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令和２年 第２回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和２年 ６ 月 ２５ 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、順次質問をさせていただき

ます。 

新型コロナウイルス感染症対策の現状と今後の展

望について、いくつかお伺いをいたします。 

まず１番目として、今年になり新型コロナウイルス

感染症は、瞬く間に世界中に感染が拡大していま

す。 

北海道においては６月16日現在、感染者数1178

人。死亡者数92人。 

日本国内全体では、感染者数１万7587人。死亡

者数927人。 

さらに世界全体では、感染者数782万人。死亡者

数43万２千人と公表されており、医療体制を根本か

ら脅かす、まさに未曾有の事態にまで至っていま

す。 

そのなかで、本村を含む宗谷管内においては、医

療体制を脅かす感染者の増大には至っていないの

が現状と考えます。 

日本国内において感染のピークは越えたと思わ

れますが、北海道では第２波の感染拡大も起こった

経緯もあり、国内でいつ、次の感染拡大が起こるか

が懸念されています。 

仮に次の波が、管内や本村に起こった場合、それ

に対応できる医療体制の確保等、不測の事態に対

し十分な体制が備わっているのか、管内中心市の現

状を鑑みても、その許容範囲は決して大きくないも

のと考えますが、現状踏まえどのような決めごとや話

し合いがなされているのか、また今後の感染症など

への対処を含む医療体制の展望をお聞きします。 

○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。 

大きく３点のご質問の内容かと思います。 

まず最初に、不測の事態に対し十分な体制が備

わっているのか、また現状踏まえどのような決めごと

や話し合いがなされているのかという部分と、それか

ら今後の感染症対策への対処を含む医療体制につ

いてということで、分けてお答えをさせていただきた

いと思います。 

まず道内で懸念される第３波の襲来に備えた準備

としては、現在のところ、大きく３点の対処を行ってお

ります。 

まず１点目は、物資の調達確保として、マスク・消

毒液・フェイスシールド・手袋・防護服・非接触型体

温計などの整備を行っております。 

２点目は、感染者が発生した場合への備えが大

事であると考え、２月に病院・消防・保健福祉課の担

当職員が参集し、感染と疑われる方の対応や移送

体制などについての連携会議を開催したほか、課長

職以上で構成する新型コロナウイルス感染症対策本

部会議は、これまで12回開催し、感染者発生のシミ

ュレーションやクラスターの可能性の検証、自宅勤務

や時差出勤の検討、各部署の事業及び関係する施

設の対応などについて協議をしております。 

さらには具体的なイメージとして、職員の中から感

染者が発生した場合の対応マニュアルや業務体制

などについて、来月上旬までに部署ごとにまとめるよ

う指示をしております。 

３点目としましては、稚内保健所との緊密な連携

が必要であると考え、感染と疑われる場合の対応、

感染者発生の際の公表前の連絡体制、市立稚内病

院の診療体制、ＰＣＲ検査体制などについて、随時

確認を行っておりますが、保健所に対しましては、宗
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谷管内で感染者が発生している事例もあることから、

この対応を検証する機会として、各市町村への伝達

会議の開催についても要請を行っております。 

その他、軽症者や濃厚接触者用の自宅以外での

療養場所の選定を進めており、村が所有する空き住

宅などの利用を現在検討しております。 

次に、今後の医療体制の展望につきましては、現

状では感染者が出たときの対処は、保健所の指示

に従うこととなりますが、医療体制としては、看護師な

どスタッフに限りがあることや施設の構造上からも特

別な対応ではなく、これまでと同様の対処を考えて

おります。 

具体的には、全ての患者が新型コロナウイルスを

保有している可能性を否定できないという前提に立

たなければならないことから、標準予防策であるマス

クの着用や手指消毒を基本に、感染が疑われる患

者には、来院前の電話の徹底をお願いするとともに、

保健所との連携を必要に応じて取りながら、防護服

やフェイスシールドなどを着用した上で、救急外来で

の診療を行うこととしております。 

万が一感染者が発生したとしても、救急外来以外

にウイルスを持ち込ませないことを念頭に置いた対

応を取ることで、引き続き適切な医療を村民に提供

していく考えであります。 

以上であります。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、村長からいくつか

答弁がありましたけれども、さすがといいますか、役

場の中でもこういう関係に長くいたというだけあって、

適切な対応を取っているなという気はしますけれども、

１つ気になった部分が、濃厚接触者の方が仮に出た

場合に、その自宅以外でいわゆる隔離と言われます

か、それをする場所がこれから決めるっていうことで

すけれども、例えば今日明日そういう方が出て、濃

厚接触者がいた場合に、それはまだ決まっていない

状態で、今現在じゃあどこにそういう隔離施設を造る

のか、それともそれまでの間に自宅にいていただく

のかという部分も含めて、これいつ起こるか分からな

いのが現状で、１人２人ではなくて、出るときは急に

何人とかまとめて出てくる可能性もほかの地域を見

ているとあるわけで、たまたま本村はそういう方が今

まで出ていないというのが現状で、これから何が起こ

るか分からないのが現状だろうと思いますけれども、

まずその多分そうなると思いますけれども、さきほど

言ったような隔離する場所というのをこれからどうしよ

うとしているのかというの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）：確かに喫緊に患者さ

んが出たという場合については、対処のしようがない

というところもありますので、前回の対策本部のなか

でも現状の１つの案として出ておりますが、浜鬼志別

にあります移住体験ハウス、この部分につきましては、

今現在移住体験者の方々をお断りさせていただい

て、そこのところで濃厚接触者等も含めながら隔離を

したい。 

それと医療従事者がもし出た場合のこともあります

ので、その場合については病院の向かいの誠心寮、

看護師の寮がありますけれども、そこのところの部屋

が空いておりますので、そこのところにまず置きた

い。 

それから少し改築等というか、いろいろな設備を整

えなければならないということで、先ほど説明させて

いただいた、まず空き家住宅、それから病院裏の院

長住宅、この部分については、使えるような状況にあ

りますので、緊急に補助を使いながら直していけれ

ば、そういうところを複数候補として今、検討している

最中です。 

議員おっしゃられたとおり、これは早急に確保して

いかなければならないと考えておりますので、早々

に対処していきたいと考えております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：その件に関しては、

本当に早急に決めていただきたいと思います。 

なによりもこの感染者本人は１人ですけれども、濃

厚接触者が複数というのがありますから、感染者本

人よりも濃厚接触者が多くなるのは、これは当たり前

といえば当たり前なんですけれども、可能性がありま

すので、今度はその移住体験ハウスを決めた場合に、

あそこに何人入れれるのかという話しにもなってきま

すから、出ないのが前提ではなくて、その感染者が
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出るのが前提って考えなければならないので、その

辺もしっかりと早い段階で決めていった方がいいと

私自身は思います。 

この質問に関しては終わります。 

２番目の質問に移りたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症において、困窮してい

る事業者に対し、支援金や商品券の発行、さらに製

品の買い支えによる住民への配給、また独自のポー

タルサイトの開設等、国が定める地方創生臨時交付

金等の活用が進んでおり、早急な事業者の支援の

観点では有意義なものと思われます。 

しかし、そのほとんどが一時的な救済措置であると

考えますが、交付金の活用事例の中には、新規市

場開拓支援事業など、新たな販路開拓を促し支援

できる事例もあり、該当事業者が販路拡大に伴う初

期費用の軽減が可能であると考えます。 

特に本村の水産物に関しては、全国的な知名度

は決して大きなものではなく、販路の開拓を推進で

きる機会でもあり、村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。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、水産加

工品等を流通する販路が機能せず、在庫に余剰が

生じ、水産加工業者の経営が深刻な状況に陥って

ることは、私も認識をしております。 

収束に事業者がこのような状況に立ち向かうため、

新たな販路拡大の意向があれば、村としても対応で

きることがあれば、事業者と協議をした上で協力をし

ながら、進め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）：確かに行政のできる

ことはそのぐらいのことかと感じます。 

あくまでもこれ個人事業の収入の方が相手ですか

ら、経営努力というのは事業者の方がするべきだと

は思いますけれども、この地方創生臨時交付金の内

容は、そこの部分を通り越して、例えば目的として収

束後に備えた活動や新しいチャレンジを応援したい

ですとか、そういう収束した後のことも考えているもの

というのは、これはもちろん国が定めているもので

す。 

ということは、行政もそれに準じていかなければな

らないというふうに感じてますから、確かに努力する

のは事業者本人ではありますけれども、こういうもの

があります、ああいうものがあります、こういう販路が

ありますというのを探すのは、別にその行政がしなく

てもいいことではないと私は思っています。 

このコロナウイルスが、この感染が拡大する以前か

ら、それは多分事業者の方々がみんな感じていたこ

とであって、ただ忙しさに追われたり、そういうことを

考える暇がないっていう部分もあって、もうちょっと国

内の需要を増やせれば、輸出ばかりに頼っているわ

けではなくて、外国に何かあった場合に輸出が止ま

るという部分ではなくて、日本国内の人にもっとたくさ

んこの水産物や農産物を食してほしいっていう考え

は、誰にでもあると思うんですよ。 

その部分も感じ取っていかなければならないと私

は思っています。 

向こうから言いだすのを待っているのではなくて、

こちらからこういう提案、こういう予算があるんですけ

れども、どうですかって言うのはおかしいですけれど

も、ありますということをね、周知徹底していただきた

いと私は思っています。 

確かに行政がこういう市場があります、ああいう市

場がありますと言うのはおかしいかもしれませんけれ

ども、そのぐらいことをしてもいいんじゃないかと。 

そのための予算だと私は思っていますので。 

見るとこの100何項目ですか、ほとんど全ての事業

に対しての支援というか、交付金が出るような形にな

っています。 

あとは皆さま方、行政マンの作文次第で、国がどう

見るかという部分もかかってますから、そういうことも

含めて、住民との話し合いももっとしっかりして、その

開拓を進めていただきたいと思います。 

この例えば販路開拓という部分で、行政の方がど

こかに出向いていって、うちのホタテはどうですかっ

ていうのではなくて、例えばこの交付金はこういうもの

に活用できますというものを事業者の方は分からな
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いと思うんですよ。ありますというのは分かるのかもし

れませんけれども。 

そういうことを事業者の方、個々と話し合いをする

機会をもっていただきたいと思いますけれども、そう

いう意思はあるのかどうか。 

もしそれで話しが進んでいけば、もう最高だと思う

んですけれどもどうですか。 

こういうのありますというように、ただ資料でポンと

渡すのではなくて、こんな事例もあります、ああいう

事例もありますというのは、事業者方が多分そういう

情報を欲しがっていると思うんですよ。 

それをぜひやっていただきたいと思うんですけれ

ども、そういったことをやる意思というのか、どうです

か。 

これは私からの提案ですけれども。 

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：なかなかホタテの流

通に関しては、それぞれ漁組さんですとか加工屋さ

ん、行き先は大体決まっております。 

漁組さんについては、玉冷貝柱については漁連

の方に一括でいきますし、それぞれ水産加工屋さん

については、いろいろな商社さんと連携をしながら、

いろいろな形で流通をしている。 

今この状況のなかで、そのホタテが流通しないと

いう状況のなかで大変苦慮しているというところも私

も理解しておりますし、それから担当としても各加工

業、加工屋さんの方々といろいろな話し合いをして

いるというのも現実でございますけれども、今議員か

らあったご提案については、改めてそれぞれの各加

工屋さんとも、改めて協議をさせていただきたいと。 

いろいろなこういう道、国の方から、経産省の方か

らいろいろな形で示されておりますので、こういう状

況のなかで、もし消費拡大・販路拡大につけてご提

案があればですね、それは各企業の方々、それから

我々と協議を進めて、いろいろな形のなかで、販路

拡大に進めていければいいかなというふうに思って

います。 

また１つの加工屋さんについては、大きなチェー

ン店と連携をしながら、ホタテを卸して食材として使

っていただいてるというところもあります。 

そこのところは、この新型コロナウイルスの影響の

なかで、非常に人が出ないものですから、そういうチ

ェーン店のところで、食材としてなかなか使われてい

ないんだというところもお話をお聞きしておりますの

で、また別な形のなかで、我々がお手伝いできること

があればですね、またお手伝いをさせていただきた

いというふうに思っております。 

また担当の方にはきちんと話しをさせていただきま

す。 

そのなかで我々も副村長も含めて、入るのであれ

ば入ったなかで、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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：まさかこういうコロナ

ウイルス感染症拡大が起こるようなことは誰も予想し

ていなかったことであって、いろいろ対応に追われる

部分もあると思いますけれども、先ほど村長が言った

ように、漁組に関しては上に大きな組織があるので

ね、ある程度安定は、安定というかそんなに危機感

はないなという感じはします。 

ただ私が言っているのはそこではないんですよ。 

やっぱ個人の事業者の方、さっき言ったようにチ

ェーン店がうんぬんってありますけれども、それも私

分かってますけれど、こんなことになるとかなり大変

だと思いますよ。 

仮にそのチェーン店が営業を停止した場合に、じ

ゃあどうなるのかって、まあ昔に戻るだけですけれど

も、私も全国各地いろいろな所たまに行きますけれ

ども、逆に言われるんですよ。 

猿払というとホタテっていうのを知らない人もいま

すけれど、飲食店の方はやっぱり分かっているんで

すね、中華料理店ですとかそういう方は特にですけ

れど、わざわざ来られて、紹介してもらって、欲しい

んですと言うんですやっぱり。 

ほかのホタテでは駄目なんですということをやっぱ

り聞きます。 

特に中華が多いのかな、そういうのはたくさん聞き

ます。 

紹介はするんですけれども、そういうところはまだ
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まだたくさんあると思うんですよね。 

だからなんか別の方法で、ほかの自治体とつなが

りをつけることができれば、自治体をとおしてでもい

いですし、そういう飲食店関係の方、ほかの業種でも

いいんですけれども、うちのホタテ、まあホタテに関し

てだけ言いますけれども、お知らせというか知っても

らうことはできるのではないかなというふうには感じは

します。 

だからその辺の部分も含めて、このコロナウイルス

の問題がないと、こういう例えば、交付金は出るわけ

もないですし、こんな大型なものが出てくるなんて今

まで誰も予想はしていなかったわけですよね。 

私に言わせるとこれ、言い方がいいかどうかわかり

ませんけれども、ピンチなんですよね。 

ピンチはチャンスってどこかで聞いたフレーズで

すけれども、まさにそこなんですよ。 

この流通経路をつけたら、コロナウイルスが収束し

た後も、ずっとその流通というのは残るんですよね。 

このコロナウイルスがない場合に、仮に私がこの提

案をしたときに、多分村は予算がうんぬんという話を

すると思うんですよ。 

でも見ればこれ、確かに全額ではないですけれど、

国がそのお金を持っているわけですよね。ぜひして

くださいっていうことで。 

その部分の認識をもうちょっと、もちろん持ってい

るとは思うんですけれども、持っていただきたいと私

は思います。 

せっかくこういう機会があるんですから、それを活

用する手はないというふうに思います。 

この１次のものはもう村がいくらというふうに金額出

てますけれど、多分２次のこの２兆円ですか、２兆円

というのはもうそろそろ多分、金額も出てくるのではな

いかと思うんですけれども、それを含めてもうちょっと、

もうほんのちょっとでいいですから、前向きに考えて

いただきたいと、どうしたらいいかというのも含めてで

すけれども、それも含めて事業者の方と話し合いを

ぜひ持っていただきたいと思います。 

これ答弁もらっても多分同じ答えになると思うので

ね、この質問は終わりにしたいと思います。 

次の質問に移ります。 

３番目ですが、新型コロナウイルス感染症対策に

おいて、本村が独自のポータルサイトにて、購入さ

れた方々に対し、定期的な製品情報や本村の魅力

を紹介する資料の送付、さらに訪れていただくため

の特典などさまざまな活動が期待できるものであり、

交付金の活用事業のなかには、地域の魅力の磨き

上げ事業など本村に訪れていただくための事業に

活用され、継続できるものも含まれています。 

製品を販売するのみではなく、他の事業との関連

を視野に入れていくべきと考えますが、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

お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

先の臨時会において補正予算として提案し、議決

をいただきました村独自のＥＣサイトにつきましては、

その構築に向け作業を進めているところでございま

すが、そのトップページには、村や観光協会のホー

ムページのほか、本村のふるさと納税返礼品の紹介

等のウェブサイトにリンクできるよう、バナーの貼り付

けを予定しております。 

またＥＣサイトでは、販売のみならず購入者の方に

はメールを活用して、村からの情報提供をすることで、

交流人口の拡大やふるさと納税の推進などにつな

げ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）：まあこれざっくばらん

に言ってしまうと、観光の部分に関することになって

しまうのかなという気はしますけれども、この交付金

の中にそんな項目がたくさんあるわけですよね。 

先ほど言った地域の魅力の磨き上げ事業というの

は、そういうことだと思いますけれども、自分のところ

の魅力を発信するという部分です。 

ほかの所を見てみると、例えば観光シティプロモ

ーション活動事業ですとか、たくさんまだそのほかに

１つや２つ、似たようなものは関するものありますけれ

ど、そのなかの１つに、地域の基礎的活力養成事業

とかややこしいような事業ありますけれども、このなか

に多言語看板の設置に関する予算がつくというふう
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にあるんですよ。 

これ私、一般質問で多分２回か３回ぐらいお願い

してきたことなんですけれども、これをこの機会に設

置するというふうにはもっていけないのかなという気

はします。 

あとは道の駅ですか、さるふつ公園の中のワイフ

ァイもいくつか行政側から報告があったと思うんです

けれど、まだ多分なってませんよね、ワイファイって

ね。 

それも含めて、この予算でできるのではないかと

思うんですけれど、それに関してお解りになる方がい

らっしゃればお願いしたいと思います。 

○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。 

多言語の関係の看板については、議員おっしゃる

とおりですね、前から検討したらどうなんだということ

でありますので、それについても時期的な部分を含

めて、今回で間に合うかどうかというのもあるのです

が、検討させていただきたいと思います。 

あとワイファイについては、さるふつ公園全体では

なくて、ふるさとの家の部分、ワイファイのその辺につ

いても昨年からいろいろ検討はしているところなので

すが、さるふつ公園、ふるさとの家だけではなくて、

全体の例えば村の施設・公共施設含めて、いろいろ

総務課の方でも検討しているような状態ですので、

その辺についても引き続き検討させていただきたい

のですが、今回の２次補正に関してそれに間に合う

かどうか、その辺もなかなか時期的な部分もあるので

すが、それについてちょっと検討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）：せっかくこういう予算

を国から示されているわけですから、それを活用しな

いのは逆に私はおかしいのではないかなという気は

しますし、私も一般質問で何度も多言語看板の設置

を求めてきて、たしかあの以前のときには、村長は前

向きに検討しますと言われたと思うんですけれども、

検討しますというのはしてないということですから、ぜ

ひこれ進めていただきたい。 

間に合う間に合わないは分かりませんけれども、

間に合わせてください。 

それもお願いしたいと思います。 

ワイファイに関しても大体のところが敷地内ではな

くて、建物の中に入ると使えるというふうにどこ行って

もなってますからね、それは仕方ないのかなという気

はしますけれども、できるのであればあそこの公園歩

いているなかで、ずっとこうワイファイを活用できるよ

うにしていただきたいなと思うんですけれども、どの

辺が障害になっているのか分かりませんけれども、

今はもう当たり前の時代ですからね、これやっていた

だきたいと。この看板に関しても。 

これいつになるか分かりませんけれども、コロナウ

イルスが収束した後にやるのではなくて、今からそう

いう準備をしてこないと何にもならないということで、

ぜひ全てのことに関してスピード感を持ってやってい

ただきたいと思います。 

やることはたくさん出てくるんですけれどね、これ

言い出すとほんとキリがないですよ。 

私にすると宝の山ですこれは。 

100何項目ありますけれども、言いたいことが全部

ここに入っていると言ってもおかしくないぐらいのもの

がこの中に詰められています。 

この予算規模が第２次の場合どのくらいになるか

わかりませんけれども、２倍になるわけですから、１兆

円が２兆円になるわけですから、村の予算もそれなり

に大きくなるのかなという気はしますけれども、それも

含めて、ぜひ早急に資料を作って、あとは皆さんの

作文にかかってますから、使えるものは全て使うぐら

いのものじゃないと多分ほかの自治体もすごいと思

いますよ。きっと。 

みんな金ない金ないって言っているなかで、こうい

うものがボンと出てくるわけですから、確かにコロナウ

イルスに関することに絡まなければならないんです

けれど、それも含めて、ぜひやっていただきたいと思

います。 

言っても多分同じような答え、もう雲を掴むような

話しになると思うので、ここら辺にしておきます。 

最後の質問に移りたいと思います。 

４番目。 
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新型コロナウイルス感染症拡大において、国が緊

急事態を宣言したことで、テレワーク人口が急増して

いますが、それに伴い、サテライトオフィスの需要も

増えていると思われます。 

交付金での活用も可能であることもあり、また以前

から質問等でも提案させていただいているサテライト

オフィス整備等をこの機会に推進するべきと考えま

すが、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

お答えをさせていただきたい思います。 

テレワークの拠点の設置につきましては、猿払村Ｉ

oＴ推進構想や猿払村まち・ひと・しごと創生総合戦

略にて、誘致に向けた推進をすることに至っておりま

すが、現在のところ設置場所や参入企業等を含め、

具体的には現在まだ決まっておりません。 

本村でテレワーク拠点を整備する必然性がなけれ

ば、誘致はなかなか実現しないと思いますし、そのメ

リットを感じていただくためには、村内の既存産業な

どの連携なども大変重要な視点と考えますので、今

後も引き続き、関心がある事業者等模索しながら検

討を進め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）：このサテライトオフィ

スのものに関しても、私も多分２回ぐらいかな、昔過

去に一般質問でさせていただきました。 

でもそのときと状況は全く違うんですね。 

あのときは交流人口を増やすためにやりましょうと

いうふうに私も一般質問でやりましたけれども、今は

都会に行くと、札幌の会社の方に聞きましたけれど、

もう今年いっぱいは会社に行かなくていいんだと、テ

レワークでいいですからと言われたという会社がたく

さんあるそうです。 

あとは事務所も大きい事務所がいらないので、小

さい事務所に引っ越ししたという会社もたくさんある

そうです。 

家賃が半分くらいになったとか喜んでましたけれ

ども、そういう会社・企業というのは、どんどんこれか

らもっともっと増えてくると思われます。 

そのときに社員の方は、在宅でいいんですよね。 

子供が休みの日には、一家で温泉かどこか行って、

仕事すればいいという形になってくると思います。 

もうほかの地域では、元々そういう設備というか、

施設があるところはもうそれを開設して、そこにどんど

ん都会の方から、首都圏の方から人がもう入ってき

ているそうです。 

これは情報で聞きましたけれども、確かにうちはま

だ、そういう施設というか設備はないですけれども、こ

れからどんどん増えてくる。 

何が猿払村のどこがいいんだと言うと、例えば中

途半端な都会よりも田舎の方がいいんですよ。 

密になるなと言われているわけですから、うちは密

はないですね。都会から見ると。 

そういう部分ではアピールのしようはものすごいあ

ると思うんですね。 

なおかつ飛行場から40分、50分あれば来れる。 

光回線も通っているという部分に関して言えば、ど

こでもいいというわけではないですけれども、たくさん

可能性のある場所というのはあると思うんですよね。 

例えば廃校跡でもいいですし、もっと言うとなんか

空いてるところですね。 

例えば今思い浮かぶのは、道の駅の２階のスペー

スですとか、ああいった部分でも出来るんじゃないか

と思うんですよね。 

歩いてあそこだと食事も行けますし、ということも含

めて、泊まる所は別ですけれども、いろいろ考えれ

ば出てくると思うんですよね。 

やらないのが一番いいんですよ。できれば。苦労

しませんから。 

ただそれに対する予算が出てきて、ぜひどうです

かということを国から提案されてて、うちはこれは関係

ないからというわけにもいかない、田舎であればある

ほどいいって向こうの都会の方は言いますけどね。 

我々は住んでいるから灯台下暗しじゃないですけ

れど、魅力は分かりませんけれども、そういったところ

も探してる方に関しては、田舎であれば田舎である

ほどいいんですよ。 

あまりにも田舎なら仕方ないですけれど、丁度い

いかなと私思いますけれども、これ間に合うかどうか
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というふうに言われたら分かりませんけれど、ぜひや

って募集をかけると来そうなような気がするんですよ

ね。 

まず先に考える気があるのかないのかということを

お聞かせ願いたいと思います。 

○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。 

議員の方から平成30年度のとき、平成30年の３月

の定例会のときにもテレワークの関係について、進

めていったらどうなんだという質問もあってから、業者

含めて、いろいろとＰＲもさせていただいたところでご

ざいます。 

そのなかで例えば、旧芦野小学校の廃校ですと

か、あとは道の駅の先ほど言いました管理棟の２階

ですとかも含めて、担当レベルでも検討をさせてい

ただいて、その辺含めて、いろいろな業者とも検討を

させていただいた経過がございますが、先程の村長

の答弁から言ったとおり、猿払村に来る魅力、また産

業との関わり方ですとか、それから一次産業とのかか

わりですとか、相当のメリットがないとなかなか難しい

ということで、引き続きそれについては施設を整備し

て、ぜひ来てくださいというのが先なのか、それとも

来てくれる意向があるのであれば整備しますよって

いうのが、それがなんとも難しいところではありますが、

業者ともいろいろな興味ある業者とも検討していきな

がら進めていきたいなと思っております。 

例えば芦野小学校についても防水ですとか、そう

いうところでかなり改修工事の多額な工事も必要だと

いうことで、またあれだけ大きな施設だとなかなか微

妙だということで、さるふつ公園の道の駅の先ほど２

階の部分もありましたけれども、その辺も含めた観光

施設のあそこの今休憩施設となっておりますが、そ

の辺についても活用を含めて、いろいろと検討をし

ているところではありますが、そういうテレワークです

とか、推進するというのをやる気があるかどうかってい

うのは、当然いろいろな部分で動いております。 

その辺含めて、もう少しいろいろと検討させていた

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）：動いているのであれ

ばぜひ検討、検討ではないですね、やっていただき

たいと思いますけれども、先ほど課長が言ったなか

で、一次産業との関わり合いといいましたけれども、

私の今考えているのはその地域がうんぬんではない

んですよ。 

その人は自分の会社の仕事をこっちに来てやる

だけですから、別にここの産業はどうだろうとそれは

次の話しになっちゃうわけですよね。 

ここの村の仕事をするのではなくて、自分の会社

の仕事を持ってきて、こういった静かな場所で仕事を

するという方が来ていただくと私は思っていますから、

そこの行くところの地域というのは、そのあとの全然

違う自分の生活するための地域というふうに私は考

えています。 

だから多分その辺の認識の違いはあると思うんで

すけれど、村の仕事をするために来るわけじゃない

ですから、このなかに書いているのは会社に来なく

てもいいと言われて、どこで仕事をしてもいいですよ

と言われた方が、こういうところに安心して住んでい

ける場所を求めて来るというだけの話ですから、当然

いつかは戻っていかれるでしょうね。 

ただこういう施設を募集をかけて来ますから、じゃ

あいついつ完成しますというのでは、これほか行っち

ゃいますよそんなもの。 

いくらでもあるんですからではなくて、そういうもの

をすぐ、もう来週からでもすぐできるようなものにして

おくというのは大事ではないですか。どんな事業でも

そうですけれど。 

必要だからではなくて、必要なんですよ。 

ただなかったら来ませんからそんなもの。 

これから造るんですけれど来ませんかというので、

それで魅力を発信、それはなかなか難しいことだと

私は思います。 

ほかにもっといい所は多分たくさんあると思うので、

ではなくてこういうものがありますと、設備は整ってい

ます、ぜひ来ませんかというとじゃあ来週から行きま

すというふうになると思うんですよね。 

いろいろものを手直ししたり何だりといいましたけ
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れど、極端な話し、ホテルの１室を借り上げてもいい

と思うんですよ。この今の状態ですから。 

１室でも２室でも隅っこの方の部屋を借り上げて、

それをテレワークにしてもいいと私は思うんですけれ

ど、それは国の予算が出るかどうかわかりませんけれ

ども、その辺も検討してもいいと思うんですけれども、

ちょっとこれは私の提案ですけれども、どう思うかお

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：このテレワークに関

しては、やはり２つ位に分かれると思うんですね。 

まず議員おっしゃられたとおり、企業の社員が個

人として、うちの村に来て会社に出勤をしなくても企

業と仕事は自分の自社と仕事ができるというような、

ウェブ会議も含めてできるような形。 

それから企業として、猿払村に支店ですとか本店

みたいな店に移ってきて、ここで働いて起業してもら

う。 

その部分については当然、その会社の仕事の内

容というものも当然やりますけれども、移ってくる場合

については、やはりその企業という部分については、

地域に何か貢献をしたい、何かをやりたいという部分

も含めながら来ていただけると。 

そのなかで地元の企業との連携が大事でしょうと

いうところも含めて、そういうところも含めて、今現在

議員から過去に質問があった状況のなかで、そのす

み分けをしながら現在進めてきております。 

一番いいのは、本当は空き家とかそういうところも

あって、空き家対策の一環として、そういうこともして

いければいいかなというふうに思ってはいるんです

けれども、なかなか本村については、ありがたいこと

に空き家がほとんどないという状況なのですけれど

も。 

ですから、先ほど言ったとおり拠点をどこに構える

のか。 

個人として、それから企業で来た場合、どういうよう

な形で来てくれるのかということをすみ分けをしなが

ら、今現在検討をしておりますので、引き続き、スピ

ード感がないというふうに思われるかもわかりません

けれども、なかなかこれ、相手のあることですから、

我々もしっかり努力をしてやっ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）：スピード感があるか

ないかと言えばないですね。 

私はもう大分なれましたけれども、住民からすると

やると言ったら来月やると思うんですよ。住民って来

年やると思うんですよ。 

ところが３年後と言ったら何でとなるんですよ。予

算の部分はわかりませんからね。 

予算がないとできないというのは分からない。やる

と言ったんだからすぐやるんだろと思っちゃうんです

よね。 

それはまあいいですけれど、ぜひスピード感を持

ってやっていただきたいと思います。 

今、村長が言ったように、過去に一般質問をした

部分はそういった部分です。確かに。 

だけどこの臨時交付金の内容は違いますから、コ

ロナウイルスに対するものですから、寄附が来るわけ

じゃないんですよ。個人が来るんですよ。 

その分に対しての補助を出しますというふうに、多

分私はそういうふうに理解してこれを読みました。 

ですからさっき言ったように、いつかは戻っていく

でしょう。 

もしかしたら入れ替わるかもしれない。 

でもそのいる間というのは、交流人口としてその方

はここに猿払にいるわけですよ。 

店に行って物を買うでしょうし、いろいろな所に出

かけて物を買うでしょうし、いろいろな人と話しもする

でしょうし、もしかしたら暇なときになんか手伝ってく

れるかもしれない。それが交流人口ですよね。 

そういうことも含めて、それが将来につながってい

くわけですから、先ほど村長が言ったような、私が昔、

過去に一般質問したときの内容とはちょっと訳が違う、

もうちょっとハードルが下がったかなという気はする

んですけれども、そのためのその人たちが来るため

の施設といえるのか部屋というのか、場所というのか、

それを造るだけですから。 

あとは来る方がそれを選ぶか選ばないかという問

題であって、田舎であればあるほど私はこのコロナウ
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イルスの今の状況を鑑みると、田舎なら田舎の方が

逆にいいのかなという気もします。 

中途半端な感染者が出ているような町にいるより

は、感染者はいませんよと、今まで過去に一人もい

ませんという、どうせその方はいつかは戻るわけです

から、住めって言われているわけではないですね。 

それも含めてもうちょっと、気楽という言い方はちょ

っと怒られそうですけれど、考えてもいいのかなとい

う気はします。 

問題はどれをそのアピールをするのかというのと、

それを先に造らなければならない。造って準備して

おかねばならない。 

ですからホテルの１室を１つでも２つでも借りてお

けばいいんじゃないですかって、もし来ると言ったと

きにはそのホテルの部屋をすぐ借り上げられる、そう

すると準備する時間も予算もかかりませんから、それ

でもいいと思うんですけれど、そのぐらいは出来ると

思うんですよね。 

最後にこのテレワークの部分に関して総合的に、

今私が言ったことに対してどう思われているのかとい

うの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）：大分ハードルが下が

ったというような、私もずっとこれ、いろいろな形のな

かで読ませてもらってますけれども、そこの部分は先

ほど議員おっしゃられていたとおり、我々の作文の

仕方、検討の仕方というような、確かにそのとおりなと

ころもたくさんあります。 

今回の２次補正のなかでも昨日情報をいただきま

した、１億１千万円ほど。 

今回は地方創生交付金のなかで、１億１千万円ほ

ど本村に交付金としてくるという状況のなかで、これ

から職員のほうに事前に募集をかけておりますけれ

ども、そのなかで検討をしながら、改めてこのテレワ

ークの部分についても今、議員から提案のあった状

況も含めて、使用できるかどうかということも改めて検

討し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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ぜひスピード感を持

って、進めていただきたいというふうに思います。 

今、４項目ぐらい質問させていただきましたけれど

も、特に109項目あるんですね。この新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金というのは。 

このなかだけでも100項目あります。 

それをどう活用するかというのは、もちろんいらな

いものはいらないですけれど、中のものをどう見て、

今村長が言った１億１千万円をどう使うかという部分

ですよね。どう捉えるか。 

あとは今、村長が言ったように行政マンの方が、ど

ういう作文を国に訴えられるのかという部分にもかか

っていると思います。 

ですから、今本当に必要な最低限なものだけでい

いのか、それともこの交付金を使うことによって、それ

がコロナウイルスが収束した後でも、ずっと継続して

活用していける、その最大限のものを活用するのか

というふうに考えたら、それはもうどこの自治体だって

使えるものは全部使ってやれ、言いたいこと全部言

えみたいな感じになってくると思うんですけれども、

それもしっかり踏まえて検討していただきたいと思い

ます。 

交付金なんて多分もう次、いつ出てくるかわからな

いと私は思うんですけれども、この3600人、3700人の

村に１億１千万円の交付金が落とせるなんてものは

ないと思うんですよ。 

もちろんそのコロナウイルスというのは大変なこと

であって、こんなことはもちろん、二度と起こってほし

くないことですけれど、交付金だけ見るとそういうふう

に思います。 

いいのか悪いのか、猿払村には感染者はまだい

ないわけですから、でもこれから出てくるかもしれな

い、そのなかでこの交付金の活用というものをぜひし

っかり役場職員の方も、もちろん我々も考えます。 

住民の方にもそれを訴えていきます。それも含め

て考えていただきたいと思います。 

答弁はいりません。 

質問を終わりたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

10時40分まで。 

 

休憩 午前１０時２７分 
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再開 午前１０時４０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、高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：それでは、一般質問通

告書に基づきまして、質問をさせていただきたいと思

います。 

１番目の新型コロナウイルス対応についてというこ

とですが、この質問に入ります前に、本来ここでコロ

ナウイルスに対しての質問としては、人の命、村民の

命を守るということでの医療体制ですとか、そういっ

た質問を最初にするべきところと考えておりましたが、

先ほどの山森議員からの質問のなかにもあったため、

重複するためにですね、ほかの面からの質問させて

いただくことといたしましたので、ご理解をいただき質

問をさせていただきたいと思います。 

１番目。 

国内では新型コロナウイルスが収束に向かっても、

今までのように海外への観光等のお金の動きは簡

単には元に戻らないとの予測が多く、その分を国内

向けに消費してもらう提案・企画に懸命に努力して

いる状況と思われます。 

今までのグローバル化と言われていた国際化から、

国内型に趣向を変化せざるを得ない状況になったと

いうふうに思います。 

外食産業の顧客の減少によって、農畜産物の国

内での消費・流通の方法は見直されています。 

こういうときこそ、猿払村にある牛乳と肉の館での

酪農・水産両面の商品開発と既存商品の製造量の

増大を行い、直接販売あるいは地元業者の利益に

つながる生産コストの低減に向けた、体制づくりが必

要ではないかというふうに考えます。 

そのことにより、地元でお金を回すことになり、基

幹産業の一助としての使命を果たすことができるの

ではないかと考えますが、今後の方策についてお伺

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）：ただいまの高橋議員

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。 

現在、新型コロナウイルスの影響で議員のおっし

ゃるとおり、経済消費の志向を国内化に変化せざる

を得ない状況であるというふうに私も思います。 

牛乳と肉の館においても外出自粛、ふるさと納税

などを含め、国内需要によるものと思いますが、バタ

ー等の受注量は大変好調であり、４月、５月、前年同

期と比較では３倍以上となっている状況でございま

す。 

議員ご質問の牛乳と肉の館の今後の体制づくりと

方策ですが、国内消費志向の変化が考えられる現

在、既存の製品の増産につきましては、私もチャンス

と考えておりますが、新型コロナウイルスの影響によ

る国内需要、経済状況をもう少し時間をかけ、的確

に捉えたなかで進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

また今後既存製品・新商品開発は、ハサップに沿

った衛生管理等の対応が必須となり、現在の施設規

模では、衛生管理等を含め場所や設備等の拡充、

人的加工などいくつかの課題を検討する必要がある

と思っております。 

議員ご質問のとおり、産業振興のための体制づく

りは必要であり、改めて地元の利益につながるよう、

東宗谷農協、地元農業者、村内事業者と連携し、牛

乳と肉の館の体制の整備について、検討を進めてま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：今、村長おっしゃった

ように牛乳と肉の館の体制というのは、貧弱とは言え

ないかもしれませんが、せっかく売れているんだけれ

どもそれ以上の増大が出来ない。 

ようするに工場としての規模の問題だというふうに

捉えているんですが、これやはり、こういった内需拡

大含めて唯一の良かったというか、副村長が社長を

おやりになっている場所でもありますし、なんとかこ

れが、このコロナウイルスについても簡単には収まら

ないというふうに思いますし、北海道でも言っている

新北海道スタイルということでは、こういった長引くな

かでのスタイルを考えていかなければならない。 
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それはライフスタイルについてもビジネススタイル

についても同じだと、そういうことも提案されていま

す。 

そういうなかで、せっかくあるそういった施設を効

率的に、さらに長い目で見て安定的に、しかもそれ

が猿払村に金を持ってくるという意味で、もっと考え

ていただけないかなというふうに思っております。 

私はこの今年度の予算にも計上されました、あと

からもちょっと出てきますかもしれませんが、施設園

芸栽培調査研究事業。あの絡みと私はコラボをする

べきではないかと。 

これ前にも提案させいただいてますけれども、そう

いった面での商品の開発、乳製品ということになるの

かもしれませんが、私はせっかくああやって出来てい

るものを、商品を造っているなかで残念なのが、もっ

とチーズですとか、チーズの種類もいろいろあるんで

すけれども、そういった技術を取り入れてやっていた

だきたいなと思っているのと、それからヨーグルト関

係。 

ヨーグルトというのは、いろいろな種類によって地

元のものを使えると思うんですよ。 

それは前にも言ったかもしれませんが、この施設

園芸栽培調査事業で行うイチゴとかもそことコラボで

きると考えているものですから、ぜひとも新商品を開

発に向けて、前向きに考えていただきたいなと。 

これ副村長からですね、お考えをお聞きしたいの

ですがよろしいでしょうか。 

○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たいと思います。 

まず最初に牛乳と肉の館ですけれども、平成４年

に建設をし、酪農振興と観光あるいは地盤を村民の

皆さんに、憩いの場とか交流の場を提供するものと

いうふうに考えて、建設されたものというふうに思って

おります。 

おかげさまで28年以上も経過をいたしましたけれ

ども、やはり村民の皆さんの交流の場としては、ある

一定の成果が出ているだろうというふうに思います。 

これは地場産品・特産品ですとか、肉製品の製造

ですとか、いろいろな農家の皆さんですとか、漁家の

皆さんですとかに使っていただいて、有効に活用さ

れているんだろうなというふうに思います。 

残るは地場産業の観光振興あるいは地場産品業

の振興だというふうに思っています。 

恐らく建設したときには、ここの最終目標がこれな

んだろうなというふうに私も思っております。 

現在、村長先ほどご答弁申し上げましたけれども、

やはりチャンスなんだろうというふうに思っていますし、

新商品の開発にはいくつもの、先ほど議員もおっし

ゃるような人的な確保の問題ですとか、設備の拡充

ですとか、そういうところも含めて、いくつもの検討を

する必要があると思いますけれども、現状第三セクタ

ーの部分でいくと、やはり限界もくるだろうなというふ

うにも考えておりますので、今の牛乳と肉の館の施

設を使い続けることがいいのか、あるいは増築をした

方がいいのか、あるいはどこかの公共施設でそういう

分散型を求めた方がいいのか、というようなところも

検討しなければいけないとは思いますけれども、い

ずれにしても地元の企業ですとか、東宗谷農協です

とか、あるいは本当に一番の重視をしなければいけ

ないのは、酪農製品を造る部分では、地元の農業者

との連携が必須だというふうに思っております。 

先ほど議員おっしゃるとおり、チーズとヨーグルト

関係の製品についてハサップの関係もありますので、

どのような方向でいった方がいいのかというところが

今、検討をさせていただきたいなというふうに思いま

す。 

それと施設園芸実証実験の関係との連携でござ

いますけれども、私としては、牛乳と肉の館を預かっ

ている責任者としては、そこででき上がるイチゴです

とか、いろいろな製品のものについての製品開発に

ついては、積極的にしていくべきだろうというふうに

思っていますし、そこは製品を造るだけではないとい

うふうな目的として私は思っています。 

１つにはそこの製品ができることによって地場産業

の育成にもつながるし、いわゆる健康増進にもつな

がるし、あるいは経産業であれば、障がいがある子

供たちの障がい福祉政策にもつながっていくというよ

うなこともありますので、製品をそこから産む部分は

何がいいかというところも含めて、今後ちょっと検討さ
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せていただく時間をほしいなというふうに思います。 

いずれにしても前向きに進めるように、今後検討し

ていきたいと思いますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：副村長は第三セクター

のトップとして、そういうふうにお考えになっていると

いうことについては、非常に良かったなというふうに

思いますが、どう見てもあの施設では無理ですよ。 

体験実習ですとか、そういった面での利用の方法

も非常に村民との関わりもあっていいというふうに思

いますし、新しい商品開発にしても、あそこの工場で

はもう絶対無理ですよね。 

今、先ほどのハサップの関係も言われましたけれ

ども、やはり次のステップを踏むためには施設の分

業化というのか、その分散化というのか、それか１か

所に新しく始めるのか、しかもそれが今度は誰がや

るのかということも含めて、検討していただきたいなと

思うのですが、この研究開発ですけれど、商品の研

究開発だけはすぐにでも今やられていると思うんで

すけれども、これからも継続して多くの商品を開発で

きるように、進めていっていただきたいなという要望を

伝えておきたいというふうに思います。 

次の質問に移らせていただきます。 

海外への観光等の消費を、国内向けに消費に向

かわせる政策・企画を各地域・企業において立案検

討されている状況ですが、猿払村においても今まで

以上に、新型コロナウイルス感染予防体制を整備し

たなかで、集客誘致を進めるべきと考えますが、村

民利用の公共施設及びさるふつ公園内の村有の施

設の今後に向けた、感染予防対策についてお伺い

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

お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

村民が多く利用するスポーツセンターなどの体育

施設では、感染予防対策として内部の消毒を毎日

実施しているほか、玄関口には消毒用アルコールを

用意し、来館者には手指の消毒をお願いしておりま

す。 

また練習のため、定期的に利用する村内の団体

に対しましては、来館時のマスク着用など咳エチケッ

トの励行や、使用中の定期的な換気の実施などをお

願いするとともに、練習方法についてもスポーツ庁か

ら示されたガイドラインを周知し、工夫を凝らしながら

施設を利用いただいているところであります。 

一方観光客など、村外からの来訪が多いさるふつ

公園内の各施設では、消毒液やマスク着用のお願

いなどを記載した看板の設置をはじめ、レジや窓口

には飛沫感染防止策としてビニールを設置したほか、

ホテルふるさとの家のレストランやまるごと館での飲

食利用者に対しては、席の一部撤去や隣人は離し

て利用させるなど、各施設管理者が工夫し感染防止

対策に努めております。 

今後におきましても、これまでの取り組みの継続を

基本として対策に努めてまいりたいと思いますし、各

施設の営業をされている方々についても、ご協力の

ほどをお願い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）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：この感染予防対策、特

に事業をやられている方、それともう一つは公共的

なものと２つに分けてお聞きしているのですが、これ

は事業者にとってみたらというか行政として、今言わ

れている３密の問題ですとか、換気の問題ですとか、

いろいろなことが言われていますが、それをまず自

分たちでやってくださいということだろうというふうに

思うんですよね。 

さきほどちょっとお話しした新北海道スタイルのな

かの部分にも、７つのポイントというふうに事業者の

方にですけれども、取り組んでくださいというふうにな

ってまして、マスク、こまめな手洗いですとか、スタッ

フの健康管理、それから施設内の定期的な換気、設

備器具などの定期的な消毒・洗浄、それから人との

接触の機会を減らすとか、距離２メートル空けてとか、

しきりを作るとか、人数制限するとか。 

そして、あと残っている２つが、お客様に咳やエチ

ケットの手洗いの呼びかけをしてくださいと、それとも
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う１つ最後には、店が取り組んでいる取り組みをお客

様に積極的に知らせましょうというふうになっている

のですが、施設の規模ですとか構造上の問題、そう

いった部分で、これでいくと営業できなくなる場合も

あるのではないのかなというふうに思います。 

その場合、今回も事業継続交付金を猿払村商工

会から出しています。 

非常に良かったなというふうには思うのですが、額

的にちょっと不満がありますが、その場合この事業を

やめてもらうのか、あるいは代替の施設を提供する

のか、施設を改修するのかといった方法しかないよう

に思うんですよね。あのなかで例えば、ホテルにして

もまるごと館にしても、あれは指定管理を受けてやっ

ている部分ですから、それはある程度できるのかなと。

もう１つ夢喰間ですとか、それからななかまどで使っ

ている施設ですとか、ああいう小さな施設のなかで、

これからどうやっている営業していくのかということを

考えたときに、村の施設でありますので、それを賃貸

しているだけですから、何かの手だてを提案してやら

なければならないんじゃないかなというふうに思うわ

けですよね。 

そういった部分をこれからどうするのかという部分

をもう一回お聞きしたいのと、合わせてですね、例え

ば今、楽楽心の利用についてなのですが、健康管

理の上での運動体操あるいは喫茶店、それからカラ

オケ、これをコロナウイルス発生前の平常時に戻すと

いうことは大変かなというふうには思います。 

中に受け入れしているお年寄りも職員の方も含め

て、そして毎日外から来て受け入れしなければなら

ないといった場合に、いろいろな問題が出てくるので

はないかなと思いますし、これが何年続くのかわから

ないというか、続くんだというふうに考えたときには、

あの施設のひょっとして、何か対策を打たないとなら

ないのではないかなというふうに思うんですよね。 

利用している人も家に閉じこもって、行きたくてバ

タバタしているという話しもお聞きしましたし、カラオ

ケなんかも行きたいんだけどもって近頃はよく聞いて

ますが、そういった施設の部分をこれからどういうふう

に考えているのかを、お聞かせいただきたいなという

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）：まず大きく２点だと

思います。 

最初に道の駅の指定者の方々についてのお話を

させていただきたいと思います。 

私と副村長と担当課長・係長、課長補佐も含めて、

あそこの店コロナウイルスの関係でどうだろうというこ

とで何回か打合せをしました。 

そしてある程度シミュレーションといいますか、どう

いう形のなかでお客さんを受け入れたらいいんだろ

うということで、我々は我々としていろいろ検討しまし

た。 

またホテルの部分につきましては、先ほどお話しし

ましたとおり席を減らして、レストランの部分について

は席を離して、最低でも２メートル以上空けて飲食を

していただくと。 

それとお風呂の部分については、時間制限をさせ

ていただいてということで取り組んでいただいており

ます。 

またまるごと館についてもそのような形のなかで、

席を減らしたなかで飲食、それから買い物時につい

ては極力会話をしないで、買い物をしていただきた

いというようなことをお客様の方にお願いをすると。 

一番面積的に小さい夢喰間、この部分につきまし

てはお土産の冷蔵庫を置くと、ほとんど一方通行で、

お客さんがそんなにすれ違えるような状況にもないと

いうことも我々も理解しております。 

そのなかで建物を大きく増築をするですとか、そう

いうことについてはなかなか現状としては難しいので、

今の玄関の入口出口が１つしかありません。 

そのなかで横の方にドアがありますので、もし可能

であれば私どもの提案としては、そこに常駐のテント

を村から貸し出しをしますので、そこに立てていただ

いて、入口出口を逆の方向にしたなかで、そしてあと

はお客さんについては、店主の方々がある程度考え

るとは思いますけれども、３人か４人ずつ入っていた

だく部分については、あとはお客さんについては少

し並んで待っていただくか、ほかのところを見ていた

だいて、またあとで来ていただくかという形のなかで

説明をさせていただく。 
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現状としてはお客さんもそういう部分では、ご理解

をいただけるのではないのかなというふうには思って

おりますけれども、そういうことも含めて、これからほ

かのところにきちんとお話をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

また、ななかまどの部分については、今年はそこ

の部分ではパンの販売はしないというふうにお聞き

をしておりますので、来年以降というような形になる

かということも見極めながら、ななかまどの方と検討し

てまいりたいというふうに思っています。 

なかなか非常に、この状況のなかでこれからありが

たいことに、解除が解けたという状況のなかで、これ

から夏休みを含めて観光関係が繁忙期に入ってま

いります。 

本当に人数制限をしながら、お客さんを商売して

いかなければならないという非常に苦しい状況では

ございますけれども、我々としても出来る限りのことは

させていただきますけれども、何とか潰れないで、ず

っとやっていけるような形のなかで、行政としても支

援をしていきたいというふうに考えております。 

また楽楽心の部分については、担当課長の方か

ら現状の状況も含めながら、答弁をさせていただき

たいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：山田地域交流課長。 

○地域交流課長（山田正俊君・登壇）：ただいまの

質問に回答させていただきたいと思います。 

議員ご承知のとおり楽楽心につきましては、介護

保険サービスの部分と、あとはいろいろな世帯の方

が交流していただくということで、地域交流施設とい

うのを併設しているわけですけれども、２月24日付の

厚生労働省の通達によって、楽楽心は介護サービ

ス事業所をやっているわけですが、そのなかで面会

の方、それと委託をしている事業者、例えば工事で

すとか、修繕ですとかというような業者につきまして

は、玄関先での対応を感染拡大の防止のために、

玄関先での対応をすることが望ましいということで通

達が今のところ出てまして、その後、他市町村にお

いて介護事業所とかで、集団感染が議員もご承知だ

と思いますけれどもありました。 

その部分で玄関先での対応という通達がまだ今の

ところ解除がされていなくて、７月の上旬にまたその

通達が来たんですけれども、その段階でもまだ解除

がされていないという状況です。 

このたび６月19日に、北海道知事の方からステッ

プ２でしたか、その部分でそこが解除されるのかなと

私たちは思っていたのですが、今のところまだそこの

解除をされてないということで、次は７月10日だと思

いましたが、そこで先ほども言いましたとおり、介護

施設の集団感染というのが今、収束に向かっている

ので、そこで解除がされたときに改めて８月か９月か

分からないですけれども、そこで地域交流施設の解

除に向けた検討をさせていただきたいと思っていま

す。 

今現状につきましては、小規模多機能のサービス、

それと毎週火曜日に機能訓練教室、あと木曜日に

はグループリハビリ教室というのをやっているのです

が、この火・木については、介護が必要になる前段

階の方々を対象としてまして、この人たちは特定され

る方たちですので、その部分は４月に再開したんで

すけれども、５月の連休後にまた感染拡大が予想さ

れたので、１か月まずストップして、６月からまた今再

開させていただいているところです。 

消毒に関しては毎日２回ほど、午前中と夕方と職

員が消毒作業を行って、施設の感染拡大の防止に

努めているというところでございます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：今、課長から説明があ

りましたが、あの後については、このままいったら本

来の楽楽心の活用というのはできなくなるのかなと、

玄関で面会してさよならって言われたって、子供たち

ですとか、いろいろな方々のコミュニケーションの場

として考えたものが、根幹から崩れるという気がする

んですよね。 

解除を待ってとか待たないとかではなくて、楽楽

心の今までの本来の機能を回復させるために、何が

必要なのか一回検討されたらいいのではないかなと

いうふうに思いますね。 

もったいないというか、せっかく職員の方もいらし

ていろいろ頑張っておられるので、もうちょっと検討

していただきたいなというふうに思います。 
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それから先ほどの道の駅の関係というか、さるふ

つ公園内の施設の関係ですけれども、私、前から言

っていて、去年予算で壁かなんか直した交流センタ

ーですね右側の、観光協会が入っている所の施設

です。 

ああいったところというのをなぜ活用しないのかな

というふうに思うんですよね。 

それは事業者さんがいいと言えばあれですけれど、

いやだと言っているのかわからないですけれども、そ

れなりにもし利用できるのであれば、利用できる方の

意向を聞いてどこまでできるのか、全部が全部でき

ないかもしれませんけれども、ある程度今ままでの平

常どおりの事業利益とかの回復にはどうなるかそこま

ではわかりませんけれども、それに近付くような努力

をして、事業継続をしたいんだというのであれば、そ

ういった方法もあるのではないかなというふうに思う

んですよね。 

これも何回も去年から道の駅の利用の方について

は、いろいろ質問しているんですけれども、なんかう

まく活用されていないような気がしてなりません。 

その辺、どんな動きというかどういう考えを持って

いるのか、もう一度最後お聞きしたいなというふうに

思うんですけれどもいいですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：特に昔は展示広場

だったのですが、今はイベント広場の形のなかでや

らせていただいて、今年は天井も解消させていただ

いてそこで飲食ができる、保健所の方からご指摘を

受けないような形のなかで、きちんと整備を整えさせ

ていただきました。 

そのなかであそこは、三者三様の方が３店舗出さ

れている方がおります。 

そのなかで観光協会として、あそこのホールを使

いながら、いろいろなイベントを実施する。 

それから週末、土日、地元の企業さんがいろいろ

な販売等も含めてやるからと貸してほしいというような

現状のなかで、使っていただいております。 

普段はあそこを開放しながら、旅行者の方々の休

憩場所として、机とか椅子も並べながら使っていただ

いている状況にもありますけれども、現在はこのよう

な状況でございますので、閉鎖をさせていただいて

いるという状況でございます。 

そのなかでそこの３店舗あるなかで、もし仮にそこ

の１店舗の方が使わせてほしいというような状況にな

った場合についても、なかなか今このような状況です

ので、さきほど議員もおっしゃられたとおり、新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止というか、感染拡大がい

つまで続くかというところでは、非常に不確定要素が

ありますので、現状としては今そこの３店舗の方から、

イベント広場を占有的に使わせていただきたいという

ようなお話が仮にあったとしても、現状としては既存

の３店舗については店舗を構えている以上、そこの

ところについては、占有権をある程度持たせたなか

での利用をご遠慮願いたいというふうに考えておりま

す。 

あくまでもあそこの店舗については、臨時的な利

用という状況で私は考えていきたいなというふうに思

っております。 

ただ何か自然災害等も含めて、今現在出している

店舗が利用できないという状況に陥ったときについ

ては、そこのイベント広場を利用していただくというこ

とも可能かなというふうに現状として私は考えており

ます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：非常に残念だなという

ふうには思いますね。 

考え方はいろいろあるとは思うんですけれども、あ

の施設を見ただけで、あそこで集客というか、村でい

ろいろな人来てくださいと言いながら、あの施設のス

ペースを空けたままにしている。 

年に何回か、いろいろ企画はされているとは思う

のですが、あそこが本来の道の駅かどうか違うような

ことも聞いているんですが、道の駅といったら普通な

んか置いて営業してますよね。 

猿払村みたいなあれが道の駅というと、どうなのか

なというように思いますよね。非常に残念に思いま

す。 

あそこでいる業者の方でどうのこうのだけではなく

て、そういう部分だけではなくて、あの施設全体で金
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を落としてもらう場所をきちんと村のものであれば村

がきちんとして、どなたかいませんか、というぐらいの

姿勢で向かっていただけないかなというふうに思い

ますね。 

私ちょっとこれずれますけれども、猿払村に来てく

ださい、村長ならどこを見てくださいって言いますか

ね。 

よくフェイスブックでも、いろいろ企画政策課の方

でアップしていると思うんですけれども、浅茅野のエ

サヌカ線、真っすぐな道路、両側の牧草地、非常に

いいんですよね。いいし感動すると思いますよね。府

県から来られた方ですとか。 

でもあそこにお金落とさないですよね。落ちてない

ですよね。 

公園に寄って、弁当買って走っていって食べる人

もいるかもしれません。 

私はですね、ホテルさるふつのラウンジ、あれを

360度見える場所にしたらどうかなというふうに思うん

ですよね。 

お金のことは計算していません。何億円かかるか

わかりませんけれども、あそこの景色はすごいんじゃ

ないかなというふうに思いますね。 

そういう猿払村として、誇りを持って人に勧めれる

場所、そういったものをやっていただけないかなと。 

吹雪が来たときには真っ白けで何もみえませんと

いうところですが、そういうときには人は来ませんけれ

どね。 

そういった意味で再質問はこれやっても無駄だな

というふうに思いますので、そういったことを含めて、

猿払村にお金を持ってきて置いていっていただける

受け皿、姿勢を本気でかかって考えていただけたら

なというふうに思います。 

次の質問に移らせていただきます。 

公共施設周辺あるいはさるふつ公園等に設置し

ている村外からの来訪者も利用するごみステーショ

ンは、ごみ回収時には分別のほか、新型コロナウイ

ルス感染に気を使う場面が想定されます。 

こうしたごみ回収時の感染予防策について、どの

ように進められているかお伺いしますという質問なの

ですが、あとからあの公園のなかにはごみステーショ

ンはありませんというふうに聞きました。 

きっとホテルですとか、今言われていた道の駅で

すとか、そういったところでのごみステーション、ごみ

の回収になるのかなというふうに思うのですが、ただ

村外からの方が非常に多くなってきたら来るというふ

うに予想したなかで、利用も多くなればその管理も大

変だろうなというふうに思います。 

このコロナウイルスの発生から、都会でのごみ収

集のことをテレビでちょっと見たことがあるのですが、

非常に今後も気を使う案件なのかなというふうに思っ

ております。 

コロナウイルス関係で自治会あるいは公園内の事

業者の方々に、こうしてくださいといった指針といっ

たものを提示は行っているんでしょうか。 

そういったのをちょっとお聞きしたいなと思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

議員から今、公園内にごみステーションは設置さ

れていないということでお話しいただきましたので、

ご理解いただいたのかなというふうには思って、質問

の内容と答弁がちょっと食い違うかもわかりませんけ

れども、今の現状としての説明をさせていただきたい

というふうに思っております。 

この公園内に現在、ごみステーションは議員のお

っしゃられたとおり設置しておりません。 

来訪者の責任で処理をお願いしておりますけれど

も、バンガロー内のごみ収集は撤去しまして、収集

日は退去して１日経ってから内部の清掃とごみの回

収、マスクとビニール手袋を着用した上で行っており、

処理後は手洗いと消毒の徹底を図っております。 

その他、公園内でのポイ捨て等のごみについては、

火ばさみを使って回収するなどの対応を今現在講じ

ております。 

しかし、施設内でのごみの分別や改修に対する感

染予防策は、施設管理者の判断に委ねている現状

でありますが、村としても施設管理者に対する注意

喚起の実施など今現在行っております。 

また村内のごみ収集委託業者に対しましては、マ
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スクや手袋の着用、収集後の手洗い等の徹底をお

願いしておりますが、分別がきちんとされていないご

み袋も多数見受けられ、収集業者も大変苦労してる

状況にありますので、改めて新型コロナウイルス対策

としての衛生管理を含め、村民に対し終始啓発を図

ってまいりたいというふうに考えております。 

私ごとですけれども、私もマスクをごみ箱に捨てる

ときについては、一度消毒液をかけてからごみ箱に

捨てるように注意をしておりますけれども、それが良

いか悪いかは別問題にして、そういうことも含めて注

意をしておりますけれども、収集者の方々の立場に

立ったなかで、収集者の方々にうつさないということ

も含めて、改めて村民の方々に周知徹底をしていき

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）：村外からの来訪者にし

ても村内の方にしても、このコロナウイルス感染予防

策というのは、まだまだ続くんだっていう意味では、

マスクをして手洗いをしてということを何度も何度も言

って、そしてその生活の一部になってくるようなところ

をまずですね、啓蒙しなければならないのではない

かなと。 

それは自分を守ることであり、人にうつさないこと

でありということにつながっていきますし、先ほど村長

が言っておられましたけれど、ごみ収集の人たちも

今、消毒液を積んで走っているんですけれども、実

際それをかけながらなんてならないというのが現状だ

というふうに思うんですよね。 

それはやはり村民からすると、村民自らも今、村長

言われたように自分できちんと処理をしてごみステー

ションに出すという、そういったものをきちんと生活の

なかに組み入れていかなければならない。 

そういうことを、これからも啓蒙していただきたいな

というふうに思います。 

次の質問に移らせていただきます。 

猿払村学校施設等長寿命化計画についてという

ことで、この計画は国レベルでのインフラ長寿化基

本計画、これを受けた文部科学省の行動計画、村で

は最上位計画としての第７次猿払村総合計画とうん

ぬんといろいろな計画があったなかでやっていると

いうことを質問では書いてありますけれども、このな

かで猿払村教育大綱というものがあり、基本目標・基

本方針を掲げております。 

さらに２番目に、学校教育推進計画があり、このな

かでその目的と基本方針、そしてその特色ある学校

づくりの推進とあります。 

ここで質問したいのは旧浜猿払小学校について

であります。 

現在、猿払村の資料館として、猿払村の歴史・産

業・文化等の貴重な資料が展示されており、村民の

皆さんには既に見学されている方も多いと思われま

す。 

旧浜猿払小学校は、計画期間事業手法では維持

管理として、計画内容は白紙で示されております。 

地元の一部の住民の方からは、この旧校舎部分

を補修する必要性を訴えている方がおられます。 

また体育館についても、スポーツ推進の拠点とし

ての活用を考えている方がおられます。 

先ほど申し上げました猿払村教育大綱にも、基本

方針で生涯学習の推進として、猿払村の特性を生

かした文化の支援とスポーツの推進を図ります。とあ

ります。 

さらに学校教育推進計画には、地域の願いを踏ま

えた特色ある教育活動等々、地域との連携を強調し

た文言が見受けられます。 

ですが、このことというのは子供の教育の部分のこ

とであって、施設の管理とは違うのかなというふうに

は思うのですが、この計画に入っているということで

お聞きしたいのは、これまでの住民の方々との話し

合いをどのように行われたかをお伺いしたいと思いま

すが、このことについては、前に地域で検討されて

いるというふうに聞いております。 

そのときには旧校舎とかという部分は聞いていな

いのですが、体育館についてはそのころ当時、子ど

もの遊具というかそういった部分、それからもう１つこ

ちらから提案した、村から提案したなかには子どもの

体力が劣らせないように、増進するためにボルダリン

グ等の提案もあったというふうに聞いております。 

ただそのときに、ボルダリングというのはスポーツ
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ですが、子育ての関係と一緒になったものですから

だめになったと。 

それだったら耐震構造の関係で、金もかかるという

ことであきらめたという経過については聞いているの

ですが、今ここで浜猿払地区のなかで、そのボルダ

リングということで、スポーツを子どもも含めて、大人

も含めて、地域のなかでできたらなという意見が上が

っております。 

この計画はもう既に出来上がっていますし、そうい

った部分でこれからそういったことをまたやっていた

だけるかどうかという、率直にお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：お答えさせていた

だきます。 

議員のおっしゃるとおり浜猿払小学校ですけれど

も、平成２７年３月末で閉校になりまして、閉校に向

けての地域との協議については、約２年前の平成２５

年から地域の自治会、あるいは学校のＰＴＡを含め

て、いろいろお話合いを進めてきた経過がこれまで

はございます。 

閉校になったあともこの跡利用については、議会

の常任委員会の方にも何度かこういう案でということ

でお話しした経緯もございますが、そのなかには議

員がおっしゃった、体育館を利用したボルダリングの

そういう子どもの遊び場の設置等も案のなかに盛り

込んだなかで、いろいろ計画試算を進めてきた経過

もございます。 

ただ一番のネックが、体育館自体の天井が耐震

構造になっていない、天井の落下物を撤去しなけれ

ば、そういった施設として村民の皆さんに開放できな

いというのが一番大きな課題であります。 

以前にもお話ししたかもしれませんけれども、その

撤去費用だけで1500万円、当時の試算が出されて

おります。 

そういうことで村のさまざまな計画がありますので、

そのなかで教育委員会としては、なんとか学校施設

としては一番新しい施設ですので、利用したいという

気持ちもあって、今は郷土資料を並べているにすぎ

ませんけれども、そういった活動の方法をまだまだ模

索している最中であります。 

あの地域からの要望もあるということも重々承知し

ておりますし、現状で出来ないということのご説明も、

地域まちづくり懇談会等でもご答弁を差し上げてい

る経過もあります。 

委員会としては可能性を探りながら、なんとか施設

の活用・方策をこれからも検討したいというふうに考

えております。 

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）：教育長そういうふうに

言ってもらうということは、まだ話し合いの余地はある

ということでいいんですよね。 

ただ私ちょっと詳しくわからないのですが、旧校舎

の部分について地元からあのままならもう、とんでも

なく壊れてしまって、傷んでしまうというふうになる。 

何も使わないというのであれば、どっかの形で何

年には廃棄しますと。 

廃棄というか解体・廃棄しますというふうに提示し

た方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよ

ね。でなければやはり心配されているんですよ。地

元の方は。 

きっとそんな簡単に人が近づいて、けがしたとかな

んとかという話しではないと思うのですが、いやもっ

たいないという気持ちからだと非常に私は思います。 

ですからはっきりと解体・廃棄するのであれば、明

記した方がいいのではないかなというふうに思うんで

すよね。 

それから体育館につきましては今、先ほど言いま

したように、すごくもったいないという感じもしますし、

きっと地元の方もそういうふうな思いがあったんだな

というふうに思います。 

先ほども言ったように、子育ての部分、子どもの遊

具ですとか、いろいろな絡みで話しがいったもので

すから、それと今言われた耐震構造の改修というの

か、改築というのか、その分があったから仕方ないと

なったのだと思うのですが、もう一度話しをしていた

だきたいなというふうに思っているんですよね。 

スポーツ施設ということであれば、柔剣道場は鬼

志別にありますよね。 
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ボルダリングは、例えば浜猿払でやりますと言って

も変な話しじゃないというふうに思いますよね。 

剣道場でも学校が終わってから小・中学生が行っ

て、迎えに来るのは父兄が迎えに来たり、土日も来

ているのかな、その辺ちょっとわからないのですが、

それはどこであろうとこういう猿払村は分散されてい

る地域であるからして、当然出てきてもいいんじゃな

いかなというふうに思いますし、ただやはり地域の方

ともつながりがきちんとなければ、全て村でやりなさ

いというのではなくて、そういった話し合いもこれから

のなかで、話し合いをしていっていただけたらなとい

う思いはあります。 

そのボルダリングの話しをちょっとさせていただき

ますと、この辺の地域のなかにはない。 

一番近いのが天塩小学校の中に一部あるというこ

とで聞いています。 

私、稚内に知人がいたときに、今はちょっと転勤し

ていないのですが、インストラクターをやっていまし

た。 

インストラクターをやっていて、どこに行ってやって

いるのと聞いたら、南幌町まで行ってやっている。 

そのときに浜頓別高校の先生にも、今はちょっと

はっきり分からないのですがインストラクターの方が

いらっしゃったということなんですね。 

この先ほどの教育委員会の大綱にもあるように、

子どもの健康増進、そういった部分を含めて今、地

域のなかでの話にちょっとのってこられている方も、

自分の子どもたち、孫たちとも話し合いをして、そう

いったものができたらいいなという思いがあるというよ

うに聞いておりますので、なんとかそういった部分で

は協力もできると思いますので、人を呼んで話しを聞

くですとか、インストラクターの方の話しを聞くですと

か、経費がどのくらいかかるのかということもきっと出

てくると思いますので、そういった廃棄・解体の費用

と、これからやる部分と比較してみて、いやこれは無

理だなといったら、それは地元の方も理解されるとい

うふうに思いますので、そこまでのアプローチをぜひ

ともお願いしたいなというふうに思っております。 

これについては、答弁はなしということでお願いし

たいと思います。 

最後の質問に移らせていただきたいと思います。 

旧芦野小学校につきましては、この契約には載っ

ていませんが、教育委員会の所管から外れた施設と

理解しております。 

今後の利用についての具体策をお伺いしたいと

思いますが、先ほど山森議員の質問のなかにもサテ

ライトオフィスの部分ですとか、いろいろ多岐にわた

って考えていくということなので、私はこの部分につ

いては、質問としては地域の皆さんとの話し合い、あ

るいは、先ほどの施設園芸研究事業の絡み、それか

らもうひとつ先ほどの牛乳と肉の館の絡み、そういっ

たいろいろな部分を、合わせ技と言ったら変ですが

利用の方法は多岐にわたる、やる気になればいろい

ろな方法が出てくるという部分だというふうに思いま

す。 

向かい方、姿勢というものを村長にお聞きして終

わらせたいと思うのですが、よろしくお願いします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

旧芦野小学校の利用状況については、今現在こ

れといった利用方法については、具体的な案は行

政としては持ち合わせておりません。 

ただ、今議員おっしゃられたとおり、それから前の

議員さん方の質問もありますとおり、我々もいろいろ

利活用についてこう考えております。 

そのなかで包括的に今、ご提案のあった形のなか

で利用が可能だというふうに考えております。 

また地元の酪農家の若い人方も今後事業展開を

進めるなかで、利用も含めながらいろいろな検討もさ

れているような話しも若干お聞きもしておりますので、

そういう地元の方々とも連携をしながら進めていきた

いと。 

ただあそこを原状回復するとなると、先ほどからお

話ししているとおり屋上防水のやり直し、これ４千～５

千万円ほどかかる。 

それから電気ですとか、水道とかいろいろな形の

なかで経費はかかってきますけれども、それはある

程度決まったなかでは、やらなければならないもの

については、きちんとお金をかかってもやっていくと
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いう形のなかで、今後総合計画、行財政改革のこと

もありますけれども、どういうふうな形でやっていくの

かということを含めながら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）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：その旧芦野小学校の

活用方法というのは今、村長が言われたように、いろ

いろなことが考えられるなというふうに思います。 

今ちょっと出ましたが、地元の若い人たちの６人で

の法人化については、朝飯をみんなで食べようとか

っていうことも考えておられるというふうに聞いていま

すし、そこで出てくる糞尿処理のバイオガスもどうに

か利用できないかですとか。 

あそこに施設があると非常にいいなというふうに思

いますし、そこによってまた人の雇用の部分ですとか、

あるいは運営方法についても、ひょっとしたらその法

人、若手が力をつけたときにやってもらえるのかなと

いうふうに期待をしたり、いろいろな企画・立案が出

てくるのかなというふうに思いますので、どうか前向き

に検討していっていただきたい。 

それがまた芦野地区の酪農家への支援ということ

にもつながるのではないかなというふうに思いますの

で、ぜひともその辺のことをよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。 

猿払村で一人でもコロナウイルス感染者が発生す

ると大変なことになります。 

感染者が出ないことを祈りますとともに、危機管理

として十分な対策を推し進めていただきますようお願

いをして、質問を終わらせていただきたいと思いま

す。 

ありがとうございました。 

○議長（太田宏司君）：４番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：通告に従いまして質

問をいたしたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症対策についてということ

でございます。 

私の前の議員さん方もそれぞれの質問をされたよ

うでございますので、猿払村で今のところ発生してい

ない、こういう状況でございます。大変本当に幸いで

喜ばしいことかなと思います。 

しかしながら、数多くの方々が感染されて、そして

もう相当数の方々が亡くなっております。全世界での

様子も皆さん方もご承知でしょう。そして日本国内も

世界のなかでは本当に少ないほうだと。 

そういったなかで我が北海道、たしか２月の初旬

ごろだったと思いますが、北見の展示会でのクラスタ

ーは、それがクラスターであるという判断をするまで

にはしばらくかかりました。 

それから多分、雪まつりで感染したんだろうという

のも、あとで分かったことでございます。 

それらが重なり合いながら、道内の感染症がぐん

ぐんと増えていった。 

２月の末には北海道知事、鈴木知事が緊急事態

宣言を全国に先駆けて発して、北海道は３月１９日ま

で緊急事態宣言。そのあと政府の方も緊急事態宣

言を発しました。 

そして北海道もいったんは収まったようにみえまし

たけれども、その後、２次の感染拡大ということで、そ

れが今も続いている状況でございます。 

幸い、管内は札幌の病院によるクラスターの患者

さんが何名か出て、そのうち当管内の利尻富士町で、

院内感染によるクラスターで帰られたところに、家族

及び知人が合わせて３人が感染したと、そういう状況

でございます。 

いずれにいたしましても、管内の基幹病院であり

ます市立稚内病院では、本当に受け入れを直ちに

決め、そして３名の患者さん方も今は退院をされた、

そういうふうに報告を受けているところでございます。 

市立稚内病院あるいはまた管内のそういう医療の

関係者、あるいは全国、そしてその医療の関係者、

看護師さん、そしてまた病院の関係者、行政の関係

者、そういう方々のたまものであろうということで、大

変感謝を申し上げるところでございます。 

管内はそういう形で、今感染者はゼロという状況で

ございますが、この秋には、あるいは冬を迎える当た

りには、また再び新型コロナウイルスが拡散するとい

うお話もございます。 

またインフルエンザも合わせて発生するだろうと、

本当に予断を許さない、あるいはまた私たちもいつ

も緊張の場所に置かれている、こういうようなところで
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ございます。 

どうか猿払村も村長さんをはじめ、私たちも生活の

なかにおいてそうですけれども、ぜひとも皆さん方い

ろいろ取り組みながら、このコロナウイルスに対して

協力しながら防いでいこうではないか、そんな考え方

でございます。 

１番のほうにつきましては、村長さんも先ほどから

何度も答弁をされておりますので、１番の質問につ

いては今、お話をしただけで終わらさせていただき

たいと思います。 

次は２番目の質問でございます。 

新型コロナウイルスが何であるかというのは、私た

ちの仕事は本当にそうでありますが理解しがたい、ま

た始まりのころは本当に不安であり、遠出は避けて

近場で日用品を調達する。 

本当に窮屈な、あるいはゆっくりした気持ちではな

く、そそくさとことを済ませて自宅に戻っていると、そう

いうような状況でございます。 

国のほうでは国民一人当たり10万円、このコロナ

ウイルスに対して国民がいろいろな形で、心あるい

はまた物資両面にわたって困窮しているだろうという

ことで、一人当たり10万円の支給金の決定がありまし

た。 

当議会も４月28日に、この支援金の上程があり決

定をしたところでございます。 

しかしですね、支給に当たって６月16日ということ

で、それは５月13日に委員会があって村長さんにお

聞きをしましたら、申請は今月いっぱい受け付けて、

支給は６月16日ですと、そういうお話でございまし

た。 

しかしふたを開けてみますと４月30日に一部、銀

行の借り入れで支給した町村もございます。 

また５月１日に、実際に支給金を支給したところも

あります。 

管内では大体５月20日くらいに第１弾として、それ

ぞれの個人の口座にお金が振り込まれたという状況

が多いようでございます。 

ただ100％ではありませんけれど、どうして猿払村

だけこの６月16日という選択肢になったのか。 

そこをまず１つ、皆さん方に説明をさせていただき

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）：ただいまの野村議員

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。 

特別定額給付金につきましては、議員おっしゃら

れたとおり、４月の第２回臨時会において補正予算と

して計上し、議決をいただいたのち、申請書類を５月

15日に発送し、各世帯には18日から20日までの間

で郵送されたと思います。 

正確な事務の執行を基本に考え、給付システムの

契約手続や金融機関との調整を踏まえ、１回目の支

給日を６月16日と定め、以降は月初めと中旬の月２

回支給することといたしました。 

全国の市町村では、１週間ごとに支給するケース

やオンライン申請のみを先行して支給するところもあ

り、全国で最後に支給された市町村として本村が報

道されましたが、全世帯に郵送されるにも３日間を要

し、短い期間での受け付けでは、窓口が殺到するこ

とも考え、受け付け期間を２週間ごとに設定したとこ

ろであります。 

また本村は、地域が点在していることや高齢者が

多い地区もあり、また添付書類には本人確認の書類

の写しも必要となりますが、コピー機がないご家庭も

あることから、コピー機のある最寄の郵便局や事業

所のご協力もいただきました。 

さらには全村民へのマスク配布時にも、あえて各

職員が健康状態や申請書の提出状況の聞き取りを

行うことにさせていただきました。 

その結果、１回目で村民の９割以上の方へ支給す

ることができました。 

また５月の第３回臨時議会において補正予算とし

て計上し、議決をいただいた衛生支援給付金及び

商業応援給付金につきましても、速やかに準備を進

め１か月以内での給付を終えております。 

いずれの給付金につきましても、決して事務の遅

れではなく、丁寧に事務を進めることができたものと

いうふうに私は思っております。 

またあえて申しますと５月いっぱいまでについては、

外出自粛規制という形のなかで高齢者の方々、また
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学校に行けない子育て世帯の方々がおりますことか

ら、あえて５月22日のマスクの配布のときについては

郵送ではなくて、職員に配付をしていただきました。 

それで先ほど答弁しましたけれども、各世帯の子

供たちやお母さん方、高齢者の方々の健康状態の

聞き取りをさせていただく、これも職員の勉強の１つ

だろうということで、あえて職員の方々に配っていた

だいたというような状況もあります。 

またホタテ乾燥貝柱についても送付をしないで、

あえて職員に配っていただきました。漁組の職員の

応援もいただきました。 

これも村民の方々の健康状態等も含めながら、職

員の方々に聞き取りをしていただきました。 

こういう丁寧な形で、本村としてはやらせていただ

いたという状況でございます。 

また第２回目の給付つきましては、７月１日になり

ますけれども、その部分についてはほぼ、98％以上

が２回目の給付で全世帯に10万円が交付されるとい

うふうに思っております。 

また残りの部分については１件１件お電話をする

とか、それから訪問をしておりますけれどもなかなか

お会いができない、申請がしていただけないというと

ころが数件ございます。 

その部分につきましては、極力早いうちに申請を

していただけるように、こちらの方からもアプローチを

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんからご答弁

をいただきました。 

実際はもっと早くできたのではないのかなと。 

その安全上、それから事務をきちんとやる確認の

意味もあったと思いますが、しかし日々生活をされて

いて、皆さん方がそういう自粛をされているなか、村

長さんをはじめ村の職員の方々もいろいろな意味で

制約もあり、自粛もあり大変な時期だったと思いま

す。 

ですけれど、いろいろなところの取り組みを新聞あ

るいはテレビ等を見てても、うちだけ６月の16日はな

かったんではないのかなと、そんな気持ちでおりま

す。 

それと干貝柱も配布をしていただきました。これは

大変ありがたいなと、そんなふうに考えております。 

それから生産者の方々も本当に流通が遅いなか

で、生産者のお助けになったのかどうかは分かりま

せんけれども、同じ村民として私たちはお金を出した

わけではありません。 

国からお金をいただいたなかから買っていただい

たということで、そういう面、少しはお手伝いをしたの

かなと。それも干貝柱は６月の15日ぐらいですか、村

民配付されたのが。 

ですけれどホタテの玉冷も引換券はまだ発送され

てませんよね。 

それも合わせて行政にもスピード感というのが、事

務的な安全を確認するのに当たって、配布のほうの

日程が先になったと。 

そういう先ほどの答弁なんですけれども、消費の

ほうも早くやることによって、また村民の方々も早く承

知していただく、あるいはまた次の段階で新たな考

え方というんですかね、そういうのも出てくるかなと思

うので、それについてもまだ配付されていない。 

それから事業所への支援金ですよね、46事業所。

宿泊飲食店の９事業所。これはまだですよね。 

これらもいつになるのか、そして件数は少ないの

になんでこんなに遅くなっているのか。 

その辺、もう一度ご答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず村内の消費喚

起という形のなかで、議員おっしゃられたとおり、６月

15日にホタテ干貝柱を配付させていただきました。 

そのうち１世帯当たり冷凍玉冷を４キロ、それと５千

円の商品券を配付するという形のなかで議決をいた

だきました。 

その作業としましては、当然これは金券になります

ので、印刷をかけなければならないという状況のなか

で印刷をかけて、担当課のほうで23日に郵便局のほ

うにお願いをして運び込みました。 

それで郵便局のほうには、各世帯のほうに郵送・

配達をする部分については、１週間程度お時間をい
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ただきたいという状況のなかで、できれば今月中に

各世帯のほうに我々のほうから封書で各世帯のほう

に、書留として郵送されるというふうに考えておりま

す。 

決して事務遅延ではなくて、我々も商工会事務局

と連携をしながら一生懸命やっておりますので、村

民の方々には、ほかの市町村と比較をして、10万円

も含めて遅れているのではないかというような印象を

与えているかもしれませんけれども、我々としてもし

っかりとそのような手戻りがないように、田舎ですから

日々受け付けて、金融機関のほうも受け付けてから

４日間、間がほしいという形のなかで、月曜日に我々

から金融機関に引き継ぐと、早くて金曜日もしくは月

曜日にそれぞれの口座に入るという状況にはなるん

ですけれども、ただこういう田舎なので、隣の家が10

万円入ったけれど、わしのところはまだ入ってこない

ですとか、そういうようなことがあるので、できれば私

としては第１回目の給付のときに極力100％を目指そ

うという形のなかで、少し申請期間のお時間を長くい

ただいて、こういう結果になったという状況ですので、

ぜひ村民の方々にはご理解をしていただきたいとい

うふうに考えております。 

またこれから第２弾、第３弾の地方創生臨時交付

金の形が出てくるかと思いますけれども、その部分を

利活用しながら検討していきたいというふうに思いま

す。 

また足りない部分については、産業課長のほうか

ら補足説明をさせて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）：小林産業課長。 

○産業課長（小林智司君・登壇）：今回の衛生支

援給付金及び商業の同じ給付金につきましては、５

月13日の議会の議決を得て、５月18日にその給付

金の案内を通知して、５月29日にはその受け付けの

期限を終了したのち、６月10日には各事業所のほう

に支給をした経過となっています。 

以上です。 

○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 午前１１時５４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

きます。 

一般質問を続行いたします。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：続いて、質問を続け

させていただきます。 

午前中に質問した件につきましては、これからも

第２波といいますか第３波、あるいはまたこれからも

予断を許さない状況が続いている。 

なければいいんですけれど、これからもそういう対

策をとらなければならないときが来るのかなと、そうい

うふうに想定をしております。 

そういうときには、ぜひとも今回のこの対応の経験

をもっといろいろな置かれている立場の方々、やっ

ぱり村民の方々ですから配慮をいただいて、対応が

スピーディーに取っていただくことを希望いたしま

す。 

次に３番目。 

コロナウイルスが収束に向かいつつあるのですが、

非常にこの感染力が強いというふうに言われており

ます。 

３密という言葉も新しく作られた造語かなと思いま

すが、こういうことが今後一番の留意点かな、そのよ

うに感じるところでございます。 

しかしながら、今猿払村は非常に災害とかの少な

い村でございますが、今までも災害に対して、避難

訓練等を想定して行ってきたところでございます。 

しかしこれに、この今の新型コロナウイルスの対策

で３密という言葉を入ってきたときに、今までこの災

害緊急避難、そういうことのなかに３密がどうしても否

応なしでも入ってくる。 

そういったときに、これまた新しい対応をしていか

なければならないのではないのか。 

そういうふうに考えられるわけですけれども、村長

さんも今までも何回となく村のなかでいろいろ打合せ、

あるいはまた対応策を練っているようでございますが、

この緊急避難あるいはこの防災、こういう面から今ど
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のようにお考えになられているのか、それをお伺いし

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。 

ただいま議員からおっしゃられたとおりだと私も思

います。 

災害の少ない本村においても、もしもということを

考えながら対応していかなければならないというふう

に思っております。 

村では現在、避難所運用マニュアルを作成し、各

地域の自主防災組織及び各避難所の施設管理者

に配布をしておりますが、国から示されたガイドライ

ンに基づき、新型コロナウイルス感染症対策に対応

した、内容の見直しを現在進めております。 

具体的には、今回のような感染症が流行している

場合、受け付け時に健康状態のチェックを行った上

で、感染症疑いの方や濃厚接触者用の専用スペー

スを設けることや避難者の滞在スペースについても、

余裕を持った配置が必要と考えております。 

また国の第２次補正予算による、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金が、本村にも交

付される見通しとなっておりますので、この交付金を

活用して、各避難所における衛生管理環境対策の

物資を購入して、整備してまいりたいというふうに考

えております。 

また先般、道と恵庭市で開催された、この感染症

対策の避難所の対応マニュアルという部分について

も、自治体の方に配布をされるというようなお話があ

りますので、そのような形も利用させていただきなが

ら、今後対応策を練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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：大変難しい判断を迫

られる対応ではないかなと私も考えております。 

村長さんも今、この緊急対策のマニュアル、こうい

うものを参考にしながら早い機会にいろいろな対策

を打っていきたいと、そういうお答えでございました。 

やっぱり準備、これはしておかなければいけない。

前段でも村長さんの答弁で申し上げられたフェイス

シールドとマスク、体温計、あるいはまたこの大きな

避難場所での社会的弱者と申しますか、お年寄りを

どうやって扱ったらいいのか、あるいは子どもさん方

をどういうところに避難をしていただいたらいいのか、

あるいは子どもさん方のいるお母さん方、そして女性

の方々、そういう方々が優先的な形で避難所のなか

で席を確保していかなければならない。 

しかもそれを３密というものを避けながらやる。大

変です。大変だと私も思います。 

しかしもし災害が来たときは、それがこのコロナウ

イルスあるいはほかのウイルス、そういうもの合わせ

てこれは避けては通られない。 

これを少しでも回避をして、こういう決意が必要で

はないのかなと。 

その防災備品、そういうのも遂次準備をしていか

なければいけない。 

今の現有の施設のなかで今、村民の皆さん方が

充分に入るスペースがあるのだろうか。 

これも根っこから、今まで学校は避難所ですよ、あ

るいは小学校、中学校は避難所ですよ。会館が避

難所ですよ。 

ですけれど、そこだけでは納まりきらない。そういう

事態がありありと目に見えてくるところでございます。 

ぜひともそういう見地に立って、将来的にすぐは間

に合わないかもしれませんが、最初は応急手当をし

ていただいて、じっくり先を見つめながらそういう施

設の確保あるいは整備、そういうものに力を注いで

いっていただきたいなと。そういうふうにご提案申し

上げました。 

私の質問を終わらさせていただきます。 

ありがとうございます。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 

 


