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令和２年 第４回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和２年 １２ 月 ９ 日（水曜日）第１号 

 

○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。 

まず最初に、持続可能な地域に必要な要素につ

いてお伺いします。 

全世界で未曾有の猛威を振るっている新型コロナ

ウイルス感染症の影響は、日本にも様々な影響を与

えており、いまだに収束の兆しが見えていません。収

束の兆しが見えてきたとしても、経済の回復は数年を

要すると言われています。 

本村も例外ではなく、あらゆる分野での影響が現

れており、事業計画も見直しが図られています。 

この停滞期間は、将来の新型コロナウイルス感染

症の収束を見据えての準備期間と捉え、あらゆる分

野の事業計画の再考を行うべきと考えます。 

将来も継続的に発展できる持続可能な地域をつく

り出すために、どのような施策が可能なのか。その中

でも、今後、検討すべき施策の１つに移住定住促進

事業が現在推進されていますが、漠然とした事業計

画ではなく、１つのものに特化した内容でなければ、

魅力あるものにならないと考えます。 

本村も、ほかにはない魅力のある地域資源をつくり

出すことで、移住定住を考えている方々に、情報発

信できるものと考えます。 

移住者が、移住先に決定する要素はいくつかあり

ますが、 

１．情報発信。 

２．雇用創出・就労支援。 

３．人材育成・活用。 

４．住宅整備。 

５．子育て支援。 

等は、現在も本村で進められている事業計画であ

ります。 

この５つの項目のうち１つでも特化したものがあれ

ば、移住定住者の決定事項になるものです。 

その結果、新規移住者と同時に、ＵＪＩターン者も増

加するものと考えます。 

これを機に、本村の今後の事業計画を考慮すべき

と考えますが、村としての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と思います。 

持続可能な地域に必要な要素につきましては、移

住者に限らず、私も議員のおっしゃる５つの要素が大

変重要であるというふうに認識をしております。 

そのことを踏まえ、村では、例で申し上げますが、

就学支援事業及び奨学金償還事業、子育てナビ事

業、キッズサポート事業、通院支援タクシー事業、産

業振興住宅事業などの取り組みを現在行っておりま

す。 

また移住対策として、体験事業など、いろいろな取

り組みをしてきたところでありますが、このコロナ禍の

状況を踏まえますと、来年度の事業展開は、極めて

厳しい状況と言わざるを得ないと考えております。 

しかしながら、この期間を逆にチャンスと捉え、私と

しましても、まだ始めたばかりの事業もありますので、

まず、事業の展開に当たっては、しっかりと情報発信

を行い、また事業効果の検証をしながら、議員のおっ

しゃるご意見も含め、持続可能な地域、魅力ある村づ

くりのため、事業計画等について、今後もしっかりと検

討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、村長の答弁の中

に、様々な項目が出てきましたけれども、今までの事

業が決して無駄なものだったですとか、ダメなもので

あったとかという意味で、私が今日質問をしているわ
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けではありません。 

やってきたことが正しいかどうかは、これから結果

が出てくることなので、よく分かりませんけれども、や

ってきたことは良いことだと私は思っています。実際

に、その予算については、議会でも承認されてきた

わけですから、やってきたことに何だかんだ言う必要

はないと思っています。 

ただ、村長の答弁の中にもあったように、今、世界

中というか日本中が新型コロナウイルスで、みんな気

持ちも疲弊してしまっていると。その中で、来年度の

事業の予算を考えろといっても、なかなか出てこない

というのが現状だと思います。 

それは、一般の住民の方も同じだと思うので、もう

何でもコロナコロナと言って、気持ちがだんだん荒ん

でくるようなことは言いたくないという気持ちは私もあり

ますので、ぜひ、今、村長が答弁の中で言ったように、

これを良いチャンスと捉えて、この停滞している時間

に、コロナが収束してきたときに、村として何をするべ

きかということを考えていただく時期にしていただきた

いということで、こういう５項目も引っ張り出して、いろ

いろ用意をしてきたのですけれども、これほかの自治

体でもやっていることは同じだと思うのですよ。同じだ

と思うのですけれども、では実際に、例えば都市部の

方が、夏も涼しいし北海道も良いよねというご家族で

すとか、個人の方がいたとしたら、例えばサテライトオ

フィス、それとも、ほんとに移住をして、こっちからテレ

ワークで仕事してもいいやですとか、ほんとに田舎に

住もうとかって考える人たちが、その人たちの気持ち

になったときに、何を選ぶかと考えたら、例えば、この

子を自然の中で伸び伸び育てたいというのであれば、

子育てに力を入れている自治体を選ぶでしょうし、も

しくはこっちでほんとに本腰をいれて転職を考えるの

であれば、転職に力を入れている、住むところもちゃ

んとあるし、環境も良いしというところを選ぶと思うん

ですよ。 

ですから、来る人の気持ちを考えたときに、どこを

選ぶかといったら、やっぱり自分の理想の自治体、自

分の理想を叶えられる自治体を選ぶと思うんです。 

そのことを私は伝えたくて、この長い文章にしたの

ですけれども、そこで、猿払村に何があるとかという部

分をこれから一緒に考えていこうかという気持ちで、こ

の一般質問を書きました。 

実はこれ、３月までとっておこうと思ったんですけれ

ども、なかなか一般質問者がいないということで、急

遽作成して、まとまりのない内容になっていますけれ

ども、大雑把に言うとそういう内容です。 

ですから、今ここで、じゃあ猿払村は子育てでいき

ますよという答弁をもらおうとして言っているわけでは

ないですから、その辺は、勘違いをしないでいただき

たいと思います。 

先ほど村長が言ったように、コロナ禍で何をやって

きたかと考えたときに、その中の１つに、今までやって

きたことを踏み台にして、次なにかをしようか、もしく

は全く新しい考えでやっていこうといったときに、私の

提案の一つなのですけれど、猿払村の拓心中学校

の子どもたちに、いろいろな事業の中でも聞いてみ

たら良いと思うのですよ。 

子どもたちの発想というのは、素晴らしいものがあ

って、昔ここで、こども議会をやったときにも、保育所

のエアコンがないと言って、すぐエアコンが設置され

たという。じゃあ議員いらないんじゃないかという感じ

もしましたけれども、そういう切実な考えなのですよ。

ストレートにきますから。私たちみたいに、凝り固まっ

た頭の中で考えるよりも、スパーンって物事が返って

きますから。 

私はそういうことを取り上げて、もちろんそればかり

取り上げてしまうと、議会としてもちょっと面子が立た

ないのですけれど、提案の１つとして、ちょっとやって

いただきたいなという気もします。 

もうこれは村が一丸となって、いろいろなことを考え

ていかなければならないので、もちろん学生もそうで

すけれど、職員の皆さん、議会もそうです。みんな一

緒になって、コロナ禍が収まってきたとき、これはもう

いつになるか分かりませんよ。分かりませんけれども、

いつか必ずどこかで、収束に向かっていくはずなの

ですよ。今はまだ見えてませんけれども、そういうこと

で考えると、今、この時期に一丸となって考えていか

なければ、本気に考えていかなかったらだめだと思

います。 

今、報道の中でもいろいろやってますけれども、国



- 3 - 

の寄付金の使い道が云々とやってますよね。なんか

いろいろと揉めているところもあるようですけれど、あ

れは別に、ほかの自治体のことですから言う必要は

ないですけれども、そうではなくて、我々だって国の

寄付金を使う権利はあるわけですよ。 

１兆５千億円追加で可決される見込みだという話を

聞きましたけれども、その部分もいろいろ活用して、

せっかく使ってくれって言っているものを使わない手

はないですから、それも、前の一般質問でも言いまし

たけれども、職員の皆さんの作文力にかかっている

のではないかという気はします。もしくはその予算を

どう使うかという部分に関しても、さっき言ったように、

みんなで一丸となって考えていきましょうということで

す。 

ひとつこれ、一般質問を作っている中で、どうした

のかなというものがあったので聞いていきたいと思い

ますけれども、一つは、１番目の情報発信という部分

で、前回の一般質問でポスターの話をしましたよね。 

今すぐにでもできるという答弁を村長からいただき

ましたけれど、ちなみにあれは、どんなふうになった

のかというも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）：まず１点目の拓心中

学校の生徒からいろいろなご意見をいただいたらどう

かという部分につきましては、これは教育委員会と相

談をしまして、前回のこども議会というか、学童の人た

ちに議場に来ていただいて、いろいろなご意見をい

ただいたと。それが実現に向かったというところもあり

ますので、今後時間が取れれば、拓心中学校の生徒

からいろいろなご意見をこれからの子どもたち、大人

になって村を支えていく子どもたちですから、いろい

ろなご意見をいただく場を設けていきたいというふう

に思っております。 

それと、ポスターの件でございます。早急に東京都

の港区、私の前回の発言で港区ですとか、いろいろ

なところにお願いをして、掲示をしていただくことは可

能ではないかなという答弁をさせていただいたと思い

ます。 

一応、港区につきましては、移住定住、それからふ

るさと納税というところについては、勘弁していただき

たいというようなお話もいただきましたので、その部分

についてはちょっと残念だったなというふうに思いま

す。 

また１つの方法として、やっぱり情報発信というとこ

ろが一番大事だというふうに思っております。 

ポスター掲示の部分については、担当課のほうで

相談していただいておりますけれども、厳しい状況な

のですけれども、最悪、一つの方法として、お金はか

かりますけれども、浅草にある地域のいろいろな橋の

場所がありますので、ああいうところも含めてどうなの

かなというところで、検討していただきたいということを

担当課のほうに指示をしておりますので、その部分に

ついては、議員からのご提案をいただきました部分

につきましては、鋭意努力をしておりますので、まだ

ちょっと実にはなっておりませんけれども、鋭意努力

をして、前向きに検討していきたいというふうに、今作

業を進めている最中でございますので、ご理解をい

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）：そのポスターの件で

すけれども、言っていることは分かります。分かります

けれど、まず作っておくということじゃないかと思うん

ですよね。 

場所は私も思ってましたけれど、港区に貼ってくれ

と言っても、港区は人口を流出させるわけにはいかな

いですから、それはなかなか難しいものがあるのでは

ないかという部分で、公共の施設ではなくても、今、

村長が言ったようにお金はかかるかもしれませんけれ

ども、大したものではないですよ、かかったって。 

そういうところに掲示をするというふうに私ははじめ

からそう思っていたんですけれども、港区という話が

出てきたので、貼っていただけるなと思っていたので

すけれど、多分無理だろうなという感じはしていまし

た。 

それはそうと、ポスターを作っておくという部分であ

れば、今はできることですので、とりあえず今できるこ

とをやっていったら良いのではないかなという一つの

提案ですけれども、たかがポスターといいますけれど

も、多分貼る場所によっては、今はこういう時期です

ので、見る人はものすごい数の人が見ていくのでは
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ないかなと思っています。ぜひ検討していただきたい

と思っています。 

あとは、情報発信という部分で、移住定住ツアーで

すとか、いろいろな部分を何年もやってますよね。そ

れも少しずつ形態は変わってきてますけれどもやっ

ていると。 

継続することは、私は悪いことではないと思うので、

続けていただきたいと思いますけれども、このコロナ

によって、社会全体がいろいろな部分が変化していく

と思うのですよ。私自身は、多分、元のように完璧に

は戻らないというふうな感じがしています。 

それを見据えて、どうせ続けるのであれば、その形

態もいろいろ変えながら考えていったほうが良いので

はないかなと。いろいろなパターンもありますし、それ

もやっぱり職員の方がいろいろ頭を使って、来年度

会計でまた実施するのであれば、こんな感じが良い

のではないか、またはこんな感じが良いのではない

かという部分を議会のほうにも示しいただければ、私

たちも一緒になって考えられるのではないかなという

ふうに思っています。 

突然ポンと出てくるものですから、そんなものに金

をかけるものではないというふうな意見も出てくると思

うので、一つずつ、こつこつと事業をつくっていきた

いなと私自身も思っていますので、その辺のこともお

願いしたいなと思っております。 

あとは、情報発信の部分で、もう一つですけれども、

ほかの自治体では、ウェブサイトを使っていろいろな

ことをやっています。うちもホームページは持ってい

ますけれども、更新はしています。更新はしています

けれども、なかなかパッと目につくようなものがないと。

ほかの自治体もそうなんですけれどね。大体のところ

は。 

ただ、その中で、私もいろいろなものを見てますけ

れど、ユーチューブとか見てますけれど、すごく注目

を浴びる自治体がたまにポーンと出てくるんですよね。

ものすごい数の人が見ているという部分で、その辺の

アイデアも職員の方にできる方がいないのであれば、

地域おこし協力隊の方にお願いをするですとか、い

ろいろな部分を使って、変わったことをやってみたら

おもしろいのではないかと思うんですよね。今はそう

いう時代ですので、若者もたくさん見ていると思うの

で、おもしろいかなと思います。 

それともう１つは、これ漁組さんもそうなのですけれ

ど、昔いろいろなことがあって、例えば、テレビの取材

が来たときに、変な番組はだめですよ。おもしろおか

しくやる番組はだめですけれど、一律にかたくなに取

材を拒否するという部分が、私もよく分かっています

けれども、そういう風潮が、昔痛い思いをしたという部

分もありますけれども、それをもうちょっと緩和してもら

って、例えば、猿払村をPRしたいと言ってテレビ局に

頼んだら何百万円、下手すると１千万円単位のお金

がかかるものが、向こうから撮らせてくださいと来るわ

けですから、これはもう素晴らしいことだと私は思うん

ですね。 

ただ、いくら良いこと言ってもつまみ出されて、そっ

ちのほうにもっていかれるという部分があるので、そ

れは気を付けなければならないですけれど、もし、こ

れ良いのではないかと思うものがあったら、猿払村は

平均所得ランキングが上位に上がったという部分もあ

って、注目を浴びて、いろいろなところから取材がき

たという部分がありますけれど、昨年は９位ですか、

多分今年の分が来年出ますけれど、もっとグンと落ち

ると思うんですよ。平均所得に関してはね。それでも

やっぱり注目を浴びていますから、これをチャンスと

捉えて、せっかくただでやってくれるのであればとい

う気が私はしておりますので、その辺をちょっと難しい

ところはありますけれども、考えてもらっても良いので

はないかなと。 

役場がそういう姿勢を取ると、ほかの民間の企業も

それについていくのではないかなという気もしますけ

れども、その辺も検討していただければと思っていま

す。 

あと、今ちょっと言いますけれど、地域おこし協力

隊の部分で、人材育成とか活用という部分で、今、数

名の方が来ていますけれども、今後、まだこれから募

集をかける意思があるのかどうかというのを一つお聞

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）：まず最初に、ポスタ

ーの関係で、ちょっと答弁が漏れていたのですけれ
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ども、検討はしています。 

それで、今、議員から提案があったとおり作って、

猿払村に移住定住しませんかではなくて、やはり、ど

ういう目的で来てくださるかというところ、きちんと村と

して方向性を出してポスターを作らないと、なかなか

アピールに欠けるなというところで、今、担当課のほう

で煮詰めているというところで、ご理解をいただきた

いというふうに思っております。 

それから、地域おこし協力隊の今後の募集につい

ては、今、２名募集をかけているということでございま

す。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ポスターのほうは、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

パッと見て、注目を浴びるものがあれば、あとは、

今はスマホでQRコードを読み取れば全部出てきます

から、それでも良いと思うんですけれども、お願いを

したいと思います。 

地域おこし協力隊２名ですか、これはどの部分に

配属というか、据え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）：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。 

10月から施設園芸ということで、今、実際に葉物野

菜の栽培を行っているところなのですが、まだ地域お

こし協力隊の人数が足りないということで、２人の募集

をかけております。 

いろいろと興味を示して、問い合わせもあるのです

が、実際には、まだ応募をしている段階でございます

が、その辺が年明けを含めて募集をして、とりあえず

２名ということで、募集をしているところでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、阿部課長から答

弁いただきましたが、ということは施設園芸の部分に

関しては、合計４名になるということで間違いないで

すね。分かりました。その部分で、今現在２名ですけ

れども、あれではちょっと手薄かなという気はしていた

ので、４名ということで。 

ただ、どうしても我々からすると、よその方がいきな

り地域おこし協力隊で来て、やったことあるのかどうか

は別ですけれど、その施設園芸という部分で別です

けれど、やっぱり地元の人間というか、もっと分かった

人間、いろいろな公共の方も来て手伝いですとか、ア

ドバイスをしてくれると思うのですけれども、もちろん

それは仕事で来ているわけではないので、本当に心

配して来てくれている部分がたくさんあると聞きました

けれど、来てくれるうちは別にいいんですけれど、そ

うではなくて、その４人だけになったときに、すごい不

安だなという気はするんですよ。 

確かに研修はしてきたかもしれませんけれども、わ

ずかの期間でしょ。もう２年も３年もそれをやってきて、

こっちに来てやりますというのであれば、任せられる

のかもしれないけれど、別にこれ批判しているわけで

はないですよ。心配だなという部分で、うまくいってほ

しいので、その辺も含めて、どこかにもうちょっと研修

に行ってもらうですとか、ほかの部分を見てもらうです

とか、いろいろな世界を見てもらうという部分も大切か

なと。 

人材育成という部分で、地域おこし協力隊の方も

育てていかなければならないという部分があるので、

どうせならもうずっと居てほしいので、３年終わったあ

とにでも継続して居てくれるくらいのものになってほし

いので、それがやっぱり施設園芸を成功する鍵だと

思うんですよね。最後は人ですから、その部分も含め

て、地域おこし協力隊の方に、もうちょっと育成という

部分で、どんな方法があるかは、今は言えませんけ

れども、考えてあげたら良いのではないかなという気

もしています。 

ただ働け働けみたいな感じで、これさえやればい

いんだという感じではなくて、本当にやろうという気持

ちになってもらって、終わったあとでも、自分たちでも

やりたいですというぐらいのものに育て上げてほしい

なという気はしますので、この地域おこし協力隊の話

を出させていただきましたけれども、そんな感じがし

て、せっかく来ていただいたので、残る方もいますけ

れども、大体３年経ったら行ってしまうので、ぜひ残っ

てほしいなという気がしています。 

特殊な仕事ですから、あの施設園芸というのはね。
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そういう感じで考えていますので、検討していただけ

ればなと思っております。 

それからもう一つ、この部分の質問で、空き家、住

宅整備なのですけれども、この空き家バンクも前の一

般質問で確かしましたね。しましたけれども、空き家

対策という部分で、いまだに猿払村に空き家がないと

いうふうな感じがしてますけれども、やっぱりそうなん

ですかね。 

その部分で、どのように考えているのか、これ移住

定住を進めていくときに、先ほど言ったポスターを見

て、来たいと思ったときに、住むところありますかと問

い合わせが来たときに、ないって言えないでしょう。だ

からせめて、少しでも空き家という部分を準備すると

いうことが大切だと思うんですけれどね。 

ただ、空き家にして置いておけば金もかかるしとい

う人もいますけれど、それがないと何も事業が進めら

れないという気がするんですけれども、それに関して、

空き家に関しては、今どんな状況になっているかとい

うのをお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：中山総務課長。 

○総務課長（中山誠君・登壇）：お答えいたします。 

空き家バンクの登録というところでいきますと、今の

ところ１件相談があった経過はあったのですけれど、

空き家の登録まで至らない案件であったということで、

残念ながらその部分は登録に至らず、今のところは、

登録はゼロということになっております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：空き家バンクの登録

はゼロですけれども、例えばさっき言ったように、役場

に、住むところありますかという問い合わせがあった

場合に、何と答えるのかという部分を知りたかったの

ですけれどもいかがですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに、移住定住と

いうところで一番苦慮しているのが、今、総務課長が

話しましたとおり、空き家がない。空いたなという情報

を得ると、民間の方々にすぐお話をされて、お互い個

人同士で売却をされてしまうというところがほとんどで、

空き家がないというのは、ほんとは嬉しいことなのでし

ょうけれども、移住定住に関しては、議員おっしゃると

おり、一番重要なのは情報発信というところもそうなん

ですけれども、まず、住宅と就労の場なのですよね。 

ですから、ここをセットにして、やっぱり進めていか

なければならないというところが大変苦慮しておりまし

て、まず来ていただくところについては、今、空き家

の公営住宅があれば、公営住宅を利用させていただ

きながらというところを現状として考えておりますけれ

ども、今、議員のおっしゃられたとおり、何とかいつで

も来れるような体制というか、住宅も１軒２軒は、ある

程度確保していきたいなという気持ちはありますが、

なかなかないというのが現状なので、今のところは、

公営住宅の空き家というところ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）：確かに、猿払村は特

殊だといえば特殊なのですけれども、ほかの自治体

はどこへ行ったって、空き家で困っているぐらい空き

家がありますから、ただ、空き家があって困るというの

は、役場側の考えなんですね。言ってみれば。こちら

側の考えであって、来る人にとっては、空き家すらな

いのかということなのですよ。 

どこに行っても空き家に困っているところがたくさん

ある中で、空き家がないというのは、どういうことなん

だと逆に不思議になると思うんですよね。それが良い

ことか悪いことかというのは、捉え方によって違います

から、空き家がなくて良かったというのは、金がかから

なくて良かった、防犯の面でも良かったという部分で

良いというだけの話であって、ほかの部分に関しては、

空き家すらないのかという話になってきちゃうんです

よ。反対側から見ると。 

その部分で、１つや２つ用意してほしいと、どうして

もというのであれば、今言ったように公営住宅に住ん

でいただくという考え方もありますけれど、もし、将来

的に空き家が出たときに、住んでいただく、もしくは貸

し出すという部分になると思うのですけれども、そのと

きに、どんな形で貸し出すのかというのを、今決まっ

ているのかどうか私は分かりませんけれど、例えば、

数年間移住していただけるのであれば、数年間その

部分の何パーセントかを助成しますよですとか、何と

かという部分も私は考えてあげても良いのではないか
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なという気がして、それがさっき言ったように、特化し

ているという部分であって、ただ貸します、借りてくだ

さいではなくて、こういうものがありますけれども、ここ

に住んでいただいた場合には、数年間何％を村とし

て助成をしますという部分を打ち出してあげると、来る

方も来やすいのではないかなと思うんですけれども、

今はそういう制度というのはないですよね。 

その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：今のご質問にご答

弁させていただきたいと思います。 

今、村の制度として、空き家を含めて、移住した場

合について、何％助成するですとか、いろいろな部

分については、現状では今、制度としては持っており

ません。 

しかしながら、今後も議員のおっしゃる部分もありま

すし、やはり移住政策には、少し必要な部分もありま

すので、どのような方法が良いのかを含めて、少し検

討してみ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）：移住者が来る来ない

は別にしても、やはりそういうものというのは準備して

おくというのが大切だと思います。それによって、機を

逃すという部分もありますので、そういう予測をしなが

らやっていただきたいと思います。 

特に、猿払村も田舎ですけれど、地方の田舎とい

うのは、よそから来る人を受け入れないという風潮が

今はあるかどうか分かりませんけれど、昔からあった

んですよね。よそから来るものをよそ者みたいな扱い

をされている部分が昔はあったので、それが引きずら

れている部分もあるのかもしれませんけれども、今は

もうそういう時代ではないですから、ほんとにもうオー

プンにしてあげないと来る方も来づらいのではないか

なというふうに思っていますので、やっぱりその辺もウ

ェルカムでやっていただきたいという気はしていま

す。 

移住の分に関しては、それで分かりました。 

あと最後に一つ、子育て支援という部分で、これも

何度も言ってきたから、また村長が困るかもしれませ

んけれども、例の大型遊具ですね。 

あれが二転三転していますけれども、その二転三

転した部分で止まっているのか、それとも少しずつ進

んでいるのかという部分をお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前回ご答弁申し上げ

たとおりですね、あれからまだ、話の進展はないとい

う状況の中で、来年度に向けて、これから担当課も含

めながら、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）：以前の一般質問の中

でも、じっくり質問させていただいたのですけれども、

行政側としてもいろいろな考えがあるので、そうなっ

ていったのではないかと思うんですけれども、ただ、

行政側の意見を押し付けるのではなくて、使う方です

よ。小さい子どもがいるお母さん、お父さんたちが作

ってほしいんだよねと言っているのものを、役所の中

でぐるぐるぐるぐるかき回しているというか、二転三転

してしまっているという部分が見受けられるので、住

民にとってみると、これはもう驚きの連続ですよ。 

私もちょっと聞きましたけれど、前に作ってくれると

言ったのにねって。言ったんですけれども、いろいろ

こういう事情があって、こっちになって、またそこで変

わってあっちになってと言ったら、がっかりしてました

けれど。そのうちに、そのお子さんは、もう遊具で遊

ばない年齢になってしまうんですよ。 

それがもう、私が最初に質問したのは、結構何年も

前になると思うのですけれども、そのころのお子さん

は、もうとっくに小学校に上がって、３年生か４年生く

らいになっていますから。今欲しいのですよ、今言っ

ているお母さん、お父さんというのは。今欲しいから

言っているのであって、３年経ったらできるですと、じ

ゃあいいやってなってしまうのですよ。 

やっぱり、がっかりさせたくないという部分もあるの

で、進めれるのであれば進んでいただきたいですし、

規模は小さくてもいいから、最初はここから始めさせ

てくださいという意思を住民に示してほしいんですよ

ね。困惑してますから。 

やるって１回言ったものが何でそうなってしまうんだ
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というふうになってしまうので、はっきりやると言ったわ

けではないかもしれないですけれども、住民としては、

そういうふうに捉えています。 

私も、一般質問をして答弁をされた部分に関して

は、こういう答えが返ってきたというのを、その方たち

にはお答えしているので、だから期待してしまうんで

すよ。検討しますというのは、一般住民はやるという、

私にとってはやらないですけれど、一般住民にとって

検討するというのは、やるという意味なんです。 

そういうふうに捉えられちゃったという部分もあるの

ですけれど、今、良い機会なので、こういう機会にじ

っくりと、どうしたらできるかという部分を考えていただ

きたいと思いますけれども、それに関して答弁いただ

けますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：作る場所、使ってい

ただける場所というところが二転三転してしまったとい

うところについては、大変申し訳ないというふうに思っ

ております。 

ただ、私たちも、子どもたちのことを考えて、どうい

うふうにしたら喜んで使ってもらえるか、その環境も含

めて、どうしたらいいかというところも含めながら、各関

係部署と連携を組みながら相談をしてきたと。 

当初は、楽楽心の横に新設で建てていきたいなと

いうところも考えておりましたけれども、どうしても金額

的な部分で高額になってしまうと。それから、生活改

善センターの大ホールを利用する。それからスポー

ツセンターの休憩場所といいますか、あそこのところ

を利用する。それから今度、役場の交流センターを

利用するという形の中で、子どもたちの環境、それか

ら安全性を考えて、どうしても二転三転してしまったと

いうところについては、申し訳ないと思っておりますけ

れども、その中で、しっかりと使っていただけるような

状況の中で、引き続き、早急に検討を、今コロナ禍の

関係でいろいろありますけれども、しっかりと皆さん方

の要望に応えれるような、全て応えられるわけではご

ざいませんけれども、極力応えられるような状況の中

で、しっかりと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）：この子育てに関して

言うと、現在は、子育てというのは役所の施策の王道

ですから、いろはのいと言ってもいいくらい、今は子

育てが一番にこなければならない自治体になってい

かなければならないという時代になってきますので、

この辺がやっぱりしっかりしていかないと、役場の住

民サービスの低下と思われることもあるので、我々議

員だって、こういうふうに提案したからには、やっぱり

それを実施してほしいわけですから、それも含めて、

どうすればできるかというのを検討していただいて、

できるのであれば、３月の本予算に盛り込んでいただ

きたいというふうに思っております。 

この話をやってしまうと終わらないので、次の質問

に移りたいと思います。 

持続可能な地域に必要な要素に、本村で暮らす

住民が満足できる住民サービスをどのように提供する

かによって、村外への転出を鈍化させることが可能と

考えます。 

これには、行政にしかできない事業と民間が行う事

業があり、特に、民間の事業者は、後継者不足を理

由に廃業を決めた業種があります。特に、商工関連

の事業が、わずかな期間内で消滅した経緯がありま

す。 

その中でも、以前の一般質問でも触れた理髪店の

案件ですが、理髪店は、住民には必要不可欠なもの

であり、地域づくりには欠かせないものであります。 

以前の答弁では、多機能施設への設置の検討を

促していましたが、その計画の検討をしたのか。した

のであれば、どのような課題があり、どのような内容に

なってい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。 

一昨年に、村内唯一の理髪店が撤退するというこ

とを受け、村内の高齢者が集まる場所、サロンですと

か機能訓練教室などに私がお伺いをし、述べで83名

の方から、アンケート形式で、理髪店に関する聞き取

りを行いました。 

その結果、鬼志別の理髪店を利用している方が、

約１割の８名いたほか、全体の54%の方が、村外の理
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美容店を利用していることが分かりました。 

これを受けまして、地域包括ケアシステムの観点か

ら、宗谷総合振興局と協議をしたところ、局内で営業

しております理髪店の活用についての提案があり、ま

た店主の方も受け入れが可能とのことでありましたの

で、昨年の第２回定例会にて、既存の通院支援サー

ビスに理髪店利用を加えるため、福祉輸送事業条例

の一部改正を決議いただき、昨年８月から移動支援

サービスを開始したところであります。 

しかしながら、現段階での利用者が皆無であります

ので、その理由について、今後、聞き取りを行うなど

して、検討していきたいというふうに考えております。 

また地元の理髪店を利用していた高齢者の一部

に関しては、村が、村内の美容師と契約をし、実施し

ております訪問理美容サービス事業により、理髪を行

っている状況もあります。 

この事業は、介護予防生活支援事業となっている

ことから、この事業とは別に、対象範囲などの拡充に

ついて、今後、協議・検討していきたいというふうに考

えております。 

また前回の第３回定例会における私の答弁の中で、

理容師免許を持っている地域おこし協力隊員の募集

についての発言をもって、検討してまいりましたが、

毎日、理髪業務があるわけではないので、平常業務

と理髪業務との兼ね合いや任期切れ後の開業なども

含め、意欲のある事業者の掘り起こしと商業振興事

業を活用した支援をセットで、進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

さらには、近隣の市や町から、前回の吉本さんのよ

うに、数日でも来ていただけるような理容師がおりまし

たら、公共施設の一部をお貸しして、営業をしていた

だいても良いのではないかというふうに考えておりま

す。 

ただ、これにはですね、公共施設の一部というとこ

ろがありますので、シャンプー代ですとか、カット椅子

を設置するといった設備投資をするということではなく

て、逆訪問利用的に、そこの施設にお客さんが来て

いただいて、理髪をしていただくという限られたサー

ビス内容でございますけれども、そのようなことも視野

に入れながら、今後、検討を進めていきたいというふ

うに思っております。 

それと、楽楽心に、将来的に設置をしたいというと

ころについては、共生型住宅の建設を目指してきた

ところでありますけれども、将来的に、それが叶って

共生型住宅が建設できるような状況になりましたら、

そこのところに、一室大きな設備投資をするような形

ではなくて、ある程度の個室を設けて、そこで理髪を

していただけるような体制をとりたいなというふうな形

の気持ちは、私は思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：これも、以前の一般

質問でもいろいろやり取りはしましたけれども、まず一

つ言いたいのは、高齢者をメインに考える理髪店で

あれば、私は必要ないというふうに思っています。 

もう一つは、言わせていただくと、宗谷総合振興局

に昨年８月から開始していますが、これはいないです

よ。それはない。あのお金を払って、行こうとは思いま

せん。しかも高齢者の方がね。それは仕方ないです。

一応そういう道をつくっておかなければならないとい

う部分もありますから、それはそれで別にいいんです。

いいんですけれど、私が言いたいのは、どこに作って

もいいんです。 

ただ、ちゃんとした理髪店を作ってほしいということ

です。誰でも行ける。気軽に行ける。もし近隣の自治

体から来る方がいればと言いますけれどいます。もち

ろん通いになります。元の方みたいに通いになります

けれど、行ってもいいよと。これ言いますけれど、隣の

稚内市の方ですけれど、行ってもいいよと言っていま

す。それも、夏くらいから言っています。 

最初は、言ってしまうとお母さんだったのですけれ

ど、お母さんが札幌に今いるので、私が行くと。 

ただし、ちゃんと設備は作ってほしいと。この設備

なんて知れてますからと言っていました。ほんとに。

珍しいですけれど、村として、その設備をして、１つ２

つでも作っておいて、ちゃんと子どもから高齢者まで

誰でも気兼ねなく、もちろん予約制になってしまいま

すけれど、来ていただけるのであれば、いつでも行き

ますと言っていました。冬でも夏でも。こういう話を伺

っています。 
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それを踏まえて、これから検討していただきたいの

ですけれども、私が言いたいのは、ちゃんとした理髪

店を作ってほしいと。元の方がいたところも私は通っ

ていましたから、こっちに来なくなっても、稚内の店に

私は行ってましたよ。 

ただ、その方が入院してしまったので、行けなくな

って、今のところになったのですけれども、そういう経

緯があるので、そのときも元の方に、私、いろいろ話

を聞きました。水道代高いんだよねとか何とかと言っ

て、いろいろ交渉しましたけれども、結局、地元の人

間ではないので、水道代が安くならなかったという経

緯があったくらいで、そんな話も聞いています。 

大体、理髪店がないところなんかないんですよ。よ

くよく考えてみてもこの辺にはね。それがまず、いか

がなものかという気がしてならないんです。 

そして、高齢者に特化したものではなくて、誰でも

気軽に普通に行けるように、何曜日になったらあそこ

やっているからというものを作っていただきたい。 

ただ、その方にとっては、いろいろな事情があって、

これからお金がかかるんだというふうな話もしていまし

たから、設備はできないと。ただ、設備さえちゃんと整

えてくれたら、ほんとに通いますというふうな話をね、

私、今これ初めて言ったのですけれども、そういう話

をしていますので、その辺は、今後これから、検討し

ていただければいいなというふうに思っております。 

理髪店のことが言いたくて、この長い文章を作った

のですけれども、ぜひ検討していただけるかという部

分だけを答弁いただければと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：相反する答弁になっ

てしまうかも分かりませんけれども、やはり、公で、役

場で理髪店を設置するというところについては、私は

今のところは考えておりません。 

できれば、村の今ある条例の中で、商業振興条例

等あります。150万円ですかね。その中で、できれば、

自分からの持ち出しもあるかもしれませんけれども、

こちらのほうに来ていただいて、理髪店を開業してい

ただきたいというふうに思っております。 

美容室も当然あります。これからいろいろな開業を

するときに、では行政で賄って、店も店舗も作ってく

れるのかというところもあります。そういうことを踏まえ

ると、やはり、議員のお知り合いの方にそういうような

形で、できれば、先ほど言った訪問理美容みたいな

形の中で、床屋さんと言わせてもらいますけれども、

床屋さんですと顔剃りですとか、いろいろな免許をお

持ちでしょうから、できればこういう普通の椅子に座っ

て、そこでカットをしていただいて、髭や襟足、産毛を

剃っていただいてというような状況の中でやっていた

だければ、いろいろな施設もお貸しできるのかなと。

そして、そこで料金を取っていただけるのかなという

ふうに思っております。 

その中で、保健所への届け出がいるかいらないか

は分かりませんけれども、その辺は、これからその方

をもし紹介をしていただいて、お話をさせていただけ

るのであれば、月に数回でも、こういう形で村としては、

来ていただきたいのですけれども可能かどうかという

ところで、もしご紹介をいただければ、そういうお話を

させていただきたいというふうに思っております。 

また答弁が先に戻ってしまいますけれども、行政で

理容室を作るというところについては、私は今のとこ

ろ考えていないというところでございます。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：極端な話をすると、

行政がそういうものを作って、その方に来てもらうとい

う考えだと、それはできないです。 

ではなくて、ここの地域には床屋がないんだと。床

屋がないから、床屋を作っておくので、やりたい方が

いれば、ぜひ来てくださいと。これは可能ではないで

すかと思うのですよ。 

今そういう話が出てしまったので、やりたい方がい

るから作ってくれという話になってしまいました。なっ

てしまいましたけれど、公募をしますと。床屋がない

ので、ぜひ免許の持っている方、手を挙げてください

と公募をします。それで、１名なり２名なり手を挙げて

来てくださる。それであれば何の問題もないと私は思

うんですよね。 

行政ですから、行政のやり方に反するわけにはい

かないので、それはやり方次第ではないかと私は思

っているんですね。 

ただ、週に１回２回来る者に設備投資をして、しか
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も車で、自分でガソリン代をかけて来て、そこにお金

をかけてなんて人いるわけないじゃないですか。そこ

なんですよ。だから何もできなくて、今までずっといた

わけですけれど、私も昔の小学校のときの床屋さん

に通っていましたけれど、そこの設備がたまたまスポ

ーンと居抜きであったので、そこを使っていたからで

きていたことであって、もちろん家賃も払っていました

けれども、今回はそれも使えなくなってしまって、ない

というわけですから、床屋というものが困っている住民

がたくさんいるから、設備を投資しますと。何年かや

ったら、あのままやらせてくれてもいいですよ。ほんと

に。５年でも10年でもやってくれたら、設備は譲渡し

ますと。それを条件にやっていただけませんか、公募

をしますとかけたら、それは何の問題もないと私は思

います。 

たまたま話が前後になってしまって、先走ってしま

いましたけれども、私も言ってしまったから仕方ない

のですけれども、こういう方がいますけれど作ってくだ

さいというのであれば、これはできないです。それは

私も分かります。それくらいは。ではなくて、さっき言

ったように、物を作って待っている。もちろん、公募を

して来なかったらじゃあどうするのかという話になって

しまいますけれど、それは物の考え方であって、ぜひ

それをやれというわけではないですよ。そういう考え

方もあるということです。 

それと平行して、さっき言った話もしますけれど、い

るということです。やってもいいという方は。そこの部

分の兼ね合いで、どう考えていくかということです。や

っぱりできないわということもできます。もう夏くらいか

ら言われているので、難しいかもしれないけれど言っ

てみるわという話をしていましたから。 

ただ、住民は、できてくれればありがたいと。わざ

わざ車の運転をして、ガソリンもかけてこんなところま

で行って、床屋するためだけに行きたくない、めんど

くさいわという方もたくさんいます。実際、私もそうで

す。わざわざ床屋するために行きたくないです。用事

のついでに行ってくるくらいで。 

そういう部分も含めて、そういう方が住民の中にたく

さんいるということを頭の中に入れておいていただき

たいなというふうに思います。 

やり方がどうなるかは分かりませんけれども、どうし

てもできないというのであれば、できないのだと思い

ます。 

これは、また話をしても仕方ないので、いずれまた

話をしていきたいなと思っております。 

では、最後の質問に移りたいと思います。 

新規事業で、移住を含めた飲食店の事業開始に

伴う支援制度の充実は、住民が求めている事業を後

押しするものであり、もう１歩踏み込んだ施策が必要

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思います。 

議員もご承知のことと思いますが、村では、意欲の

ある事業者に対し、猿払村商業振興条例により、事

業拡大や新規事業者等に対する支援を行っており、

村としては、一定の効果が出ているものと考えており

ます。 

したがいまして、当面は、現行制度の枠組みの中

での支援を基本と考えますが、議員ご提案のもう１歩

踏み込んだ施策についてという部分については、前

回の一般質問でもご答弁を申し上げましたとおり、地

域の商工業の活性化に繋がるような取り組みに関し

まして、改めて、商工会等と協議の場を設け、検討し

ていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この質問は、１番目の

質問と似たり寄ったりというか、同じことなんですよ。 

ただ、私が聞いた話で、こんなことがあったのだと

いうことで話を聞いたので、この部分だけを１番目の

質問から抜き取って、３番目の質問にしたというだけ

の話であって、これ何かというと、つい最近ですけれ

ど、コロナ禍になる前の話であって、去年こっちに来

て、店舗を開きたいという方が地方から来たと。準備

を進めているというか、猿払村の情報をいろいろ取っ

ているうちに、今年に入ってコロナ禍になってしまっ

て、今は白紙に戻ってしまったという話を聞いたんで

す。その方が、コロナが収まったあとに、また来るかど

うか分からないですけれども、来たということは、同じ
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ことが今後、起こりうるかもしれないねという話を、私

は、その方と地元の方ですけれど話をしました。 

もちろん、優遇措置は、たくさん今でも村の中には

あります。ありますけれど、１番目の質問でもしたよう

に、そのときに、ではその店舗する場所はあるんです

か、住むところあるんですかとなったときに、何か一つ

ないものがあったときに、その方は、猿払村ではなく

てもいいと思うのですよ。それが全部揃っている自治

体に行ってしまうのではないかという部分を考えて、

自分が地方からこの村に、居酒屋でも商店でも何で

もいいです。自分の店舗みたいなものを飲食店でも

いいですから、開こうとしたときに、開けるのかなって、

逆の立場から考えたときに、もっと良いところあるので

はないかと探すと思うのです。今はインターネットで

全部調べられますから。そこなんですよ。 

落ち度がないのかいという部分で、もしくはちょっと

でも特化した部分があるのであれば、そういうところあ

るのかと。 

例えば、水道料を数年間無料にしますですとか、

固定資産税は数年間免除しますですとか、その辺の

ことは、ほかの自治体でもあるのかは分からないです

けれど、そういった部分、村ができる範囲の中でウェ

ルカムですと、ぜひ来てくださいという意思を示して

ほしいなという部分で、この質問を作りました。 

これは、100％その方が言ってくれと言われて作っ

た質問ですので、正確に質問が伝わっているかどう

かは分かりませんけれども、そういう部分で、逆の立

場になって考えたら、そんな部分も村の中にはあるな

と、それがほとんどの自治体は、多分同じだと思うよと

言いましたけれども、居酒屋にしても何にしてもない

ですよね。欲しいんだという人はたくさんいますけれ

ど、なかなか踏み込めないと。 

これからやろうとしている方も地元にいるようですけ

れど、まだそれもはっきりしていないという部分の中で、

はじめからそれをやりたいと言って、来ている方をむ

げにはできないというか、あるものしか示せないという

部分が歯がゆいというものがあって、今ここで、この部

分だけは、猿払村はどこにも負けませんよというもの

を示せと言っても、これは仕方ないことなのですけれ

ども、そういった考え方にならないのかなという部分

で、この質問をしました。 

今、私のこの質問を聞いて、どう考えたのかという

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）：今のご質問にお答え

させていただきたいというふうに思います。 

今の議員の内容というのは、私も初めてお聞きをさ

せていただきました。 

その中で、今の商業振興条例、いろいろな企業誘

致条例等もありますけれども、その部分で、どうしても

我々としても、その条例の範囲の中で支援をさせて

いただいて、来ていただくというところが基本前提とし

てありますけれども、この部分がどうしてもしっくりこな

いということであれば、その部分を商工会としても、商

業活性化という部分については、いろいろな企業が

地元に来ていただけるというところは非常にありがた

いことでしょうから、そのことを含めながら、全体的に、

どういうところを違う方面からフォローしていけるのか、

してほしいのか。上から目線になってしまいますけれ

ども、そういうところもしっかり含めて、検討をこれから

早急にしていきたいというふうに思います。 

その部分で、いろいろなご意見があればですね、

柔軟に対応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）：ぜひ検討していただ

けるものであれば、検討していただきたいと思いま

す。 

商工会長も今ここにいるので、なかなか私も言い

づらい部分もあるのですけれども、そうではないので

すよ。 

商工会と連携するのは当然です。当然ですけれど、

村として、村のトップとしてですよ。村長として、こうい

うふうなという部分、いわゆるリーダーシップをとって

やるんだという部分を見せてくれないと、やっぱり

我々もそうですし、来る方もそうですし、移住して来る

方もそうですけれど、リーダーシップをきちんととって、

目標を定めて、そこに邁進していくという意思を示し

てほしいなと思います。 

２期目の任期も、あと１年切りましたけれども、そう
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いう中で、そういうものを村長として示してほしいなと。 

もちろん、関連団体と連携することは当たり前のこ

とですけれども、そうではなくて、関連団体の意見を

ただ、うのみにするのではなく、村としてはこういう考

えです。ぜひご協力をお願いしますというぐらいのも

のをつくってほしいなというふうに思います。 

これは１番、２番、３番、全ての質問に共通すること

ですけれども、たくさん言いましたけれども、ぜひそう

いう部分でリーダーシップをとって、来年の選挙に備

えていただきたいというふうに思います。 

質問は以上です。 

終わります。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

 10時55分まで。 

 

休憩 午前１０時４１分 

再開 午前１０時５５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。 

 ４番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：最初に、今年度いっ

ぱいをもって、浜鬼志別保育所が閉所になります。 

保育所が開設をされて、昭和39年ですか、長い間、

多くの子どもたち、また地域の方々も、大変、浜鬼志

別保育所にお世話になるという、１つの時代が終わら

れるのかなと、そういう気持ちでおります。 

しかし、今後ですね、15名ほどの園児が浜鬼志別

保育所に通っているのですけれども、このあと、鬼志

別保育所に１か所に統合されるということで、今の鬼

志別保育所の定員80名、そこに15名という児童が加

わるので、今後ですね、どのような体制の中で、１か

所の保育所の運営を切り盛りしていくのか。 

いろいろな問題があろうと思いますけれども、私ど

もは、あんまり詳しい要望とか、そういうことはないん

ですけれども、やはり所帯が大きくなるということは、

大変なことだなと思いますので、その辺のところを、

村長さん、あるいは保育所長さんが、今どのような準

備をされていらっしゃるのかということを一つお聞きし

たいなと、そういうところで質問をいたしたいところで

ございます。 

○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。 

現在の鬼志別保育所では、担任１名とパート職員

１名の体制で、３歳児の保育行っておりますけれども、

統合後は、各クラスとも常勤２名体制での保育が可能

となります。 

これにより、３歳未満児のクラスに、パート保育士を

多く配置することができますので、その部分につきま

しては、統合のメリットを活かしながら、さらなる保育

内容の充実に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

また鬼志別保育所につきましては、建設から20年

近くが経過しております。非常に老朽化が進んでおり

ますことから、床面や建具等の内部改修をしっかりと

実施をさせていただいて、子どもたちの保育環境、そ

れから保育内容についても、子どもたちの迷惑になら

ないように、体制を整え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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、３歳未満児のパ

ート保育士を増員できるようになると、そういう見通し

だということでございます。 

それから、各クラスも２名体制で担任が就くというこ

とで、少し、今までよりは手が厚くなるのかなと。その

ように感じるところでございます。 

３歳未満児も、いろいろあると思いますけれども、

本当の３歳に近い未満児と、１、２歳という保育年齢

に達していないというんですか、そういうような体制も

あると思いますけれど、そういう体制は、今後どのよう

な形でなっていくのか、それも詳しくお聞きをしたい

なと思います。 

○議長（太田宏司君）：吉岡保育所長。 

○保育所長（吉岡尚美君・登壇）：３歳未満児につ

きましては、０歳、１歳、２歳といるのですけれども、国

の基準では、３人に１人の体制。１歳と２歳は６人に１

人なのですけれども、現在やはり、子どもたちに大変
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手がかかるというか、その分、たくさんの援助保育士

を入れていただいている状態です。 

部屋の面積からしましては、０歳は大体３人ですね。

それと、１歳と２歳は最大で12人ずつで、全員で27人

程度を予定しております。 

面積的には、そのぐらいまでが可能かなとは思っ

ておりますので、今、村長も言いましたように、改修を

含めまして、子どもたちも保育士も使いやすいような

改修をしていきたいなと思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：１か所の保育所、そし

て、いろいろな３歳未満児といいますか、２歳児、３歳

児、保育所の終わりの時間帯くらいになります。 

あるいはまた土曜日の児童保育等も、当然、今の

現行の保育所の中で、運営していると認識をしており

ます。 

そういうふうになってくると、今の部屋の体制、そう

いうものだけで、今少し直すだけで済むのかなと。 

現行は、生まれてきた人を数えると、３年後まで、

保育所の運営については、分かるかなと思いますけ

れども、それ以降、もう少し若い人方が結婚をされた

りすることで、人口が少しずつ若い世代の方々が増

えていくと、そういう子どもさん方も増えてくるという見

通しがあるのであれば、なおさら、保育所の体制をも

っと充実した体制にもっていくという形を考えていか

ないと、今、村長さんも冒頭でおっしゃったように、20

年を経過しているということでございます。 

ですから、短期的に直していくのではなくて、もっと

長期的に、全体の保育を考えたときに、各地でこども

園というのですかね。そういうような幼保一体型となり

ますけれど、猿払村は幼稚園がないですから、幼保

一体型ではなくても、もっと広く、子どもたちが過ごせ

る施設。そして、教育する施設。そういうものが、今後

の将来にわたって必要になってくるのではないかと。 

そういった場合に、今ほんとに困っている部分だけ

を増築していくのではなくて、少し発想を大きくして、

やっていく考え方はないのかなというところをお聞き

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）：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。 

議員のおっしゃるとおりだと思います。 

今の修繕の部分につきましては、どうしても廊下と

かがささくれてしまって、子どもたちの足に刺さってし

まうですとか、そういうところも含めながら改修をして

いきたいと。 

それから、今、共稼ぎの方々が増えてきて、それで

どうしても未満児で預けてくださるという家庭も増えて

きましたので、学童の部分を使っている部屋を、なる

べく広く使っていただけるような形にさせていただい

て、そして、学童の今使っているところを、新たに保

育所に隣接をして、学童の施設を建てようと思ってい

ます。 

この部分については、今現状の保育士に、業務を

兼務していただかなければなりませんけれども、そこ

の部屋を空けることによって、より未満児さん、保育児

童も含めて、一人当たり何平米と決まっておりますけ

れども、今後、未満児が増えたとしても、十分に使っ

ていけるような保育環境にしていきたい。 

できれば来年度中にですね、予算計上をさせてい

ただいて、隣に学童の施設を建設させていただきた

いというふうに、今のところは考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんのほう

から、学童保育については、別棟で学童の方々だけ

を預かる広い部屋を作って、今預かっているところを、

保育のほうに回したいというようなお話がありました。 

いずれにいたしましても、環境を整えてあげて、そ

して、また少し増えても対応できる。そして、先に向け

て、そういうところから、ゆとりのある保育ができるよう

な体制を維持していただきたい。それが一つの要望

でございます。 

それと、全村から保育児童の送迎をしておりますけ

れども、今度は、浜鬼志別地区も対象になってくると。

見直しをかけてといいますか、そういう面で、どのよう

な形の送迎体制を作られるのか、そういう面をちょっ

とお聞かせいただければと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 
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○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。 

他の地域から通所をする児童と同様に、スクール

バスでの送迎を行うことで、教育委員会とも協議を進

めております。 

なお送迎に当たっては、数か所の乗降場所を設け

るとともに、安全面への配慮から、添乗員を今のとこ

ろ同乗させるということとしております。 

この統合というお話を、保護者の方々にさせていた

だいたときに、いろいろなご意見をいただきました。 

その後、私もルートというのは、どういうルートが一

番、保護者や子どもたちにとって良いのかというとこ

ろで、お話をさせていただいたあとに、副村長と一緒

にルートを一回周りました。それは夏期間でございま

す。 

それから、雪が降ってから、そのルートが果たして

可能かどうか、29人乗りバスがちゃんとUターンできた

りですとか、いろいろな形の中で、通路ができるのか

というところで、先日、私と副村長と、それから教育委

員会次長、保育所長も含めて、１回ルートの確認をし

てまいりました。当初は、あくまでもバス停等というとこ

ろで考えておりましたけれども、いろいろな要望もあり

ます。新しく、新興住宅街も下水処理場のところにで

きております。 

それから、そこにはこれからまた住宅の建設予定も

あるという状況の中で、今考えているのが、野村議員

のご自宅の向かい側のバス停。それから、浜鬼志別

総合管理センターのバス停。そこには駐車場もありま

すから、そこに車を止めていただくと。それから、新興

住宅街のほうに１か所入って、今のところ、この３か所

で乗降場所を設けながらやっていきたいというふうに

考えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：浜鬼志別地区以外は、

今までもそういう送迎を、スクールバスを利用した形

でやられている。そういうふうに理解をしております。 

それで、問題はないと思いますけれども、学校関

連の始まる時間と保育所の時間。それから、退所の

時間ですね。こういうものも合わせて、どれが一番良

いのかなというような問題も、保育所あるいは学校の

関係もあると思いますけれども、送迎もそんなにたくさ

んのバスですとか、そういうものがあるわけではありま

せんので、あんまり強い要望ではありませんけれども、

ゆとりをもって、現行は、浜鬼志別の保育所は含まれ

ておりませんけれども、冬場に向かって、吹雪ですと

かの時期にもなりますので、安全面できちんとできる

ような形を努力して、続けていただきたいなと思いま

す。 

３番目に、統合後の浜鬼志別保育所の建物、それ

から、広場の遊具はどうなるのか。 

村長さんが前に説明をされたときには、建物につ

いては、すぐに解体はできないと。 

しばらくは、予算あるいは跡地をどのように利用す

るのか。そういうことが決まって、その後に、建物の解

体も含めて考えていくというようなお話がございます。 

ただですね、建物は別にしまして、その保育所の

広場。それから遊具ですね。これらも、今保育所では

使われているのですけれども、前は保育所の裏側に、

小学生くらいの子どもたちが使う遊具があったのです

けれども、一昨年くらいに、老朽化したということで、

撤去をしたところでございます。 

私も、その後、いろいろ地域のお父さんやお母さ

ん方と話したことはあるのですけれども、今、新しく、

分譲地のほうにという考えもあったのですけれども、

今年に入って、この保育所が閉所になると。この保育

所の遊具をそのまま残して、地域の子どもたちに開

放していただけないのかなと。それが１件でございま

す。 

駐車場のほうにどうのこうのというのは、また数年経

過して、そういう時点で、保育所の遊具を移していく

のか、そのまま保育所の遊具として残して、駐車場は

駐車場でやるのか、それは別にして、今は、地域の

皆さん方のお話を聞きますと、遊具はそのまま残して、

地域の子どもたちが遊び時間に集まって使わさせて

いただければと考えておりますので、村長さんの考え

方をお伺いします。 

○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いうふうに思います。 

建物につきましては、付近に民地の住宅地が隣接
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しておりますので、冬期間、落雪の恐れということも危

惧されることから、できれば、なるべく早いうちに、浜

鬼志別保育所の解体については、着手をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

議員からのご提案がありました、遊具につきまして

は、私も地域の子どもたちの遊び場として、大変重要

だろうというふうに考えております。その部分につきま

しては、浜鬼志別自治会は、特に子育て支援のほう

にも力を入れていただいている自治会でございます

ので、ぜひとも自治会のほうの草刈り等も含めて、い

ろいろな形の中でご協力をいただきながら、引き続き、

そこを遊び場所として、確保していきたいというふうに

考えております。 

また将来的に、そこのところをずっと継続してほし

いというような要望もありましたら、この遊具というのは

老朽化もしてまいりますでしょうから、そのときには、

地域の方々、保護者の方々と協議をさせていただい

て、更新できるものについては、しっかりと更新をして

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）：今、村長さんからご

答弁をいただきましたけれど、ぜひそういう形で、地

域で子どもたちに開放していただければ、ほんとにあ

りがたいお話でございます。 

次に、イトウの保護について。 

私も、店に今でも立っておりますけれども、このコロ

ナ禍の中でも、全国から多くの釣り人が来村されてい

ると。そういうふうに感じているところでございます。 

そして、もう10数年前ぐらいは、結構ベテランの

方々というのが、イトウ釣りだけやっている趣味の

方々が結構いらっしゃったような感じがしたのですけ

れども、このごろは、本当に若い方々、そして、全国

に広がっているなと。車で来られている方もいて、先

日も長野県ナンバーですとか、滋賀県ナンバーです

とか、そういう車もありましたし、それから、このGoToト

ラベルではないですけれど、GoToトラベルの金券と

いいますか、そういうのを利用される方もおられます

し、結構多数の方々が、イトウ釣りに訪れているという

のが、私の実感でございます。 

この猿払村に、イトウという資源があるという。これ

はほんとに貴重なことでありますし、ぜひとも私たちも

残していきたいなと。ここには、イトウの会の会長さん

もいらっしゃいますけれども、ほんとに私たちも、でき

ることを応援したいなという気持ちでおります。 

ただし、せっかく来られたのですけれども、資源保

護の観点から、このリリースというのを、イトウを釣られ

る方というのは、私からすれば高尚な趣味ですから、

そういう資源保護ですとか、そういうことに対しては、

大変理解のある方々ばかりだろうなという思いは、ず

っとありましたけれども、最近は少し、様相がちょっと

違うようでございます。 

絡む方もたまにこう来るのですけれど、目の前でや

っぱりリリースではない方法を選ばれる方もいるそう

でございます。 

これを今ここの席で、どうのこうのという話はあれな

のですけれど、ぜひとも、この資源を残して、次の世

代に残していって、このイトウが資源であるとともに、

村に来ていただける皆さん方の糧になることによって、

観光にもそうでしょうけれど、猿払村にも協力してい

ただけるところもあるのではないのかなというふうに感

じる一人でございます。 

私も今、自分の感じていることだけを申し上げたの

ですけれど、村長さんは、このイトウに関して、どういう

ふうに捉えられているのかお聞きをしたいなと思いま

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いうふうに思います。 

まず、前段でございますけれども、詳細の人数は、

現在把握しておりませんけれども、議員のおっしゃる

とおり、現在のこのコロナ禍の中でも、多数の釣り人

が来村しておりまして、中には、初めての人もいると

いうふうに聞いております。 

そのような状況でございますけれども、猿払村では、

釣り人の間のルールでありますキャッチ＆リリースが

ほぼ守られているとイトウの会から報告を受けており

ます。 

また周辺へのごみ捨てについては、減少傾向には

あると思われますが、依然、捨てられている状況があ
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ることには変わりないと思っています。 

そのため、村では、キャッチ＆リリース、ごみ捨て、

私有地への立ち入り及び産卵期や夜間の釣りの自

粛に関する看板を作成し、イトウの会と連携をとり、村

内７か所に設置をしております。 

また今年度は、実施を見送りましたが、村とイトウの

会が共同で、河川のごみ拾いを実施しながら、釣り人

に対するマナーの遵守の呼びかけを行ってきており

ます。 

こういうようなことは、引き続き、イトウの会と連携を

とりながら、根強くやっていきたいというふうに思って

おります。 

また、このイトウに関して、私の思いということでござ

いますけれども、私も産業課長を経験した当時、この

イトウの会といいますか、このイトウに携わった経過が

あります。これは非常に貴重な資源だというふうに思

っておりますので、これは当然、後世に残していかな

ければならない。 

その中でも、やはりこのキャッチ＆リリースというとこ

ろが、非常に大事だというふうに思っておりますから、

この部分については、釣り人の方に、キャッチばかり

するのではなくて、魚とのファイティングを楽しんでい

ただけるような形にしていただきたいという中で、今後、

イトウの会と連携をしながら、そういうことも含めて進め

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：キャッチ＆リリース。

これがほんとに、イトウの保護の一番の目標というか、

合言葉であると思います。 

それで、そんなに私たちは、来客される方々がマ

ナーも悪くて、リリースもしないというか、やんちゃな

方々ではないと思いますし、そういうことは全然感じ

ておりません。ですから、きちんとお話すれば、非常

に物わかりの良い方々ばかりだなと、そのように感じ

ている一人でございます。 

いろいろな意味で、イトウの会さんのバッジとかも、

店で売らさせてというか、お手伝いをさせていただい

たら、結構、皆さん方がそういう形でお手伝いをしてく

れたり、Ｔシャツなんかもイトウの会さんで制作したも

の、あるいはマイバッグも少し扱わさせていただいた

ら、イトウを好きで釣りに来られている方だなという人

方が、全部ではないと思いますけれど、買い求めて

いる姿も見ております。 

そしたら、もう少し踏み込んでいくと、例えば、私た

ちでも何か協力できるかなというところは、お店で何

か伝えられるくらいのことしかできませんけれども、例

えば、こういうイトウの会ですとか、あるいは村ではこう

いう取り組みをしていますよですとか、村でこういうよう

な形で、パンフレットや冊子は、全員はできないにし

ても、そういうような形はできるかなと思うのですけれ

ど、いずれにしても、この１つの繋がりといいますか、

イトウを通じての繋がりですから、当然、そういう方々

はホームページですとか、いろいろな形で覗いてる

かもしれません。ですけれど、ちょっと声をかけたりと

いうものを、村のほうからもパンフレットを渡すことによ

って、猿払村のお友達になってくれるという可能性は、

ないわけではないと思います。 

何かそういうようなバネにするというお考えは、今、

持っておりますでしょうか。 

○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

にご答弁させていただきます。 

まず最初にイトウの魚、村のいわゆるシンボルでご

ざいます。 

一応、このイトウの会と村と王子ホールディングスさ

んを含めて、平成21年だったかと思いますけれども、

保全協議会が立ち上がり、令和元年に、イトウの保護

の10周年が迎えられ、そして猿払村の保全の関係に

ついて、令和元年度に東京のほうでシンポジウムを

行ったという経過があり、この間、村のイトウの会、そ

して王子ホールディングスさん、そして、村と連携をし

ながら、この大切なシンボルであるイトウの魚を保全

しようということをしてきましたけれども、改めて、この

場をお借りして、まずもって、イトウの会、そして王子

ホールディングスさんには、お礼を申し上げたいとい

うふうに思います。 

ただいまのご質問にありますイトウの会の部分、あ

るいはイトウの保全の部分で、村として当然、広報が

必要だというふうに思っています。 

議員おっしゃるとおり、大変それが重要なのだなと



- 18 - 

いうふうに思っていますし、平成26年くらいだったと思

いますけれども、村の中でも、このイトウをどう保護し

ていけばいいのかというような討議をした経過もありま

して、その中で、まず、しっかりとイトウの魚が、いわゆ

る村のシンボルであるということを、やはり村民にもき

ちんと理解をしてもらえるような、そういう取り組み。あ

と、それに合わせた形も含めて、村外の人たちにも、

やはりこういうイトウの魚を大切にしていただきたい。

そして、釣り人のマナーを守っていただきたいという

ような、いろいろな部分を出されておりました。 

まず、一番大切なのは、村民の方に理解をしてい

ただくということが一番大切なのだなというふうに思っ

ていますので、議員おっしゃるとおり広報的な、どうい

うパンフレットになるか分かりませんけれども、イトウの

会のほうと協議をさせていただいて、協力をしていた

だけなければ、なかなかこういうパンフレット作りにつ

いては、難しいものだというふうに思っておりますので、

協力を得ながら、まずそういうものを作成していくとい

うふうに検討してまいりたいというふうに思いますし、

併せて、議員さんのお力もお借りしながら、村内のい

ろいろな商店、あるいは事業所を含めた形で、そうい

うものを置かせていただければなというふうに思いま

すので、そういう形で検討していきたいと思います。 

最終的には、イトウの会と王子ホールディングスさ

ん、村というふうに含めた形の中で、この保護のため

の条例を制定してはどうかという話も中にはございま

す。 

ただ、村としては、現状では村民の皆さんに、本当

にそれを理解していただけるように、できる活動から

現状しているという状況でありますし、もちろん、イトウ

の会の皆様にも、その部分については、ご協力をい

ただいて、いろいろな大学生も含めて、村のほうに招

致していただいて、今まで10年以上になりますけれど

も、そういう活動もしていただいておりますので、条例

の部分については、やはり必要かどうかというところ

についても、改めて検討してまいりたいなというふうに

思いますので、よろしくご理解をお願いします。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：イトウの会の皆さん、

また村長さんをはじめ皆様方が、大変このイトウの保

護に熱心に動いていただいていると、そういうことは

承知をしておりますし、ほんとに感謝を申し上げるとこ

ろでございます。 

私も全く関心なかったわけではないのですが、知

ってきている人方が、年代的に大きく変わったなと感

じるのは、ここ最近でございます。そういう風潮から、

このような認識をさらにしていただいて、私たちも何も

できないのですけれど、できるだけいろいろなことを

協力していきたいなと。そのような気持ちから、このイ

トウの質問に至ったところでございます。 

今後とも、いろいろな形で情報提供をしていただい

て、イトウの資源がずっと続いて、村民の中で愛され

る魚になって、シンボルになっていただきたいなとい

うふうに願うところでございます。 

次の質問に移ります。 

海岸侵食対策についてでございます。 

以前にも、この海岸侵食対策につきましては、浜

猿払の農林海岸、あるいは浜猿払漁港、それから浜

鬼志別漁港、知来別漁港。いろいろな港が少しずつ

大型化していくことによって、海岸侵食がところどころ

深く爪痕を残すというのが、今までの通例かなという

ように思いますし、それと海岸侵食が全体に進んでき

ているなというのと両方あると思います。 

そういった中で、海岸浸食をされることによって、い

ろいろな人の住む区域ですとか、あるいはそういう事

業ですとか、擁壁ですとか、そういうものがなければ、

成り立たなくなるのだと。そういうのを、もう少し強力に

進めていただきたいなと。そのような感じがしたわけ

でございます。 

今年も８月７日、私も経験したことのないような天候

で大雨がありました。私も、うちの浜鬼志別自治会の

副会長さんと二人で、浜鬼志別の街中を歩いていた

のですけれど、今までにないくらいの川の増水。 

そして、お墓のほうの上から排水が下へ着いたら、

もう跳ねるように国道まで飛んでくるというような状況

でございました。 

ですけれど、恐らくほかのほうは見に行っておりま

せんけれど、知来別川も相当酷かったというふうに聞

いております。 
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今、私も本間食品さんのところもかなりえぐられたと。

ただ、今は工事の発注も稚内市の管轄ですので、工

事も発注されて、近いうちに工事が始まると。 

川のほうについては、一旦、そういう形で解消をさ

れるということでございますが、事業所が、そこの川と

海のほうも浸食が進んでいる、真ん中にあるというよう

なことであります。 

私も、前に海岸侵食対策で申し上げたときに、例

えば、富磯の海岸も私たちが30代くらいのときでしょう

か、稚内市に車で行くと、波除に波がぶつかって、国

道に押してきているという状況で、そのあと、富磯の

向こう側に消波ブロック、離岸堤というんですかね、そ

れに消波ブロックを積んで、完成した暁には、徐々に

浜がつきはじめて、平たく言えばコンブ干し場が増え

たというような状況でございます。 

私も、稚内市に折あるごとに声問方面から、稚内市

の裏側の大沼球場側を通っていくと、緑町のほうから

西稚内のほうに降りていくと、西稚内もある程度の感

覚で、ブロックがずっと入っていて、それが擁壁にな

って、私はそんなに見ていないのですけれど、海岸

浸食は抑えられているのではないかなというように感

じるところでございます。 

村内では、知来別も港の向こう側にブロック、それ

から離岸堤。それによって、浜もつきはじめて、その

結果、災害もないというのが実態でございます。 

それから、隣の東浦漁港を見ましても、あれだけ東

浦の漁港も出たのですけれども、東浦の住宅と対に

なっている国道口のほうは、浜には全部ブロックが入

っている状況でございます。 

本間食品さんのところは、ブロックが入っておりま

すけれども、やっぱり相当、侵食は進んでいる。その

ような状況でございます。 

ですから、そういう手だてをしないと、事業をやって

いられる方は、非常に不安定な形で事業をされてい

るのではないのかなと。そういうふうに、私は感じられ

るところであります。 

やっぱり安心して、作業や会社経営ができるような

状況を整えてあげるべきではないだろうかなということ

で、質問させていただきます。 

村長さんの基本的なお考えというのは、どういう形

で考えておられるか、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。 

まず、議員のおっしゃるとおり海岸侵食につきまし

ては、早急に対策を進めていかなければならないも

のというふうに、私も認識をしております。 

これまでも、消波ブロックや離岸堤による対策にお

いて、建設海岸の管理者である北海道に、担当課も

含め、私も要望を根気強く続けておりますけれども、

引き続き、早期に対策を進めていただけるよう、様々

な場面で、要望活動を継続していきたいというふうに

思っております。 

最初は、来週の13日の日曜日に、自民党の移動

政調会があります。その場で、自民党の先生方、そ

れから国等の振興局も含めて、幹部の方々が出席を

していただいて、私どものこの要望、海岸侵食にする

と本間食品さんから約37キロ、この部分についても毎

年のことなのですけれども、早急にやっていただきた

いという部分については、また改めて、強く要望をし

ていきたいというふうに考えております。 

本間食品さんのところにつきましては、この８月の

大雨で、私も久しぶりにびっくりして、役場の駐車場も

水に浸かりましたけれども、担当課のほうからそういう

報告を受けて、本間食品さんのほうのところを見に行

きました。走り過ぎてから、加工場のほうにえぐられた

という状況の中で、担当のほうとしては全部調べまし

たら、そこは稚内市の担当だというところで、稚内市

の担当者に来ていただいたのですけれども、財産整

備を守るという段階で、なかなか手立てを打ってくれ

ないという状況の中で、村側から稚内市のほうにも要

請をして、早急にやっていただきたいという要請もさ

せていただきました。 

その中で、担当課の臨機応変な対応で、地元の企

業にお願いをして、あそこに土のうを急遽組ませてい

ただきました。 

その後、稚内市からお聞きしたところについては、

災害認定を受けたので、さきほど議員おっしゃられた

とおり、工事をこれから進めていくという報告を受けて
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おります。 

なにせ海岸に近いところですから、議員おっしゃる

とおり、改めてこの海岸浸食については、要望活動を

行っ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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：海岸侵食につきまし

ては、何年か前は、爆弾低気圧がカムチャッカ半島

のところで居座って、こっち側のほうは同じ北風とい

いますか、それが同じ方向に３日間ぐらい続いて、そ

れが爆弾低気圧と申しますか、春になって、船が出る

ようになって、ホタテがいないというような状況になっ

たこともございます。 

気候がいろいろな形で変動してきて、今年の夏も

マグロが取れたり、ぶりはもちろんですけれど、ほか

にも今まで見たことのない魚が取れているというふう

に聞いております。 

そういう温暖化、気候変動。そういうことの中で、こ

の海岸浸食というのが顕著でありますし、やはり早め

に対策を打っていただきたいなというのが私の実感

でございますし、もちろん、ここに住んでいられる方、

仕事をやっていられる方、おっしゃっていることは皆

さん共通だと思いますので、ぜひとも村長さん、いろ

いろな形でご要望をしていただいて、早く安心して仕

事ができるような体制を作ってあげていただきたい。 

そういうふうに思います。 

以上で終わります。 

○議長（太田宏司君）：これで、一般質問を終結い

たします。 

昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

 

 


