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令和２年 第３回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和２年 ９ 月 ９ 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。 

まず一つ目に、地域活性化についてお伺いしま

す。 

今年初頭から、新型コロナウイルス感染症による経

済への影響は、計り知れないものとなっており、若干

の落ち込みを見せているものの、冬に向かい感染の

再拡大も懸念されています。 

こういった状況は、数年続くとも予測されており、今

後、働き方や事業のあり方も変化していくものと思わ

れます。 

本村においても、対岸の火事としてただ情勢を静

観するのではなく、今後の変わりゆく世の中の変化に

対応しなければなりません。 

東京都が1956年調査開始以来、６月として初めて

前月比で人口が減少し、新型コロナウイルス感染症

の影響により、歴史的転換点となる可能性があるとの

予測も出されています。 

これは、地方への人口の流出が、かつてない速度

で加速していることを意味するものであり、これを機に、

事業所自体の移転や移住を呼び込むことで、税収増

や人口増に繋がる施策も効果的と考えます。 

東京都に限らず、都市部の企業や人間が遠く離れ

た本村への移転や移住を希望するのかは疑問点も

残されていますが、しかし、以前まで高かった移転・

移住のハードルは確実に低くなっているものと思わ

れます。 

これを絶好の機会と捉え、移転・移住を推進するよ 

 

うな取り組みを行うべきと考えます。 

日本最北の村である本村は、ほかにはない魅力が

あり、最北の村という位置づけ自体がブランドであり、

これを全国規模で周知するためのＰＲ事業の推進を

図るべきと考えますが、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）：ただいまの山森議員

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。 

今年度は新型コロナウイルス感染症の関係で、移

住促進に関係する事業を全て中止といたしましたが、

村のホームページにて、移住ワンストップ窓口のバナ

ーを設け、移住に関する案内やＰＲを行っているほか、

本年４月には、地域おこし協力隊の現役とＯＢが管理

運営する猿払村公認の猿払移住情報サイトを新規に

立ち上げたところであり、そのほか、電話やメールを

活用した移住相談も随時受け付けをしている状況で

ございます。 

また一般社団法人北海道移住交流促進協議会の

主催で、例年、関東関西方面で開催されている移住

相談会につきましては、今月13日にオンライン形式

で参加する予定であり、感染症拡大防止の観点から

各種の活動が制限される中ではありますが、できる限

りの推進活動を展開しております。 

山森議員も以前から提唱されておりますサテライト

オフィスやテレワークセンターの整備については、猿

払村IoT推進構想や猿払村まち・ひと・しごと創生総

合戦略にて、誘致に向けて推進することとしているも

のの、現在のところ設置場所や参入企業等含め具体

的に決まっていない状況にありますので、引き続き、

テレワーク拠点の整備に向けては、トップセールスも

視野に入れながら、事業者の掘り起こしにも努めてい

き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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長の答弁、全

国規模で様々なサイト、もしくはそういった集まりとい

うんですかね、ＮＰＯも含めて、あるというふうに私も

それは少々ですが分かっています。 

しかしですね、今、例えばですよ、全国規模でいろ

いろなものに参加してやることは、これは悪いことで

はないと思いますけれども、そこに行って、いろいろ

な事業を開始するためのものを練るわけですけれど、

多分どこの自治体も我も我もですよね、きっとこれ。 

仕方なく入ってくる自治体もあるのかもしれません

けれども、そこのところを言っているのではなくて、そ

れはそれですごくいいことだと思います。 

ただ、私が言いたいのは、その猿払村独自のもの

の考え方で何か新しいことができないかと。変わった

ことやれというのではないんですよ。 

人が目に付くようなもの、これは私の１つのアイデ

アというか、思い浮かんだことですけれど、例えばで

すよ、猿払村のポスターを作るんですよ。 

日本最北の村、猿払村、そのポスターの中に、テ

レワークの拠点があります、こういうことができます、こ

ういう仕事がありますというものを盛り込んで、それを

例えば、首都圏でもどこでもいいですよ、都市部のほ

うに配布する、配布するというか貼らせていただくとい

うことですよね。これ、大したお金も掛からないと思う

んですよ。作って貼るだけっていうものは。 

それだけでも向こうの人たちは、多分情報を探して

いる人がたくさんいると思うんですよね。 

このままここに居ていいのかなとか、これが何年も

続くようでしたら、どこか違うところに家族ごと住んで

みようとか、たぶんものすごい、私たちが考えている

想像する以上の人間がいるはずなんですよ。 

証拠を出せと言われてもありませんけれど、いろい

ろなものを見たり聞いたりしていくうちに、例えば、首

都圏、東京都だけではないですよ。 

大阪府でも名古屋市でも、もしかすると、札幌市に

もいるかもしれない。 

札幌市は今、北海道のコロナウイルスが落ち着い

ていますけれども、そういうコロナウイルスというのが、

それだけ人の心の中を変えるというか、生活自体が

ガラッと変わったというか、今までの考え方では追い

ついていけないようなことがもう目の前で起こっている

わけですから、たまたまこの北海道の宗谷もしくは猿

払村というところがコロナウイルスに対して、本当の目

の前にないわけですから、やっぱりさっき言ったよう

に対岸の火事としか見れないのは当たり前のことなん

ですよ。 

当たり前のことなんですけれども、現にそこのコロ

ナ禍の中にいる人たちというのは、もう切羽詰まった

ものがあるというふうに私は感じているんですね。 

その部分のその人たちの気持ちを酌むというか、

そういう猿払村というのを見たときに、ただ猿払村で

はなくて、日本で一番北にある村なんだと、とりあえ

ず行ってみようかでもいいです。それは観光にも繋が

ることですからね。 

それによって、こんな田舎だったらどうのこうのとい

うふうに言うかもしれませんけれど、逆に都会の人た

ちは、昔、私も一般質問の中でも言わせていただい

たことあるんですけれど、都会の人は、我々が例えば、

こんな田舎に来て不便な所で店もないのにとか思っ

ているかもしれないですけれど、都会の人はそれが

いいと言うんですよ。 

昔、私が観光のお手伝いをもう20年以上前に手伝

ったときに、ホテルに直行便で関西国際便が冬期間

でも来たんです。 

土日になると関西国際空港から稚内空港に飛行

機が飛んできてたんですね。 

そこで、関西の女性がスノーモービルを乗りに来る

んですよ。裏にスノーモービルのコースがありました

から。 

村でもスノーモービルを何台か持っていて、我々、

たまたまその団体があったので、手伝ってくれという

ことで、もう３～４年手伝いに行きましたね。 

ものすごい吹雪いているのに、今日行けないからと

言っても、その関西の女性は豹柄の服を着て来るん

ですよ。いいからいいからというノリで来て行くんです

よ。それはもう帰ってこれないくらいの吹雪ですよ。迎

えに行くと、楽しい楽しいって。 

ここに住むかどうかというのは別ですよ。そのないも

のがあるということですよ、結局この田舎には。それを
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よしとして、猿払村ではなくても北海道に移住してくる

方は今たくさんいますよね。 

それは条件が揃っているから来るという方もいます。

仕事があるから来るという方もいます。そのどっちを

取るかですよね。 

確かに猿払村には仕事がないです。その方たちが

来たときに、それをつくっていくのも仕事ですけれど、

それは次の質問としてあるわけなので、そのときに質

問させていただきますけれども、さっき言ったように、

ちょっとしたそのアイデアというか、ポスターのこともそ

うですけれど、なんかそのできることが今あるんじゃな

いかと、それを予算がかかると行政の方は言います

けれど、そのための地方創生臨時交付金ではないで

すか。あの中に多分活用できるものがあると思うんで

すよ。 

何回見ても何にでも当てはまるようなものがあの中

に含まれていますから、それを引っ張り出すというの

も行政マンの仕事だと思うんですけれども、その点に

ついてどうですか村長。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今、山森議員のほう

から、一つの提案として、議員提案としてポスター等

の猿払村の魅力発信も含めたポスター等を作成して、

いろいろな所に掲示するような形でというようなご提

案をいただきましたので、今、港区との連携もありま

すし、それから観光大使の脇屋さんのところのお店も

ありますので、そういうところと今、港区の武井区長と

もちょっと相談させていただきながら、まず、ポスター

の作成という部分については、企画政策課が中心と

なって、地域おこし協力隊の中に移住体験というか

移住相談という形で配属をしている地域おこし協力

隊員もおりますので、そこの中で作成をできるかどう

か、きちんと相談をさせていただいて、できる限り作る

ような方向性のほうで前向きに検討させていただいて、

そして、その前段として、掲示をさせていただける場

所も含めて検討していきたいというふうに考えており

ます。 

せっかくのご提案なので、前向きに検討していきた

いと。決してやらない検討ではなくて、前向きにしっ

かり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）：これはあくまでも一つ

の提案として、まだ考えればたくさん出てくるんです

けれど、いろいろな諸問題もありますから、その辺を

検討していただきたいと思いますけれど、ポスターに

関しては、割とすんなりできるのではないかというふう

な感じもします。 

ほかの自治体でも例えば、北海道の自治体なんか

は結構よそに行くとありますよね。どことは言いません

けれども。 

ただそれは、観光に対するポスターであって、ほか

の部分のポスターはあんまり見ないのではないかなと

いう気はしたので、提案させていただきました。 

ただ一つ提案したいのは、ぜひスピード感を持っ

てやっていただきたいと、これをただポスター作るだ

けに何か月もかけているわけにはいかないので、で

きるだけ早くやっぱりそれは、やっていただきたいな

という気もいたします。 

最初の質問は軽い感じなので、この辺にさせてい

ただきます。 

次の質問に移りたいと思います。 

かつて賑わった商店街は衰退し、現在では、数店

舗が点在をする状況に至っていますが、その要因と

して、人口減やＪＲ天北線の廃線等が一因と考えられ

ています。 

現代はネット社会であり、商店街はインターネット

の中に存在し、必要なものはパソコンやスマートフォ

ンで購入することができ、店舗が存在しなくても事業

が成り立つ時代となっています。 

また日用品に関しては、宅配ネットワーク等の普及

により、住民の多くの方々が利用してるものと考えま

す。 

しかし、生活必需品等の購入に関しては、近隣自

治体に出向いて購入しているのも現状であります。 

本村は、住民の平均所得が比較的高いとされてい

ますが、その所得の多くが他の地域へ流れているの

が現状であり、地元で得た収入を地元に落とすことは

地域活性化の絶対条件であるとともに、そのための

対策を喫緊にやらなければ、今後さらなる衰退を招く

事態に至ると考えます。 
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近隣自治体に関しても人口減の速度から鑑みて、

商業施設等の減少が進んでくるものと考えられ、可

能な限り、地元で住民が快適に暮らせる地域づくりを

推進するべきと考えます。 

事業拡大や新規事業者等に対する優遇措置の拡

充等、特にコロナ禍による地方分散化を念頭に入れ

た、他の自治体とは異なる本村独自の思い切った施

策を検討しなければ、地域活性化に繋がる結果を得

られないと考えますが、行政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。 

現在、村では、意欲のある事業者に対し、企業誘

致及び地域企業再生促進条例、商業振興条例等を

整備し、事業拡大や新規事業者等に対する支援を

行っておりますが、議員もおっしゃるとおり、人口減少

をはじめ、宅配サービスやオンラインショップの勢力

が拡大する現世の中においては、従来型の店舗形

式での商業振興策の展開は、ハードルが高いものと

感じており、現在、妙案が思いつかないというのが私

の本音でございます。 

しかしながら、少しでも前向きに考えを進めていか

なければなりませんので、地元の商工業、ひいては

地域の活性化にも繋がるようなまちづくりのあり方に

ついて、商工会等の各種団体との協議の場を設けて

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）：確かにこれは、非常

に難しい問題ですね。 

何回も一般質問で、同じような質問をさせていただ

いてますけれど、一向に話が進まないというのは、い

ろいろな障害というか、団体等も相手にするわけです

からあるとは思います。しかしですね、何かやっぱり

変えていかないと、これ多分このままにしておくと今

後、２年、３年、５年というふうに同じようなものが続く

のかなという気もします。 

確かに商店街というものが、今この猿払村で再生し

ようと思っても、多分いろいろな問題があるというのも

ありますし、あと誰がやるのかというのもありますし、ど

こにそれをつくるのかというのもありますよね。 

前回か前々回の一般質問でもさせていただきまし

たけれど、今まであった駅前の商店街を再生しようと

いうのは無理ですよ、はっきり言って。やっぱり幹線

道路沿いにつくるのがこれ基本中の基本であって、

イロハのイであって、あそこにまた同じものをつくって

いくというのは、仮にやろうとしてもできるかもしれませ

んけれど、継続するということを考えたときには、どうし

てもこれ浜というか国道沿いにものをつくっていくとい

うのは、今後の考え方だと思うんですけれどね。 

例えばですよ、30年とか50年後に、どうなっている

かというのを考えたときに、今からそれを着手して考

えていったときに、今から50年前は猿払村どうだった

かというのは、結構賑わっていたわけですよね。 

それが50年経っていろいろな条件が重なって、こ

んなふうになったと。これから50年後にどんなふうに

なっているかというビジョンを自分の頭の中で描いて

いかないと、これは多分決して良いふうには転がって

いかないと思うんですよね。 

その辺の部分も含めて、今できるほんのちょっとの

ことでもいいですから、始めていかないとだめだと思う

んですよ。 

例えば、各種団体と協議を練って云々と言いまし

たけれど、前に確か公共施設の関係で、生活改善セ

ンターと言われたときに、あそこの部分に商業施設を

つくるということも考えているというふうに答弁いただ

いた記憶が確かありますけれど、出来ますかそれ、正

直言って。公共施設はできるかもしれませんけれど、

商店がその中に組み込んで云々ということが出来る

のか、誰がやるのか、どうやってやるのかというふうに

考えたときに、継続性も考えて多分、うまくいくかもし

れませんよ、やり方によっては。 

ただ、パッと考えたときには、多分だめなんじゃな

いというふうに誰もが思うと思うんですよ。その辺も含

めて、だめなものはだめと割り切っていかないと、もの

が進んでいかないと思うんですよね。 

あとは、駅前の商店街が衰退していった要因の一

つは、人口減とＪＲの廃線というふうに書きましたけれ

ど、もう一つの要因が、後継者をつくらなかったという
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のが一つの原因ではないですか。それは人口減も起

因もしているかもしれませんけれど、後継者がいたら、

多分もっと変わった形になっていったのかなと思いま

すね。 

私も何年もあの辺に住んでいましたからわかります

けれど、やめていったところは、みんな後継者をつく

らないで、そこのお子さんたちはみんな地方に行っ

て、自分の生活を営んだと。結局、商店を引き継がな

いことを選んだという部分で、やめていったんですよ

ね。 

一人の商店街の人との話もその当時聞きましたけ

れど、もうここはだめだから、息子、娘はもう向こうに行

っているのだと、もう俺は歳取ったらやめるわと言って

いた記憶もあります。そのときは、まだあそこに商店が

ずらっと並んでいたわけですけれども、そんなふうに

なっちゃうんだというふうに私が中学生くらいのときだ

と思いますけれど、聞いた記憶があります。現にそう

なっちゃったわけですよ。 

だから、今やっていくことをやっていかないと、何を

するかというのはもちろん問題ですけれど、やっぱり

アクションを起こしていかなければだめだと思うんで

すよね。 

さっき言ったように後継者の部分もありますけれど、

全国どこの自治体も同じような問題を抱えているとこ

ろがものすごくたくさんあるわけですよ。人口減もあり

ますし、過疎化も進んでいますし、都市部以外はもう

どんどん衰退していって、猿払村と同じような状況も

しくはもっと悪い状況になっている自治体がたくさん

あるわけですよね。 

何が違うのか、例えば、その反対にだんだんと盛り

上がってきている自治体もあるわけですよ。 

１つは、ベッドタウンなんかは、これは黙っていても

人口が増えてきますよね。ちょっとした条例を変えて

あげると、住民はそこに住んでくれるわけですよ。 

そうではなくて、どんどん活性化していっている自

治体というのは、結局、若い人がいるんですよ。 

私も何年もここの成人式に出席をさせていただい

てますけれど、毎年20人とか20人ちょっとくらい出席

していますよね。伊藤村長がいつも聞くんですよ。あ

れマイクに入っていますから、聞いていることがね。こ

のあとどうするんですかというふうに必ず一人ずつ聞

きます。 

進学する子もたくさんいますけれど、就職する子も

います。もちろん猿払村に残る子もいます。残る子の

ほとんどが役場職員か一次産業ですよ。仕事がない

からそうなってくるんですけれど、あとの子は、よそ行

って就職するんです。資格を取って、向こうに就職し

ますという方がいます。それが全部マイクから聞こえ

てくるんですね。 

考えたときに、地元の人間が残らないのに、うちの

人口の統計、割合ですか、あのピラミッドを見たときに、

何で減らないのだろうというと、一次産業の人たちが

よそから、要するにお嫁さんを連れて来るんですね。

それでなんとか補っているというのがこれまでの現状

ですよ。 

それともうひとつは、例えば、漁師でしたら漁師の

息子が、よそに進学しても帰ってくるんですよ。 

猿払の漁師は大変ですけれど、子どもが見るとす

ごい楽ちんに見えるそうなんですね。なぜかというと、

朝起きた時にはもういないけど、学校行く前に帰って

きているときがあると、夏場でもね。学校行く前に仕事

終わっていると、冬になったら遊んで歩いていると、

楽に見えるそうなんです。確かに楽には見えますよ

ね、会社員よりは。 

だからやっぱり戻ってくるんですよ、収入もいいで

すしね。高校卒業して、船に乗って18歳19歳で、普

通の会社の下手すると、部長クラスとかぐらいもらえる

年があるんですよ。それは帰ってきますよね。それは

それでいいんです。 

ではなくて、そうじゃない子どもたちが、ここに帰っ

てくる条件ってじゃあなんですかということなんです

よ。 

やっぱり仕事があって、親もいるというのはあります

けれど、もしくは究極には猿払村を選んでよそから来

るというのは、皆さんのような役場職員はそうですよね。

公務員試験を受けて合格して、猿払村を選んで面接

に来るわけですから、そうですよね。もしくは一般の

企業であれば、猿払村のこの会社に入りたいと思っ

て、来ることが条件になりますよね。 

でもその会社がないんですよ、猿払村には。 
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このままでいいのかというのかというと、例えばです

よ、今年みたいなコロナ禍で漁業は大変です。多分

酪農家の方も大変になってくるのではないですか。 

良いところなんかないんですよ、ほんとに今、猿払

村で。 

もう過去最低の記録になるかもしれないというふう

に漁業に関しては、まだ先行きは分かりませんけれど

も、見込みをしている人もいるぐらいですから、来年

になってどうなるかは分かりませんけれど、もしかした

ら来年、再来年これが続いたときに、大変なことにな

りますよ、ほんとに。 

税収は減る、もしかするとこれはないかもしれませ

んけれど、漁師を辞める人も出てくるかもしれない、

現に猿払村ではないところだと、そういうことが起こっ

ているんですよ。 

それを考えたときに、これも何回も一般質問させて

いただいてますけれど、一次産業ばかりに頼ってい

いかもしれませんけれど、良いときはものすごい良い

です。ただやっぱり、一次産業というのは自然を相手

にしている。もしくはこのコロナウイルスというのは自

然も相手もありませんよね。 

全てのものが影響を受けているわけですから、そう

いうことが今後何年も続く、もしくはまた違うものが発

生してくるといったときに、やっぱり村を支える違う産

業というのは必要だと、これは誰でも分かっていること

なんですよ。分かっているんですけれど、できないと

いうのが現状であるというのは分かっています。 

ではどうしたら良いんだと言われますけれど、まず、

皆さんの頭の中に考えられることがあると思うんです

よ。私は、若者を育てることが、今一番大事だと思っ

ています。 

そのとおりにじゃあどういうふうに育てれば良いん

だと言われるかもしれませんけれど、例えばですよ、

うちには高校がありませんから、中学校のときにいろ

いろな部分で、猿払村の歴史を学んでもらうですとか、

こういうことをしてもらう。それと同時に、いろいろな企

業に働きかけは出来ないかも知れませんけれど、情

報が入ってきていると思うんですよ、いろいろなもの

が。 

これはアンテナを広げていないとわかりませんけれ

ど、いろいろなものが猿払村もしくはこの田舎、都会

ではない田舎に、自分の会社の支店なり、もしかした

ら本社かもしれませんけれど、そういう事業所なりとい

うものを求めて捜している企業はあると思うんですよ。 

そういうものを冗談だろうというふうにではなくて、こ

んな田舎に来て何になるんだではなくて、これからは

こんな時代になるんですよ。その辺も含めて、いろい

ろ考えていくことはあると思うんです。 

それを同時にやっていかないと、若者がどんどん

流出していって、ここで稼いだお金が落ちないという

のが、もう私にとっては歯がゆくてしょうがないというか、

私自身もそうですよ、インターネットで物を買ったり、

ほかの自治体に行って買い物をするわけですよ。こ

こでは買えないわけですから。 

それをやっぱり変えていかないと、もしくは商店街

という概念も変えていかないとだめだと思うんですよ。 

その辺も含めて、何か頭の中にあるのであれば、

ちょっとでも聞かせていただきたいなと思うんですけ

れども、その辺どうですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今の現状、これから

の将来の村の関係について、やっぱり商業という部

分では、先ほど答弁もさせていただきましたけれども、

やはりこのコロナ禍、新型コロナウイルスというのが、

今後のいろいろな企業運営に対して、１つの提言を

してくれたのではないかなというふうに思うんですね。 

いろいろな都会の情報関係をテレビで見ますけれ

ども、その中で外出の自粛をする、そうなるといろい

ろな飲食業についても、どんどんどんどん赤字が重

なっていって、店を閉めざるを得ないという状況が増

えてきた、倒産しなければならない状況が増えてきた、

多分我々も外に出るのではなくて、先ほどもお話しま

したけれども、オンラインショップですとか、いろいろ

な形で自宅から物を買える。 

それから、今いろいろな形の中でトドックですとか、

自宅に配送をしてくれるというような、生活環境がどん

どんどんどん変わってきているんだろうと思います。

その中で、何とかこの地元に起業をしてほしいという

ような希望はあります。 

当然、その中で企業誘致条例を設けながら、従業
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員の確保も含めて、補助金も制度を設けながら、今、

現には進めていますけれども、ただ、今議員のおっし

ゃるとおり、これといったオールマイティーな商店とい

うか、そういう部分については非常に難しいのかなと

いうふうには思ってはいますけれども、ただ現状とし

て、今うちにはＪＲも高速道路もありません。 

今40号線のほうで、高規格道路も進めております。

その中で、交通インフラがある程度稚内市までの形

の中で、数年後にはでき上がるのだろうと思いますか

ら、そこの高速化ができれば、またいろいろな形の中

で、私もチェーン店も含めながら要望活動をしていき

たいなというふうに考えております。 

ただ、議員おっしゃるとおり、若者の育成という部

分については、私も大賛成です。 

これは教育委員会とも引き続き連携を取りながら、

うちには高校がありませんので、中学校時代から郷

土愛というのをしっかり学んでいただきながら、できれ

ばうちの村に最終的には戻ってきてほしいというのは、

これは誰しも思っていることなので、それは人口減少

対策にも繋がっていくんだろうというふうに考えており

ますので、引き続きその部分については、教育委員

会とも連携しながら力を入れ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）：この件に関しては、

政治に関わっている方は、みんな多分いろいろな考

えがあって、危機感もある方もたくさんいるかと思いま

す。私もものすごい危機感があります。 

数十年後の猿払村を考えたときに、これはちょっと

余談になりますけれど、地球温暖化で海水温がどん

どん上がっていって、今までここに見られなかったよう

な魚がたくさんこの海にいるんですね。マグロですと

か。マグロなんかはものすごい大きく跳ねますから、

美味そうなマグロが何十匹も跳ねているんですよ、目

の前で。 

そういうことがあって、ある大学の教授が言ったこと

です。いろいろな魚が今後、水温がどんどん上昇し

てくることによって捕れなくなってくると。マグロもそう

ですよ、今まではここにいなかったのに、もっと南の

ほうにいた魚がどんどん上がってきているんですよ、

北上してきてね。 

ホタテに関しては、50年後には捕れなくなるだろう

というふうな、今のスピードで温暖化が進めばですよ。

今のスピードで温暖化が進んで、海水温が今のスピ

ードで上昇していったら、50年後にはホタテが捕れな

くなるだろうという統計が出ています。 

これがどこかで変化していって、海水温が一定止

まりすると違うかもしれませんけれど、この今の速度で、

海水温がどんどん上がっていくと、50年後にはホタテ

がなくなりますと言い切っています。 

ということは50年後には、ここの浜はどうなっている

のかということですよ。 

そのときに、この猿払村は存続しているかどうかは

分かりませんよ。分かりませんけれど、何か違うものが、

この猿払村を支えていかなければならないというふう

になったのではないですか。もしかすると、近隣自治

体に吸収されているのかもしれない、衰退が続くと。 

みんな今のものがずっと続くと思って錯覚するんで

すよ。さっきも言ったように50年後の人も、今の状態

が続くと思っている人がたくさんいたと思いますよ。た

だ、今50年後にここに来たときに、こんなふうになって

いたんだって、我々も50年後には思いたくないという

ふうに私は思いますね。 

いろいろなものが今、科学的に証明されてきて、示

されてきているわけですから、それに対して敏感に、

ちょっとでも反応していろいろ考えていくことも大切だ

と思います。 

活性化と言いますけれど、これ活性化にもたくさん

種類があると思うんですよ。 

例えば、地域活性化という部分に関してものを言う

と、お金の流入をもっとお金をここに落としてもらう、

そのために行われる事業ですよね。 

だけど、その一方で社会的活性化というのがありま

す。これは例えば、住民が生活するためにこういうも

のが欲しい、ああいうものが欲しい、インフラを整備す

るという部分は、行政が関わっている部分ですよね。

これは言ってみれば社会的活性化なんですよ。住民

が暮らしやすい、便利なものがたくさんある。公共施

設も公園も充実している、子どもも育てやすいという

のは社会的な活性化です。 
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私が今言っているのは、経済的に活性化するとい

うことですよ。猿払村は私の考えで言うと、社会的活

性化は進んでいるほうだと思います。ほかの自治体

からすると。ですけれど、その一方で経済的な活性

化というのは進んでいない、もしかすると近隣の自治

体から見ても、ずっと遅れを取っているのかもしれな

いというふうに私は思っています。 

それは、いろいろな部分で前に進んでいこうという

意識みたいな、意思みたいなものが感じられないん

ですよ、結局ね。今のままであれば良いという、今より

悪くならなければ良いという考え方もあるかもしれま

せんけれど、住民は違うんですよ、自分たちの子ども

や孫が将来どんなふうなところに住んでいるかという

ものは、やっぱり誰でも考えることだと思いますよ。 

その辺も含めて、さっきも言いましたけれど、村長

も答弁いただきましたけれど、子どもを育てるという部

分、郷土愛という部分、これもなんか確か昔、一般質

問で言ったような気もしますけれど、その辺を養って

いくというか、育てていくというか、猿払村が好きな子

は、猿払村に帰ってくるんですよ。 

じゃあその子どもたちが帰ってきたときに、働ける

場所は、都会の人が田舎に移住しない理由の１つも

あります。仕事がないというのもそうですけれど、仕事

があっても給料が安いんですよ。物価が安いから良

いだろうと言いますけれど、いくら物価が安くても、給

料が安かったら、給料が安いほうがウエイトは重いで

す。 

ですから、都会並みに給料がもらえなくても、田舎

に住めば物価が安いから何とかしていけるというふう

に思う方もいるかもしれませんけれど、実は給料が安

いとやっぱり大変なんですよ。 

その辺も含めて、いろいろな考えがあります。 

これは行政ができることではないですけれど、企業

を誘致するという部分でも、やっぱりもっと力を入れて

いただかないと、いろいろな情報がネットワークもある

だろうし、いろいろな情報があると思うんですよ。 

私もいろいろなことを言いますけれど、いろいろな

話が聞こえてくるんですよね。たまに、村長、副村長

に聞いていただくこともありますけれども、もしくは今

言ったついでに言いますけれど、一度、村長、副村

長に相談したのは、理髪店ですよ、床屋さん。 

ある床屋さんが札幌で、もう店をたたんでいて、息

子が稚内にいるので、猿払村で通ってもいいからや

りたいんだよねって、２～３人で、女性の方ですけれ

どね。その方は、大きな理髪店の会社にいる従業員

ですけれど、通ってもこっちでやりたいんだよねって

言った方の話を多分、村長、副村長にも私、話しした

記憶がありますけれど、ちょっと考えてみてくれない

ですかねって言った記憶があります。それも１つのあ

れですよね。 

宗谷総合振興局に、高齢者の方を連れて行って

云々といった話を誰かに聞いて、利用者はと聞いた

ときにゼロですって言われましたけれど。多分ゼロで

しょう。お金払って髪切りにわざわざ一時間もかけて

行こうなんて思いませんから、ないよりはましですけ

れど、それよりもちょっと予算を使って、そういう理髪

店をやるようなところをつくってあげるという考えはな

いのかなというふうに思いますけれどどうですかね。 

確かにお金はかかりますよ、かかりますけれど、そ

れ住民サービスの一環ではないですかね。どうです

か。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに理容室、理容

室ですね、床屋さんの関係については、そういう要望

があって、なかなか地元、稚内の方が鬼志別に月に

２回来ていただいて、床屋さんを営業していただいた

という経過があって、その方が体調不良ということで、

やめざるを得ないという、その代替策としてそういう部

分がありましたので、宗谷総合振興局の４階にありま

す理容室と提携をして、そこに、村民が床屋さんに通

っていただけるような送迎も含めた確保をさせていた

だきました。 

確かに議員おっしゃるとおり、私の耳にも非常に使

いづらい、そういうことを設けてもらったのはありがた

いけれども、なかなかやっぱり使いづらいと。せめて

田舎であっても、地元に床屋さんが１軒ぐらいあって

は良いんではないだろうかというような声も聞いており

ます。 

その中で私も、福祉理容師というのもいろいろ調べ

させていただいて、なんとかうちの村で、そういう形で
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出来ないだろうかなというふうな検討もしております。

その中で大きくお店を持って、そこで営業をするので

はなくて、福祉理容師というのは、簡易的なものでカ

ットをしたり、顔を剃ったり、いろいろできるような方で

ございますので、そういう方が本村に来ていただける

かどうか、また、もしかしたら地域おこし協力隊という

形の中で、そういう人方が招聘できないかどうかという

ことも含めて、検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

ほとんどかかる方は高齢者の方なので、なかなか

やっぱり遠くに行くというのは不便なんだろうなという

ような実感も覚えておりますので、なんとかその部分

ができるかどうか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）：鬼志別で、理容室を

稚内から通って、私もあそこに１年、２年通っていまし

た。 

今、村長の言ったのは、その福祉理容師ですか、

その高齢者限定ということなのですかね。 

一般の人でも使用できる。それはそれでいいです

けれど、もしそういう来てくれる方がいるのであれば、

もうすぐ明日にでも来てもらえるようなものをやっぱり

考えていかなければならないと思うんですけれど、私

が提案した人も待っていますと言っていました。 

どうなるかは分かりませんとは言いましたけれども、

私がいつも通っている床屋さんのお母さんがそこに

いて、通ってもいいから、仕事がなくなっちゃったん

だよねって。会社ですからどこかに派遣されるかもし

れませんけれど、行っても良いって言っているんです

よねっていうふうに聞いたので。あれもう半年以上前

だと思いますけれど、言った記憶があります。 

その検討していただけるのであれば、早急に検討

していただきたいと思いますけれども、あとはいろい

ろな部分で、さっき言ったように地域おこし協力隊に

そういう方がいるかもしれませんよね。そういう施設を

やっぱりつくらないとだめですよね。 

前まであったあそこはもう、私が小学生くらいのとき

から確かあるところですよね、よく今まであの状態で

あったなというふうな気もしますけれど、ではなくて、

やっぱりちゃんとしたものを提供するということを考え

ていかないと。利用する人だって、やっぱりそのほう

が良いのではないですか。 

ものすごいお金がかかるわけではないですから。

床屋さんに聞くと、そんな法外にかかりませんよと言

っていました。 

その辺も含めて、いろいろな部分で検討する余地

があると思うので。今日１つの質問の中でたくさんの

こと言いましたけれども、一つ一つ解決に向けて、検

討していただきたいと思います。 

ということで、この質問は終わります。答弁はいりま

せん。 

では、最後の質問に移りたいと思います。 

子育てする環境整備についてお伺いします。 

平成30年第１回定例議会において、子育て世代

への支援について質問をさせていただきましたが、

その後、子育て支援センターの活用等で、一定の支

援は行われているものと考えます。 

今後もさらなる支援を引き続き行い、子育ての環境

整備の充実を図っていただきたいと思います。 

一方で大型遊具の設置の検討が行われていると

耳にしましたが、一向にその概要が見えてこないの

が現状であり、子育て中のお母さんたちにとって、待

ち望んでいるものが停滞していることに疑問を持たれ

ているのも事実であります。その要因はどこにあるの

か、また現在までの計画の概要をお聞きします。 

○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。 

平成30年11月に、第２期子ども子育て支援事業計

画や地域福祉計画策定のため、村民の皆さんにアン

ケートやワークショップを実施し、ご意見を伺ったとこ

ろでございます。 

その中で、医療費の助成など経済的な支援や訪

問・相談などの面では、充実しているとして一定の評

価は得られておりますが、子育て世代の約７割の方

が、遊び場の充実を要望されておりました。 

この強い要望を受け、平成31年度の村政執行方

針には、遊び場の確保など子育て環境の充実を重

点項目に掲げさせていただきました。これを基に、昨



- 10 - 

年４月に保健福祉課を中心とした関係部署による検

討チームを立ち上げ、協議を開始したところでありま

す。 

協議内容としては、既存施設の活用を基本とした

検討を進め、遊具価格や改修費用、そして、ランニン

グコストなどの試算を行いましたが、安全面などを考

慮すると面積や改修費用が予想以上に必要であるこ

とから、既存施設の活用は困難であるという結論に至

りました。 

次に、既存施設に隣接させる形で、遊具施設の新

築を検討しましたが４億円以上、また授乳室やトイレ

などの附属施設も含め、500平米以上の敷地面積が

必要となることから、建設する場所や複合施設も視野

に入れ再検討することといたしました。 

さらには、改修費やランニングコストをより抑えられ

る方法として、役場交流センターを利用し、他の目的

で使用する場合には、移動することのできる遊具の

設置も検討しましたが、新型コロナウイルス感染症の

影響により、一旦検討を現在中断している状況であり

ます。 

以上がこれまでの経過でありますが、今年１月には、

子育て世代の方々からご意見を伺う機会があり、その

中では、設置場所に関するさまざまなご意見や新型

コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、衛生面や安

全面を重要視していただきたいというご意見もいただ

いております。 

さらには、前回の定例会において行政報告で申し

上げましたとおり、来年度より保育所の統合を行う予

定でありますことから、現段階では、統合によって生

じる施設改修を優先せざるを得ないものと考えており

ます。 

いずれにしましても子育て支援は、人口減少対策

や少子化、そして移住定住に繋がるまちづくりの根幹

をなすものでありますので、財政負担も考慮しながら、

慎重かつ前向きに検討を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）：今の答弁ちょっと分

かりづらかったのですけれど、何か所か私の知って

いるのは、まずは、生活改善センターに置こうとした。

いろいろな問題があって、次にスポーツセンターです

か、農村環境改善センターの玄関フロアーに置こうと

した。またなんか問題が起きて、今度は楽楽心の横

に建物を建てて置こうとしたら、その真下に水道管が

入っていて云々というふうに私自身は聞いています。 

多分４億円ってその部分だと思うんですけれども、

あと500平米必要という意味が分からないです。補助

金か何かもらう都合なのですか、500平米必要という

のは。 

ちょっとその辺が分からないんですけれども、まず

話戻りますけれど、生活改善センターになぜつくらな

かったのか、私はあそこが一番適材適所というか、普

段は使ってないですしね、これも私が聞いた話です

よ、ウソかホントかは分かりません。聞いた話によると、

お母さん方から、カビ臭いから嫌だと言われたと。先

日も大きな葬儀があそこでありましたよね、カビ臭か

ったですか。確かにそういうときもあります。ありますけ

れど、そんなことはどうにでもなることではないですか

そんなの。 

あとは電気が必要だと言いますけれど、そのときに

話が出ていたのが、エア遊具を２～３つ置きたいって

いうふうに出てましたね。そのエア遊具をするために

電力が必要だというふうに聞きましたけれど、使わな

いときは電源を切って、萎ませておけば良いだけの

話でね、常時電気を使うのであれば、小さいソーラー

パネルを１個ポンと建ててあげるとそれで出来るので

はないですかそんなの、そのくらいのものだと思いま

すよ、電力なんて。 

何が言いたいかと言うと、やる気になれば何でもで

きるんですよ。カビ臭いのも、説得はできるはずなん

ですそんなの。それで、ほかに事情があったかどうか

は分かりませんけれど、事情があったとして、ではス

ポーツセンターにつくろうとした、また何かいろいろな

問題があって、ああだこうだとなっていますけれど、そ

こで問題を解決しようとしないで、また次のところにい

って、今度はその問題が出ないように建物に４億円も

かけて建てようとした、そんなものはお母さんたちは

望んでいません。はっきり言って。それよりも、明日に

でもすぐ遊べるところをつくってほしいと言っているん

ですよ。 
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議会だよりというものがありますよね。私もインタビ

ュアーとして、３か月に１回か４か月に１回インタビュ

ーしますけれど、そのたびに言われるのが、同じ質問

をするんですよ、どんな方にも決まった質問をします。

そうしたときに、不便なところはなんですかとお母さん

に聞くと、遊ぶところがほしいと言うんですよ。さるふ

つ公園の遊び場に行っても、大した物がないですし、

寒かったら嫌ですし、冬は遊べないしで、結局室内

にあるものを欲しいというんです。 

それを最初に聞いたのが、もう４年か５年ぐらい前

に初めてその情報を聞きました。多分そのときの子ど

もは、もう小学校に入っています。必要ないんですよ

もう。今やらないと、例えば、これがまた２年後３年後

になると、今遊んでいれる子どもは、もう小学校とかに

入ってしまって、そんなもの必要なくなってくるんです

よ。 

お母さんは、今自分の子どもが遊べる子どもです

から遊んであげたいし、ほかのお母さんたちともお話

しもしたいしということなんですよ。だから集える場所

が欲しいんですよ。 

それも含めて、もうちょっと何かやり方があったと思

うんですけれど、今になって保育所が統合するので

予算が出ません、あのときでしたらできたということで

すよ。でなければそんな話が出てきませんから。です

から全然言っていることがつじつまが合わないという

か、やってくださいという要望がこれほど住民から出

ているものをそういった理由で、どんどんどんどんすり

替えていって、結局予算がないからできませんって

住民に言えますか。言えないですよ。 

先ほどの質問の中にもあったように、今のお母さん

たちは地元ではなくてよそから来ているお母さんがた

くさんいるんですよ。だから言うんですよ。地元の人

たちは、元々こういうものだと思っているから言わない。

だけど、よそから来ているお母さんというのは、そうい

うものを見てきているわけですよ、いろいろなものを。 

だから、何で猿払村にこういうものがないんですか

って。あると子どもでも連れて行けますし、私もストレ

ス解消になりますし、ほかのお母さんともお話したい

から。そういう子どもを遊ぶついでに、そのお母さん

たちともお話しがしたいんですと言うんですよ。みん

な口を揃えたように同じことを言いますよ。 

それを、前からもう２回か３回同じ質問をしていると

思うんですけれども、言っているんですけれど、なか

なか伝わらないというのが現状です。 

それも含めて、今私の言ったことに対して何かない

ですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせいただきたいと思います。 

今議員おっしゃるとおり、子育て世代の保護者の

方から非常に要望があるのは、私も重々承知をして

おります。 

その中で、早急にまず、自分自身として考えたの

が、新たなものを建てるのではなくて、まず最初に生

活改善センター、あそこの大ホールを何とか使えない

だろうかということで、前の地域おこし協力隊の方に

頼んで、絵を描いてもらった経過があります。その中

で、いろいろな保育士ですとか保護者の方々にあそ

この図面を見せながら、説明をさせていただきました。

こういう状況でどうですかと。 

ただその中で、意見が出たのが、生活改善センタ

ーは舞台の上のほうにアスベストですとか、それから

湿気ですとか、今議員がおっしゃられたとおりカビで

すとか、いろいろな空調関係も含めて環境が良くない、

もしそこに作ったとしても私は、子供を連れて遊びに

は行かないというようなご意見が多々いただきました

ので、せっかく作ったものを来ていただけなければど

うしようもないので、そこの部分については一回諦め

ました。 

その中で、今度は教育委員会のほうの協力を得な

がら、農村環境改善センター、それこそサロンという

か玄関入って正面のところもいろいろ検討させていた

だきました。そこのところについては、階段があったり、

段差といいますか２～３段階段があったり、それから

円柱が全部コンクリートでできているという状況の中

で、なかなか小さい子どもを遊ばす部分については

ちょっと危険ですねというようなことも含めながら、い

ろいろ種々検討させていただきましたけれども、そこ

の部分についても、だめだねということで一応諦めま

した。その中で、次は楽楽心の横に、共生型の住宅
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の建設も公約として掲げておりますので、そこと隣接

をさせて、子どもたちの遊ぶ場所を建設してはどうか

ということで検討させていただいて、いろいろな積算

をさせていただきました。 

その中で、先ほどの答弁がありましたとおり、まず４

億円以上のお金がかかるという状況の中で、今現状

としては非常に厳しいという判断をさせていただきま

した。 

次にどうするんだという部分で、役場の交流センタ

ーで365日そんなに使っていないよねと、いろいろな

事業ですとか大会ですとかある部分については、日

数的にはそんなに多くないので、固定式の遊具では

なくて、移設式の遊具を設置して使える方向にしてい

けないかという部分で、今その検討で止まっていると

いう状況です。 

このコロナウイルスが今、こういう状況で各部署非

常に忙しい状況でございますので、それを理由にす

るわけではないんですけれども、早急にそこの１つの

最終的な案として役場の交流センター、あそこですと

向かいに和室もありますし、トイレもありますし、いろ

いろな整備も含めて、授乳室ですとかいろいろな整

備もそんなにしなくてもいいので、何とか役場の交流

施設で限定的な使用になるかと思いますけれども、

それを１つの主眼に置きながら話を進めていきたいと

いうふうに思っております。 

議員おっしゃるとおり、よそから来るお母さん方が

非常に多いので、いろいろな都会のほうから来る若

い女性が多いですから、いろいろな話も聞きながら早

急にしっかり進めていけるような形でやっていきたい

と、現に交流センターの部分についても、遊具の取り

扱っている業者を呼んで、いろいろな提案をしていた

だいたり、図面を描いていただいているということも含

めて、今検討をしています。 

なるべく良い形の中で、子どもたち・お母さん方に

も含めて、遊んでいただける環境整備を整えていき

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）：交流センターは、ま

だ新しいというかきれいですよね。ただ、何か違うん

ですよね。 

確かにその要望、さっき言っていたアスベストがあ

るから、じゃあアスベストのあるところで大きな葬儀が

ありましたよね。 

まだ使用している施設ですよね、使用していない

のなら分かりますよ、アスベストがあるから封鎖しまし

た、閉鎖しました、だからあそこではできませんという

なら分かりますけれど、アスベストが何たらかんたらで

はなくて、まだ現在使用している施設ですよね、あそ

こね。なのに、じゃあ何で葬儀のときに貸すんですか、

あそこに、アスベストがあるんですよ。そこではないん

ですよ、アスベストがあってもあのステージの上なん

かは前面にビニール張ってますよね、飛散しないよう

に、そういう対策を練っているわけでしょ。 

それを言っている方々が誰かはもちろん分かりま

せんけれど、何人の方が言っているのかは分かりま

せん。何十人も固まって同じことを言っているのなら

分かりますけれど、アスベストがあるから云々、例えば、

さっき言ったようにカビ臭いから云々という人を、どう

してこういう対策しましたからという説得ができないの

かなという気がします。 

スポーツセンターもそうです。あんな良いところ、全

然何も使わないで置いておくというのも、ものすごくも

ったいない気もしますけれど、あそこだっていろいろ

な諸問題ありますよね、では何でその諸問題をそこで

解決しようとしないのかという疑問なんですよ、そした

らできているはずなんです、とっくの昔に。 

交流センターも良いですよ、良いですけれど、もっ

と何か違うような、全然外れているような気がしてなら

ないんですよ。 

どうして説得をしてくれないのかなと、待ち望んで

いる、そこでも全然良いからというお母さんたちが圧

倒的に多いと思いますよ。アンケートは取っていない

から分かりようがないかもしれないですけれど、そこの

部分なんですよ、もっと考えて下さいと、あんなに言

ったのにねってバッシング受けるかもしれません、そ

れも仕事ですから、受けるのも。 

ただ、コロナウイルス用の対策はさせてもらいまし

たと、１日でも早くつくってくれという要望はたくさんあ

るので、今この状態ですけれども、例えば、今はまだ

こんな少ない遊具ですけれど、これから先もっと増や
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していくように検討しますので、今はこの状態でスタ

ートさせてくださいということが、まず大事だと思いま

すけれどね。どうですか、私の言っていることは違い

ますかね、確かに交流センターでも良いですよ、良

いですけれど、仮にですよ、最初に話の中で出てき

た生活改善センターですと、もっといろいろな活用方

法ができるんですよ。 

交流センターは、ただ遊ばせれば良いという考え

方だというふうに私は聞こえてしょうがないです。つく

れば良いみたいな、批判もなるべく少ないようにつく

れば良いっていうふうにではなくて、本当に必要な人

に必要なものを提供するという部分を一番先に考え

てほしいということなんですよね。 

ですから、どうしても交流センターでやらせてくれと

いうのであれば、それは考えなくもないです。 

ですけれど、私が言っているのは、一番最初に言

った生活改善センターに作るのがベストだと私は今

の時点では思っていますけれども、もう一度、ちゃん

と一から考えてもらえるようなことを検討していただき

たいと思いますけれど、多分村長に言っても答弁は

同じだと思いますけれど、どうですか村長。 

もし何か違うことが考えられるのであれば、言って

いただきたいと思いますけれども。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：実は僕も一番当初、

自分で考えてきたところについては、生活改善センタ

ーの大ホールだというふうに思っていました。 

その中で、年間の使用日数も全部、財政管財係に

調べさせて、このくらいの日数を使いますと。その部

分については、遊具を少しずらせば良いねという状

況の中で進めてきたんですけれども、実際そこに使

っている保育所の保育士、それから子育てのお母さ

ん方、それから子どもたちも含めて、あそこでお遊戯

会ですとかいろいろな形でやるんですけれども、やっ

ぱり環境が良くないと。 

その中で空調も含めて直したり、それから窓の雨

漏りですとか、今極力直していますけれども、いろい

ろな形で手をかけていくと非常に厳しい。 

行政で作るから遊べという形ではなくて、やはり作

る以上は、そこに集ってしっかり遊んでもらえる環境

を作っていかなければならない、ですから、こういう状

況でつくりたいんですけれどどうですかっていうことも

含めて、子育て世代のお母さん方やそこに携わって

いる職員の方々の意見も尊重していかなければなら

ないというふうに考えております。それで最終的には、

生活改善センターという部分については諦めさせて

いただいたというのが現状です。 

その中で、いろいろな形で担当部署も含めながら

検討をしていって、最終的には役場の交流センター

で何とかできないだろうかというような結論に至って、

今のその話を進めているという状況です。 

作る以上は、やはり私たちとしては、そこで楽しく交

流も含めて、子どもたちに遊んでいただきたいという

のが目的ですから、あくまでも行政が作ったからさあ

遊べというようなことではないというふうに考えており

ます。また交流センターの中で、ある一定の方向性

が出たら、子育て世代のお母さん方に、いろいろなご

意見を聞きながら進めていきたいというふうに考えて

おります。 

どういう遊具が必要なのか、それはある程度我々と

しても煮詰めながら、たたき台として提案をさせてい

ただきますけれども、やはり使ってもらう側の立場に

立った中で、進めていきたいというふうに考えており

ます。 

その中で、非常に遅いというような議員のご指摘も

ございますけれども、その部分については、しっかり

と時間をかけないような状況の中で、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）：交流センターに、仮

に遊具を設置したとして、最短でどのぐらいのもので

完成するのかは分かりませんけれども、やっぱり何か

違和感はあるんですね。今までの役場の中のものを

見てきているからかもしれませんけれど、そうではなく

てとやっぱり思うんですよ。 

反対意見のことばかり取り入れるんですね、賛成

意見の話って聞こえてこないのかと思いますけれど。

聞いていると、これ私個人の感想ですけれど、できな

いことしか言っていないんですよ。できないできない

できないできない、では、やってほしいという気持ち
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はどこにいったのかという部分を酌んでほしいなとい

う気がしますね。 

どっちに進んでも障害はあるんですよ、右に行け

ば左が良いという人がいますし、左に行けば右が良

いという人が必ず出てきますから、生活改善センター

がだめという理由は分かりますよ、分かりますけれど、

あそこでも良いという人がいるんですよ。そこをやっ

ぱり考えてもらわないと、どうしても生活改善センター

にしてという意味ではないですよ、ほかにもっと良いと

ころがあればいいですけれど、交流センターかという

ガッカリ感が隠しきれないんですけれど、私はね。 

作るのは作るで良いです、お母さんたちはそれで

来てくれるかもしれませんけれど、役場では行きづら

いという人がいると思いますよ、きっと。 

ではなくて、単独で生活改善センターですとあそこ

に事務局があるところありますから、そこで管理しても

らえるという利点もありますよね。 

確かにいろいろな問題があります。では交流センタ

ーに作って、そこでまた違う問題が出たときにどうする

んですかって。最終的にここに決まりましたからって

言い張るのかと、そこでしたら最初からそれで出来た

のではないかという気もします。 

最後に決めるのは役場側ですから。決めたことは

もうしょうがないですけれど、まだ決まる前ですから言

わしてもらいますけれど、もっと何か違うような気がし

ますね、できないではなくて、できるふうにものを考え

てほしいということなんですよ。私はできることしか言

いませんから、予算のことも一切考えていません。そ

れを考えるのが皆さんですから。 

ただ、住民の要望として伝えなければならないこと

がこれだけあるということで、代表ですからね、言わせ

てもらっているだけで、早くしてくれ早くしてくれという

声ばかり聞こえてきて、私の耳には、あそこではだめ

だよねという声が１つも聞こえてきません。ですからこ

ういう言い方をするんですけれど。 

反対意見もありますよ、何にしたって。ですけれど、

やっぱりもっと最適な方法ってあると思うんです。 

仮に生活改善センターに作ったとしても、何年使

用できるか分かりませんよ、あそこは将来的に建て替

えのとこの部分に入っているわけで、次が多分あそこ

ですよ、でもそれまでの間で使わせてもらうという部

分も含めて、じゃあ次建てるときには、それ専用の部

屋をつくれば良いんですよ。 

それまでの間の繋ぎですというふうにお願いをして、

使わせてもらうということもできますよね。交流センタ

ーでも同じことですけれど、そこなんですよ、改善セ

ンターの中で使っていくと次にできる改善センターの

中にもできるのだと使っている方は思いますよね。 

もういろいろな考え方があります。ですから、これ誰

に聞いても同じだと思うんですけれども、聞くのやめ

ますか、村長に聞いても多分同じ答弁しかこないと思

うので。 

ぜひその辺のことも含めて、どうしても交流センタ

ーでやりたいとなれば、それなりのちゃんとした住民

の説得と納得のいくものをつくっていただきたい、何

か違和感があるということしか私は言えないです。 

最後に何かあるのであれば、村長もだんだん込み

上げてくるものがあると思うので、一言お願いしたいと

思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに、広さからいく

と生活改善センターが一番良いのだろうというふうに

正直僕も心の中では思っています。 

ただ、私が中心となってあそこの部分を当初進め

てきたという状況もありましたので、そういう部分で子

どもたちは使いますから、生活改善センターのトイレ

の改修、それから冬期間の暖房、それから冬期間の

除雪については、消防支署の職員にお願いをすると

いうところまで話をつけていったのですけれども、そ

の中で同じ答弁の繰り返しになりますけれども、利用

されるお母さん方から、全ての方から聞いてはおりま

せんけれども、また保育士の方から、やはり非常に環

境が余り良くないというようなご意見もいろいろいただ

きましたので、そこについては一旦諦めさせていただ

いたという状況の中で、次はという形の中で、先ほど

順番に説明させていただいたとおり検討させていた

だいたという状況です。 

役場の交流センターが100％かというところについ

ては、なかなか厳しいかと思いますけれども、それに

係るいろいろな付属施設がそんなにお金もかけなく
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ても済むような状況になっていますので。役場の交流

センターはお母さん方が役場に来づらいという状況

ではなくて、正面玄関からすぐですから、役場の職員

の目にあまり触れることもなく、すぐ遊んでいけるよう

な、ましてこういう議会と同じようなふかふかなじゅうた

んも敷いておりますので、子どもたちがある程度靴を

脱いでも遊べるような状況にありますので、非常に良

いかなというふうに、今現時点では思っていますけれ

ども、今後ある程度たたき台ができた中で、また議員

さん方としっかり検討を進めていきたい。 

その中で、また保護者の方々ともいろいろな形で

保育所を通して意見交換をさせていただきたいという

ふうに考えておりますので、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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：その辺につきまして

は、今これ何回も同じやりとりしても先に進まないと思

いますので、この辺にしておきますけれども、提案が

出てきた時点でまた改めて検討させていただきたい

と。出てきたものを全て賛成するわけではないですか

ら、だめならだめと言わせていただきたいと思いま

す。 

今日質問させていただきましたけれども、最初の質

問の中の部分で、ポスターですか、それしか記憶に

残らないと思いますけれども、やっていただくというこ

とでお願いをしたいと思いますけれども。 

それと次の質問の中のたくさんありましたけれども、

若者が帰ってこれるような環境をつくってほしいと、商

店街も含めて、いろいろな部分、あとは企業誘致も含

めて、やっていただきたいということもお願いしまし

た。 

あとは床屋の部分も早急に検討していただきたい

と、待っている住民の方もいますから、元々あそこに

あった床屋さんに私もそうでしたけれど、結構な利用

者がいたんですね。ですからどんな形であれ、住民

が使いやすいものをつくっていただきたい、床屋がな

い自治体なんてないですよ、正直言って。 

床屋をやっている人が云々という話ではないです

けれど、せめてそのくらいのことをやっぱり、本当は

行政がかかわらなくたって、個人の事業者の方です

から、勝手にという部分もありますけれど、行政がや

っぱり入り込んでいかなければならないぐらいにもう

衰退してしまっているという部分なんでしょうかね。 

それと最後は、子どもの遊具の部分で、ぜひもう一

度じっくり、最初から練り直した形で住民の意見もしっ

かり聞いて、できない理由ではなくて、できる理由を

考えていただきたいと思いますので、検討をお願いし

たいと思います。 

ということで終わりたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 

暫時休憩いたします。 

11時まで。 


