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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）：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

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
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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。 

○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。 
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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

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
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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

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
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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

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。
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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。 

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
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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

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
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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。 

 


