礼文町で７月から８月にかけて受け入れを行い、合

わせて５名の方に参加をいただいております。 

その他、宗谷町村会と包括連携協定を締結してお

ります札幌市の株式会社カムリッチフーズにおいて、

宗谷地域の特産品の販路拡大に向けた取り組みとし

て、港区内の店舗で宗谷地域の食材を使用した限定

メニューの提供を行っていただいております。 

以上が、本年度の事業計画と実績でありますが、

実施にあたり交付を受けていた道の地域づくり交付

金が本年度で終了することもあり、次年度は事業規

模を縮小する方向で検討がされております。 

この事業は、宗谷町村会としての取り組みであり全

体での協議が必要となりますが、これまでの事業効

果の検証と今後のあり方について、改めて議論する

時期が来ているのではないか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）：そもそも港区との連

携というのは、宗谷町村会と一緒になってやったわけ

ですから。 

その中の一つで本村があるということになってます。

今、村長が最後に言った交付金が無くなって縮小し

なければならないと。 

せっかくこうやってきたわけです。カムリッチフーズ

といろいろなものを作ってみたり、ワーキングホリデー

なんか私も話を聞きましたけど、本村とは全く関係な

い話になってしまいます。 

結局、うちの猿払村にどういうメリットがあったのか

なと。そういうものですけども、気になるのはその縮小

したことによって、多分そのまま置いておくと消滅して

しますのではないですか。補助金が無くなったからも

う止めたというふうになってしまって、多分、言い出し

た豊富町さんはどうしようか今頃考えていると思うの

です。できることならせっかくこうやって縁をもった訳

ですから。 

港区さんと単独で何かできるふうなことを考えてい

く考えはないのかということを、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 



 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：一応、港区と宗谷町

村会との取り組みという形の中で、今、連携をやっ

ておりますので、多分来年１月にこの取り組みにつ

いての状況という形の中で各首長の話し合いが持

たれると思っております。 

その中で、今後どうしていこうかという形の中で、多

分続けて行くんだろうと僕は思いますし、また、うちと

しては赤坂にお邪魔した時に丸ごとフェア。 

そのときにも港区の武井区長さんが毎年お見えに

なって、激励をしていただいているという状況もござ

いますので、町村会がもしこの事業をやめるとなった

中でも、村として港区と何かしかの今までのご縁があ

りますので、連携ができるものであればそういうような

方向も考えながら職員と考えながら、また向こうの相

手方もありますけども、港区の職員と考えながら、一

緒に進めていきたいなと思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、それを言ってもし

ょうがないので今後の状況に期待したいと思います。 

次の質問にいきます。 

近年、近隣自治体でもさまざまな交流事業が活発

に行われているようですが、それぞれの自治体ごとに

地域の発展を考えているものであり、本村において

は姉妹村との交流事業も頓挫し、学童交流が中断さ

れ友好都市提携を結んでいる石川県内灘町との交

流事業では主だった進展がないのが現状であり、今

後の事業展開をどのように計画するのか、見解をお

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

お答えさせていただきたいと思います。 

オジョールスキイ村との友好姉妹村の関係につき

ましては、これまでの歴史の積み重ねによるものであ

り、航路の運休いかんで左右されるものではございま

せんが、航路の不安定な状況が今後も続くようであ

れば、今後の事業のあり方について先方と協議する

場を設け、休止を前提とした提案をせざるを得ないも

のと現状では考えております。 

しかしながら、友好姉妹村の関係を閉ざすことのな

いよう国際交流協会の皆様のお考えも伺った上で、

何らかの取り組みを検討してまいりたいというふうに

思っております。 

また、国内友好都市の内灘町とは、これまで行っ

ております両町村の夏まつりにおける特産品提供等

のＰＲ活動やお互いの特産品を使用した学校給食交

流を継続実施している他、本年度からはそれぞれの

小学生が交互に訪問する青少年交流事業がスタート

しており、本年度は内灘町の子どもたちが夏休み期

間を利用して羽幌町と本村を訪問し交流を深め合っ

たところであります。 

議員からは、主だった進展がないというようなお話

がありましたけれども、内灘町との交流事業につきま

してはお互いが無理なく長きにわたって続けられるよ

う、念頭に置きながら行っ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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：内灘町とは、その他

に凧の会の交流は毎年やっていただいています。大

変、感謝をしているところです。 

何を言いたいかと言うと、学校給食も私達、たしか

去年参加しました。見学に行きました。内灘の議員の

方々と一緒に。大変良いことだと思います。 

もうひとつ言いたいのは、羽幌町とどうしてもセット

になってしまうと。前に一般質問でも言いました。単

独でできないのかと。内灘町の議員の方も言っており

ました。２つ掛け持ちで来るのは辛いという話も聞い

たので。羽幌町は羽幌町、猿払村は猿払村でいいの

ではないかと。 

その予算もあるのかどうか分かりませんけど。そうい

う考えもある方が言っていましたけど、考えてみても

いいんじゃないかという話をしていました。 

別にセットでもいいのです。向こうは姉妹村ですか

ら。うちはあくまでもしたということで、それはそれでい

いです。 

問題は、夏祭りもたしか内灘町の方がスイカ持って

来られたり、観光まつりに職員の方がきます。向こうの

夏祭りもうちの職員が何年も続けて行っている話を聞

いています。 

それはそれでいいです。いいですけど、住民がそ



 

れをどこまで理解しているかと。広報にはたぶん載っ

ていると思うのです。載っているけど、広報を見る方と

見ない方もいますから、もうちょっと住民が分かり易い

というか。参加でもいいです。住民が参加できるような

ものをできないのかなと。 

やる方としては、開催する方としてはいろいろ手間

がかかりますから。どうなるか分かりませんけど、何か

内々だけでやっている気がしてならないのです。そ

れにお金が掛かっているという部分で。 

それはそれでいいですけども、それプラス何か住

民に理解してもらって、住民が参加できて、内灘町と

こういう関係なんだというものを何か示していただきた

いと。 

それは住民に言われたことがあるのです。あれは

誰なんだと、観光まつりに来て。内灘町の人ですと。

内灘町とは何だと。知っているけど、何で来ているの

かみたいな感じでしか分からない。住民は、それぐら

いなものです。なので、もうちょっと分かり易く、そうい

うものをつくっていけば、もうちょっと違うものが見えて

くるのかなと。 

同じことを繰り返しても同じことしか出てきていない。

ここ何年も繰り返していることの結果なんで、そう思っ

てしまうのです。それで、もうちょっと住民参加ができ

るようなものを考えられないかと。 

前も一般質問の答弁があったと思うのですけど、

今、ふるさと納税の返礼品に内灘町のものあるんで

すか。入れる、入れないという話がありましたけど。１、

２年前はできたと思うのですが。今はうるさくなったの

で、それも駄目になったと。 

猿払村の住民が内灘町のラッキョウとかスイカとか

を、今すぐに仕入れているところはあるのですか。 

昔、仕入れるまでわざわざ向こうまで連れて行った

のですが、仕入れがなっていないと問題もあります。

売ってもらおうとしたけど、そこの店が全然発注してく

れないと。向こうも嫌になって止めてしまったという。

言い方悪いですけど。話を聞きました。 

それをやっぱりその手助けするのも行政の役割だ

と思うのです。 

猿払村の例えば貝柱だって、干し貝柱だって、牛

乳だって向こうで販売してくれる方がいると聞いてい

ますけども。もうちょっと何か広めれないかなと。その

ぐらいはできると思うのです。もちろん、やる気の問題

ですけども。多分、いろいろなものが計画になって頓

挫している部分もありますから。 

何か役場の中でも担当課で考えていることあるの

ではないですか。 

総務課長。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）： 私の方からお

答えをさせていただきたいと思います。 

何か考えているのではないのということですけれど

も、具体的なことは進んではいません。 

先ほど村長が答弁した部分で、青少年の交流とい

うところで、地道ではあるのですが少しずつ住民とい

うか、子どもですけどもそういった巻き込んだ形で、や

はり内灘町とは今までの歴史や背景から見ても、関

係を閉ざす事にはならないと思いますので、末永く交

流は何かかしら続けていかなければならないというふ

うに思いますので、こうしたところを地道にやっていく

というところで、私どもは今考えておりまして、前向き

な答弁になっていないとは思いますけれども、これは

理解いただければというふうに思います。 

ちなみに青少年交流事業は、本年度は内灘町の

子ども達が羽幌町とうちを訪問されたのですが、予定

としては、次年度は羽幌町の子ども達が内灘町を訪

問するということで。 

再来年、うちの小学生が１対１で内灘町の子供と交

流するというような計画になっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：総務課もいろいろ忙

しいとは思いますけども、それも含めて私が今言った

ことは議事録にも残っていますので、今、総務課長の

答弁も残っております。 

ぜひ、前向きな計画を練って頂きたいと。急かして

いるわけではないですけど、せっかくの縁ですから、

その縁を掘り下げていくのもいいのではないかという

ふうに思っていますので。 

うちの猿払村は、比較的交流が少ない方だと思う

ので。 



 

今日の日刊宗谷に枝幸町が外国の数十年付き合

いがあったものを解消になったと。 

それも時代の背景だと思います。 

うちもオジョールスキイ村は外国ですから、せっか

く縁ができたのだから、定期航路さえ復活すれば出

来るのですけど。あれがもう再開しないかぎりは、な

かなか難しいのかなという気もします。子供たちが行

き来しているという部分は、これは総務課ではなくて

教育委員会の方だと思うんですけど。それも引き続き、

やっていただきたいと。 

保護者の方は分かるんですけど、その他の一般の

住民の方というのはなかなかそういうところは分からな

いので、広報を通じてもいいですし、他のものでもい

いですから、何か住民にわかりやすいものを示してい

ただいて、内灘町とはこのぐらいの交流を毎年行って

いますよぐらいのことをしてもらうと、住民も納得して

いただけるのかと思うので、それもぜひよろしくお願

いしたいと思います。 

最後の質問に移りたいと思います。 

地域間交流を推進するにあたり、新規の交流事業

の可能性を検討し交流事業と経済発展を結びつけ

ていくことを前提とした事業展開はできないのか。 

各種団体やスポーツ関係、さらに行政機関での交

流にとどまらず、産業振興に結びつく施策は検討で

きないのか。 

本村には他の地域に引けを取らない一次産業が

あり、さらに商工業を含めたオール猿払での交流を

推進することで地域の活性化が生まれると考えます。 

交流する地域と相互の価値観を共有し、お互いの

地域に有意義な振興や発展に貢献できるものと考え

ますが、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

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

議員がおっしゃる観点での地域間交流は、大変意

義のあることと私も感じております。 

地域間交流の第一は、人的交流であると考えます

が単発的なイベント参加などにとどまることなく経済

面での有益性なども重要な要素であるというふうに考

えます。 

村としましても、メリットがあると思われる連携先があ

れば、積極的にアプローチをしてまいりたいというふ

うに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：これは、お互い双方

の関係からですから、こちらから一方的に「どうだ、ど

うだ」ということでもないだろうし、もちろんどちらかに

不具合があれば、それは難しいことになってしまいま

す。 

ただ、何を言いたいかと言うと、結局、どうやって、

さっきも言いましたように住民に周知するという部分も

ありますけど、その先にあるのはそれに乗っかって、

例えば猿払村の住民が何か事業を起こすとか、何と

かという部分につながるのか。 

ちょっと、話が飛んじゃいますけど、つながるかもし

れないというのは、住民がどうやってもうけられるか、

お金を稼ぐかという部分にもつながっていくと。 

経済が活性化するということは、お金が動くというこ

とですから、ただ事業として、紙の上だけのものであ

ればそれはそれでいいのです。いいのですけど、人

的交流でもいいです。それももちろん反対はしません。

しませんけども、それプラスということなのです。 

今までやってきたこと積み重ねをどのように生かし

ていくのかということなのです。 

せっかく体験してきて、身についたものだからそれ

を利用して、経済活動にもつなげていけないかと。 

これを具体的に言っちゃうとすごく幅広くなっちゃう

んで、なかなか言えませんけどもそういう事なんで

す。 

学童交流もそうです。ずっとやってきました。オジョ

ールスキイも、今、これから話し合いをすると言ってま

すけどもたぶん、これ続かないです。先ほども言いま

したけども。 

今、最後に村長が答弁の中で積極的なアプロー

チをしていきたいというのがあって、例えば具体例を

示しますと稚内市は、日本最北端の市であると。最南

端の市は石垣市ということで、ずっと何年も前から交

流しています。共通点があるから。 

これも昔の一般質問で言ったことがあります。 



 

日本最北端の村だから、真ん中にいては最北端と

は言えない。本当です。一番端にいる特徴のあるとこ

ろです。稚内市と同じように。 

一番南にあるのは、その石垣市の隣にある小っち

ゃい島、まん丸い島で多良間村。 

多良間島という島で人口も猿払村とちょっと似たよ

うなものであって、中学生の数でいうと本当に猿払村

と同じぐらいの中学生の数です。ホームページを見る

と「日本一美しい村」とか「日本最南端の島」て出てい

ますけど、観光とか他の分かっている人に言うと、多

良間村というと「あー、多良間村ね」と言います。 

こないだも札幌で観光関係の女性の方に多良間

村と言ったら「知っています。知っています。」と言っ

ていましたよ。それぐらい注目を浴びているところで、

観光客もたくさん来ているところで飛行場もあってと

いう部分です。 

もちろん、これは勝手にこの中だけで、理想を描い

ているだけですけども、先ほど村長がいったように何

かつながりがあればという部分で、例えば、石垣市と

稚内市だって、どっかが誰かが言い出したのです。ど

っちかのだれか何か言い出して、今こうなったわけで

す。きっかけがあったわけです。 

それをもちろん言ったことによってすぐ何とかなると

いうことは限りませんけれども、こういうことをやっては

どうですかという提案の１つとして。 

実は何年か前に沖縄まで行った時に１人で行って

こようかなと思ったのですけど、行ってもしょうがない

のでやめましたけど、本当にそんな気になりました。 

あくまでもこの中の話しですけど。中だけで言いま

すけど、理想として今までオジョールスキイと夏休み

に交流しました。今度、沖縄と交流したことによって冬

休みに子ども達が交流できるのです。 

雪を見たことない沖縄の人たち。 

沖縄の人たちはなかなか外に出歩かないんです。

北海道の人間ってあちこち出歩いていますけど。沖

縄の人達って話を聞くとなかなか外に出歩かない人

が多いみたいで、雪なんて見たことも無いという人が

もう大多数です。 

冬の猿払村に来る子供たち、大人でもいいです。

来ます。猿払村の人たちは、行きます。向こうに。 

向こうというのは、もともと王国だったこともあって全

然文化が違います。全くと言っていいほど、文化も違

うし、食べ物も違うし、生活習慣も違うしという部分で。

言ってみれば、我々子ども達が知っている日本では

ないのです。本当に全然違う文化ですから、全くと言

っていいほど。そこの部分を体験する。同じ日本なの

にこんなに違うんだというものを見せてあげるという部

分で言えば、外国に行くよりももしかしたら価値がある

のかもしれないというふうに私は個人的に思いまし

た。 

そういう事もあって、私が言ったから言ったとおりに

するのがしゃくだというふうに思うかもしれませんけど、

何かきっかけ、誰かが何かを言いださなかったら何も

始まらない訳ですから、私が行ってよいなら行きます

けど、止めてくれと多分言われると思うので行かない

ですけど。 

そこのところだと思うのです。今、私が言った、村に

限らないです。何か探す努力をしてくれないかなとい

うことなのです。 

そこの部分でいろいろなものが生まれてくると思う

ので、そこから経済交流も何もという部分がたくさん

生まれてくると思います。将来的に。何年かかるか分

かりませんけど。 

その部分を見据えて、もしかすると新しい産業が生

まれるかもしれないいう部分まで考えて、私、質問し

ているわけですけども、それについてこられないなら

しょうがないですけど、努力というものをしていただく

ということは、今この場で多分それぐらいのことは言え

ると思うのです。 

何かしら、今、私が言った地域に限らないです。 

何か、もしきっかけがあれば、例えば港区との先程

言った交流が解消されるのであれば、単独ででも交

流を続けたいと先ほど村長が言いましたけど、それと

同じ事なんですよ。その努力ってものを、これからし

ていただけるのかという気持ちの部分をお伺いしたい

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

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

前回の他の議員さんからのご質問もあったとおり、



 

オジョールスキイ村との交流が航路の関係で非常に

閉ざしてきている状況もありますので、他のところに目

を向けてはどうかというようなご提案もいただきました

ので、前回の教育委員会議の中で、そのようなお話

を教育委員の皆様方にお話をさせていただきまし

た。 

それで学校関係の事業だとかいろんな学校関係も

ありますことから、一応、令和３年度に向けて、英語圏

の部分についてはちょっと検討しようという形の中で

お話をさせていただいて、合意を得たところでござい

ます。 

今、山森議員からお話があったとおり学童のみな

らず、一般交流も含めて同様な形でご提案をいただ

きました最北の村と最南端との村との連携について、

確かに誰かが行動を起こさなければ、そういう連携も

たぶんできてこないだろうと思います。 

内灘町の交流についても、巽前村長が今までの歴

史を考えて内灘町にアプローチをして、いろいろご苦

労されたようでございますけれども、今ここに至ったと

いう経緯もございますので、新たな方向の中で検討・

努力してまいりたいというに考えております。 

その部分については多少時間をいただくかもしれ

ませんけれども、職員間でいろんな形の中で提案を

していただいたり、協議をして行く中で、また別な形

の中で、今、議員からあったとおり最北と最南端、こ

れは一つのいい例だと思いますけど、これもやはりお

金がかかってくる。 

先ほど議員からお話のあったとおり、枝幸町につ

いて相手方が財政的にゆるくなくなってきたので、３１

年間つき合ってきたけれども、ちょっと交流を今回停

止するというような新聞報道もありましたけれども、そ

こは息長く続けられるような方向も含めて、検討して

努力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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、村長が最後に言

った予算ですけれども知れていますって。 

たしかに予算は、何するにも予算はかかります。 

でも、役場は予算を使うところですから。予算使っ

て当たり前です。それが莫大な予算がかかるというの

であれば。 

枝幸町は外国です。めっちゃお金がかかるのです。

そこではないですから。 

今、言ったのは、予算がかかります。はっきり言っ

て。かかるけども知れてます。 

こんなこと言っていいか分かりませんけど。たぶん、

そんな莫大な予算はかからないと思うので、ぜひ今

言ったようにやはり前向きに検討していただきたい

と。 

あと、学童の交流に関しては、今、止まっている状

態。今の生徒がかわいそうなのです。何年も続いて

行っていたのが、次、自分達が行く番だと思っている

のに大人の事情で、フェリーが無くなっちゃって行け

なくなった。楽しみにしている子がたくさんいるって聞

きました。 

そこなんですよ。全部、大人の事情で子ども達が、

悲しんでいるという部分がありますから、その辺をい

つも頭に入れながら考えていただきたいと。 

たまたま、うちは内灘町という代替じゃないですけ

ど、交流するところが、１つ今残ってるわけですから、

それもできるんでまたちょっと安心していますけど、も

うちょっとそこら辺のところを考えてあげていただきた

いと思いますということをお願いして一般質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

 


