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令和３年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和３年 ３ 月 ９ 日（火曜日）第１号 

 

○議長（太田宏司君）：日程第７、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、１つ目の質問ですが、多様な森林整備の検

討について、お伺いいたします。 

令和３年度村政執行方針の中に記載されている多

様な森林整備の検討項目の中で、 

１．村有林地の育成状況の把握。 

２．分収造林整備計画の実施。 

と記載されていますが、具体的に、生育状況を現

在までに、どの程度把握しているのか。 

また分収造林整備計画の具体的な整備内容をお

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。 

国立研究開発法人森林研究整備機構森林整備セ

ンターと分収造林契約を締結している造林地につい

ては、事業の検査や次年度の事業量を把握するた

め、毎年度、森林整備センターの職員と同行し、現

地確認を行っているところであります。 

契約期間は、約75年という長期となり、その期間内

での造林計画では、植栽、下刈り、つる切り、主伐と

いう工程を進めることとなっておりますが、毎年の現

地調査により、計画内容の変更もあることから、森林

整備センターと協議をしながら、事業量と事業費を年

度ごとに決定し、施業を進めております。 

また国と分収造林契約を締結している造林地につ

いても、国の担当職員と現地確認を行い、造林計画

を基に施業をしてきましたが、思うような施業ができな

く、また現地の造林木の成長が良くないため、平成29

年度には、間伐の時期を10年遅らせる造林計画の変

更となっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この林業の部分に関

しましては、私も何度か一般質問等で質問をさせて

いただいております。 

その中で、林道の整備という部分を、数年前の一

般質問で村長にお伺いしましたところ、まずは、林道

整備から始めたいということを答弁としていただきまし

た。 

その林道整備というのは、進んでいるのかどうかと

いうのは把握しておりませんけれども、まずその林道

を整備してから、国有林なり民有地の部分に着手し

ていきたいというふうに答弁していたのですけれども、

その後、進展はあったのかということを、まず１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）：まず林道整備事業に

ついては、現在進んでおりません。 

確かに、間伐ですとか除伐ですとかの森林整備を

するためには、林道整備というものは必要不可欠なも

のであるというふうには認識しておりますけれども、道

の補助も含めて、莫大な費用がかかることから、今の

ほかの事業を進める上で、優先順位としては、今の

段階では低いだろうというふうに、今のところ考えてお

ります。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この森林の部分に関

しましては、森をつくるという部分に関しても、もう何十

年とかでなしていくものでありますから、今すぐどうの

こうのということは言いませんけれども、計画の中に入

っているのであれば、これは、村政執行方針の中に

含まれている部分からピックアップして、今回の質問
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全般ですけれども、私は質問をさせていただいてお

ります。 

出しているということは、やる気があるという部分だ

と受け止めていますけれども、何かというと、この森と

いう部分は、結局は川につながって、海まで達してい

るという部分で、海洋環境にも影響するという部分は、

これはもう誰でも分かっていることなので、その部分を

今後、長い年月をかけてやっていかなければならな

い。 

それを、今、執行方針の中に入っているということ

は、今からやっていくというふうに私自身は捉えてい

るという部分で、質問をさせていただいております。 

もう一つの質問の中で、分収造林という部分です

けれども、実際に本村で、今これが行われているのか

どうかという部分と、これから計画するという部分で、

これどっちなのでしょうかね。もう始まっているのでし

ょうか。それとも、これから計画するという部分なので

しょうか。 

その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：小林産業課長。 

○産業課長（小林智司君・登壇）：お答えします。 

分収造林事業につきましては、国の分については、

昭和54年から始まりまして、平成14年まで実施してご

ざいます。 

先ほど申した、森林整備センターの分収造林計画

につきましては、平成元年度から平成６年度までの実

施となってございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ということは、これもう

すでに分収造林という部分は、着手しているというこ

とで捉えてよろしいのですよね。 

契約何年か分かりませんけれども、数十年後に完

結というふうになると思うのですけれども、私自身もい

ろいろ調べましたけれども、いろいろなことが言われ

てまして、結局赤字になって収拾がつかないという部

分で、やめているところがたくさんあるという話も伺っ

ています。その辺に関して、役場がどの程度把握し

ているかは分かりませんけれども、あとは国と契約者

の間の話ですから、役場の中に情報が入ってきてい

るかどうかは分かりませんけれども、それも含めて、結

局、何を言いたいのかというと、今ある国有林なり何

なりという部分が、村の大半を占めているわけですよ

ね。それを何とかしなければならないと。 

前回の一般質問の中でも言いましたけれど、もう50

年以上経過していて、このまま放っておいてしまうと、

森自体がだめになってしまうという部分まで達してい

る時期に入ってきているという部分なのですね。 

住んでいるところは住宅街ですけれども、山のほう

を見ると、あれは全部、裏側は国有林ですから、もの

すごい大きな面積を猿払村は有しているわけです。

それを、国と一緒に考えていかなければならないとい

う部分で、いろいろ調べた結果、この分収林計画とい

うものが出てきたという部分でお伺いしたということが、

今日の経緯なのですけれども、その分収林も含めて、

どうしていくかという部分を考えていかないと、国は考

えているかもしれませんけれども、結局、やって目に

見えているという部分は、こちら側から見えている企

業が有している面積の部分であって、裏側はほぼ国

有林ですから、あの部分をどうしているかというものを、

道や国と詰めた話をしていかないと、計画自体が成り

立っていかないと思うのですよね。 

今計画しても、始まるのはもう数年も先の話になっ

てしまうということを考えると、やっぱりその辺も含めて、

これからきちんと林業もやっていくという部分を述べ

ていただきたいなと思いますけれども、いかがでしょ

う。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：過去に、この林道整

備の事業について、議会のほうから反対をされて、事

業が展開できなかったという経過もありますけれども、

今議員がおっしゃられたとおり、確かにこの森林とい

う部分については、いろんな腐葉土も含めて、海のほ

うに栄養をもたらすという、事業としては非常に大事

なものだというふうに、私も考えておりますので、改め

て、道産木材の利用価値がこれから増えてきて、林

業も今、若い人たちが就職をされる一つの選択にも

なりますし、旭川では、そういう専門学校もできたとい

う形の中で、少しずつではありますけれども、また改

めて、道と国のほうと、どういう計画でやっていったら



- 3 - 

いいのか。 

また私も、この部分については詳しいほうではあり

ませんので、また担当課と道、国のほうの助言をいた

だきながら、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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この事業に関しては、

先ほども言いましたように長い年月が必要なので、そ

の部分をやっぱり早急に進めていかないと、計画自

体も長いものになってしまいますから、ぜひ国や道と

一緒に事業を進めていってほしいなと思います。 

今、村長は詳しくないと言いましたけれども、私も

本業は海のほうですから、詳しいわけではありません。

名字は山ですけれど、本業は海ですので、詳しくな

いのですけれど、やっぱり繋がっているというところで、

いろんな部分が影響を考えられるということもあります

ので、ちょっと余談になりますけれども、10年前でした

か。大雨が降ったときに、ものすごい記録的な大雨が

降って、日本海のほうの大きな河川から、山のほうか

ら木材がどんどんどんどん流れてきて、確か５日か１

週間後でしたか、ここの海まで流れてきたのですよ。 

ほんとに家よりも大きな塊が何十個、何百個も海の

上に流れているのですよ。あれを見たときは、もうび

っくりしましたね。それが漁網に引っかかって、定置

の人たちは苦労したということもありましたので、やっ

ぱりああいうのを見ると、海と川と山は一つだなという

感じもしましたので、それは余談になりますけれども、

この林業の部分は、今、事業者は猿払村にありませ

んけれども、16～17年前に撤退してしまったのであり

ませんけれども、森林組合は、まだ豊富猿払森林組

合なので、組合自体はあると思うので、ぜひ進めてい

ただきたいなと思います。 

答弁はいりません。次の質問に移りたいと思いま

す。 

２つ目の質問です。 

企業や商店の維持活性化と村内の消費拡大につ

いて。 

村内の事業者が、経営改善普及や振興事業に対

する支援等は、地域活性化の最重要課題であり、商

工業の衰退は、地域繁栄の目安であると考えます。 

現在でも、行政から事業者に対する様々な支援は

行われていますが、その時々の状況に応じた柔軟な

対応が必要であり、常に状況の把握を行う必要性が

求められます。 

執行方針で述べている起業者の掘り起こしなど、

商業活性化に向けた取り組みとは、どのような取り組

みなのかお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：お答えをさせていた

だきたいというふうに思います。 

経営者の高齢化等による店舗数の減少に加え、こ

のコロナ禍での消費の低迷が追い打ちをかけ、商工

業者の経営状況は、一段と厳しい状況であると認識

はしております。 

そのためには、起業しやすい環境づくりなど、商業

活性化に結びつけていく方策を検討する必要があり

ますが、具体的にどのような手法がいいのか、既存の

商業振興条例による助成事業の有効的な活用も含

め、改めてしっかりと、商工会と鋭意、協議・検討を進

めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、このコロナ禍で、

いろんなものがストップをしています。 

しかし、生活というものは毎日行われているわけで

す。住民に対しても、多分、不自由するものという、そ

んな大きな不自由するものというのはないと思うので

すよ。住んでいる住民は、これが当たり前だと思って

生活していますから。 

ただ、いろんな部分で考えたときに、移住もそうで

すし、ほかの部分もそうです。これから成人になる子

どもたちもそうですけれど、ほかのものと比べる人が

多分いると思うのですよね。私は小さいころからここに

住んでいますから、分かっていますけれど、完全に商

業に関しては衰退しています。 

ただ、困っているという大それたものが特になくて、

車もありますし、今はネット社会ですから、ネットで物

も買えますし、不便することはないと思うのですけれ

ど、商店街なり、商業なり、企業なりというものがない

地域というものが、ないことはないですけれど、それ

は多分、どこかの大都市のベッドタウンとかであったり、
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もうほとんど、そこの都市と変わらないところに住んで

いる自治体というのは、そうかもしれませんけれども、

ここはベッドタウンでもないですし、ただ一次産業がう

まくいって、それで収益を上げて、税収が上がって、

人口が減っていないという部分に関して、ほかのとこ

ろから着目されていますけれども、中にいる我々とし

ては、この商業がやっぱり活性化してくれないと寂し

いという部分もありますし、これからどうなるのだろうと

いう部分もありますね。 

例えば、災害が起きたときに、道路が寸断されまし

た。今まで買い物に行っていた人が、買い物に行き

ません。ネットでも物を運んで来ることができません。 

それが１週間とか続いたときに、どうなりますかとい

う感じですよね。もちろん、ほかのところも被災してい

るわけですから、いずれ物がなくなるかもしれません

けれども、最近は災害も多いですし、コロナもあります

し、いろんなことを考えたときに、それをこれから何と

かしていかなければならない。 

さっきの林業の話ではないですけれど、時間は多

分、ものすごくかかると思いますよ。 

ちゃんとした計画というものを作っておかないと、具

体例というか、具体的な計画が何も示されていないと

いう部分に関しては、これはやる気がないのだなと住

民が捉えても仕方がないことだと思うのですよ。 

ただ、商業に関しては商工会、ほかのものに関し

ても団体がありますから、その方たちと検討するのは、

これはもう当たり前のことであって、そうではなくて、住

民の意見なり、住んでいる人の意見とかというものを

いろいろ聞きながら、なおかつ役場の中で、アイデア

を出してやっていかないと、示されるものが何もない

からやる気もないんだなと。 

確かに、最初に言ったように不便はしていません

から、それに対して言う人はいないかもしれませんけ

れども、ただ、これから先のこと考えたときに、やっぱ

り何か示してもらわないと、非常に不安というものがあ

ります。 

これといって、新しい取り組みがないというふうに、

今の村長の答弁からは捉えてしまうのですけれども、

前も私、このことに関して４回も５回も一般質問をして

いると思うのですよね。同じことの繰り返しになるので

すけれども、何とかしないとならないのは、みんな思

っていることなのですよ。 

ただ、どうしたいのか、どうするのかという部分を示

していただかないと、ほんとに質問するのも困ります

し、不安なのですよね。 

ですから、どういう形でほかの団体の方と協議を練

って、官民一体となって進めていくかというのを、次の

議会ぐらいまでには示しいただかないと。 

計画ですからこれ、そのとおりうまくいくとは限りま

せんよ。ただ、村としてはこういうことをやりたいんだと

いうものを示していただきたいなと思いますけれど、

どうですか村長。 

その辺のことに関し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）：お答えをさせていた

だきたいというふうに思います。 

確かに、商工会といろんな話し合いをしようと思っ

ていますけれども、行政から案も出しながら、いろん

な形で進めていきたいというふうに思いますけれども、

やはり主たるものは、村ではありますけれども、商工

会として、今後の商店の活性化。それからいろんなこ

とも含めて、逆にどういうことを行政に求めるのか。そ

ういうことも、逆に提案をしていただけるような機会を

しっかりもっていきたいなというふうに思うのですね。 

行政が、暮らし応援商品券ですとか、いろんな形

の中で、商工会のほうにお願いをして、事業展開を

現在して、今回につきましても、相当数な金額を地元

に消費をしていただいたというような経過もありますけ

れども、どうしたいかというのは、行政のみならず商工

会のほうも、どういうふうに今後、自分たちの商工業を

守っていくのかというのを、しっかり我々と協議をして

いかなければならないというふうに思っています。 

どうしても行政からの提案だけですと、やらされて

いる感があるのではないかなというところが一部、僕と

しては見受けられるところがありますので、失礼な言

い方ですけれども。 

本当に商工会と行政が一体となって、今後、商店

の発展、高齢化になっていったり、後継者がなかなか

いないというような中で、今、議員が心配されていると

おり、私も大変危惧しているところであります。 
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ただ、セーコーマートさんですとか、Ｑマートさんで

すとか、いろんな大きな企業もありますけれども、ただ、

個人商店に限っては、なかなかそういう状況にはな

いのかなというふうには思っておりますけれども、ただ、

少しでも村内から商店がなくならないような形にして

いきたい。 

今、議員がおっしゃられたとおり、若い人方は車で

近隣の大きなデパート等に出向いていたりしますし、

ネットで買い物をするような状況にもありますけれども、

ただやはり、村内から商店がなくなるというふうについ

ては、私も非常に寂しいところがありますので、できれ

ばしっかりとですね、改めて商工会のほうと、今後の

商工業のあり方、村に対する商店のあり方というもの

を、しっかりと話し合っ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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この部分に関しまし

ては、何回言ったか分かりませんけれど、たくさん村

長が今言いましたけれど、商工会長がいるのですよ。

はっきり言ってしまいますけれど。 

私も質問しづらいのですけれど、ただ、今の村長

の答弁を聞いて思ったことは、多分私よりも、商工会

長がここに立ちたいと思いますよ。今の言い方を聞い

ていると、責任転嫁としか思えないという部分があっ

たのですね。 

確かに行政の役割はありますよ。ありますけれど、

そこだけではないですよね。私これ、さっきも言いまし

たけれど、何回も同じような質問をしていて、やると言

っているのですけれど、どのくらい協議しています。

商工会と。多分、ほとんどしていないのではないです

か。 

計画にも出てこないから、していないという言い方

をさっきしていましたけれども、ではどうして、もう少し

進めていくような会話の仕方ができないのかなという

ふうに思います。 

ただ、商工会だけが全てではないですからね。住

民もいるわけです。ほかの団体もいるわけですよ。住

んでいるのは商工会の人間だけではないわけです

から、いろんな部分も含めて、なすり合いではなくて、

お互いにやっていこうというものが必要になってくる

のではないですか。これからの時代は。 

ですから、そういう意見が出てこないからやらない

というのではなくて、この街をどうしたいのかという部

分から考えていったときには、自然と答えが出てくる

のではないかなと思いますけれどね。 

商工会長でしたら、多分こう言うと思うということを

私は言いたいのですけれど、ほんとそうですよ。言っ

たら悪いですけれど、怒らないで聞いてほしいので

すけれど、完璧に人のせいです。 

その中でも、役場には役場のやることがあるわけで

すから、それを放棄しているとしか思えないような聞こ

え方になっていました。 

ですから、この商店の活性化。これからの時代は、

ほんとに個人の商店が成り立っていくかということを

考えたときに、それは分かりませんよ。このコロナによ

って、いろんなものが変わってしまいましたから。 

ではなくて、商店街をつくろうとしたらどこにつくる

のか。まさか元の商店街につくるわけではないですよ

ね。あんな人も来ないところに。もうＪＲがないわけで

すから。そういったことを考えたときに、いろんなことを

考えていけば、答えが出てくると思うのですよね。 

それも数年ではないですよ。10年、15年かけてや

っていかなければならない。もしくは20年、30年かけ

て、その街並みを変えていかなければならないという

部分を今からやらないと、多分、さっきの林業の話で

はないですけれど、いつまでたっても先延ばし先延

ばしになってくるのではないかなというふうな思いもし

ます。 

何回も同じような質問をしていて、答弁も、もう分か

るのですよ。分かるのですけれど、黙って見ていられ

ないという性分ですから、言ってしまうのですけれど、

そういう部分を含めて、ほかの団体も含めて、前に進

んでいってほしいなというふうに思います。 

答弁を求めても同じようなものになってしまうので、

これは心に置いていただきたいなと思っております。 

質問も多いので、次にいきたいと思います。 

３番目の質問です。 

観光交流拠点の機能向上と、観光ＰＲ強化による

認知度向上と、誘客促進についてお伺いします。 

以前、議会では、さるふつ公園活性化調査研究特
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別委員会が設置をされ、さるふつ公園の活性化につ

いて議論が交わされた経緯があり、さるふつ公園の

将来的なビジョンが検討されました。 

その時代と現在では、状況は変化しつつあると考

えますが、本村の観光を含めた様々な拠点は、さる

ふつ公園であり、今後、景観整備と機能向上に向け

たビジョンを、早急に示す必要があると考えます。 

またＰＲ強化による認知度向上について、現在どの

ような計画を立て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）：お答えをさせていた

だきたいというふうに思います。 

さるふつ公園内の景観整備と、機能向上に向けた

取り組みとしましては、今年度、国の新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、ふる

さとの家全館のWi-Fi環境を整備したほか、稚内開発

建設部により、屋根つき駐車場、道の駅管理棟内へ

のベビーコーナー、防災トイレの設置を行っていただ

いております。 

今後につきましては、さるふつ公園の利用促進並

びに憩いの場、食の場として、立ち寄っていただきや

すい環境整備が必要不可欠でありますが、まずは、

現状の施設改修や機能向上に向けた整備の検討を、

優先的に進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

またＰＲ強化による認知度向上に向け、村や観光

協会のホームページでの宣伝。SNSを活用した情報

発信。宗谷管内の観光協会関係との連携による事業

推進をこれまで進めてまいりました。 

令和３年度には、エサヌカ線写真コンテスト事業の

実施や、イベントホール内へのエサヌカ線大型写真

パネルの設置を行うほか、公園内における写真スポ

ットとしての活用を念頭に、絵と文字を描いた牧草ロ

ールの設置などを計画しておりますが、引き続き、観

光協会と連携をしながら、観光交流拠点としての認

知度向上に努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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この観光の部分に関

しましても、何度も質問させていただいておりますけ

れども、だんだん、時の流れとともに時代は変わって

いって、観光の需要も若干変わってきているのかなと

いうような気もします。 

言ってみれば、今は団体ツアーのほうがメインでは

なくて、個人の人たちが、レンタカーですとか、キャン

ピングカーで訪れて長期滞在をしたり、気軽に立ち

寄って、観光をしていくというような時代に、数年前か

らですけれどなってきているようです。インバウンドも、

ほぼほぼゼロに近いわけですから。このコロナでね。 

コロナが収まっても、それが実際に元のように戻る

かということに関しましても、先行きがもう、全然不透

明なわけですから、観光という部分に関しましては、

今時点では、何も明るい見通しがないですけれども、

いずれコロナも終息しますしね。今度はインバウンド

よりも、国内の人に力がそそがれるのではないですか。

ほかのところは、もうやっているようですけれども。 

こういう部分も含めて、この計画ですよ。だから。執

行方針の中に書いているわけですから、具体的なも

のがあるかどうかは分かりませんけれど、実は、その

具体的なものが、先ほど村長もちらちら言っておりま

したけれども、そのほかに、あのさるふつ公園の景観

整備とか何とかという部分も、以前の活性化委員会、

前々回までの議会で確かあったのかな。特別委員会

がありますけれども、調査研究特別委員会の中で、コ

ンサルタントが２人か３人来て、いろんなことをやった

のです。 

結局、何もできないままに終わってしまったという

経緯があって、その委員会もなくなってしまいました

けれども、やったことはいいことだと思うのですよ。どう

したらいいのかという部分でね。ただ、誰しもが考え

ていることは、あの公園を真剣に考えたときに、このま

までいいのかと。 

確かに、機能しているかいないかといったら、機能

していないわけではないですけれど、もうちょっと何と

かなるのではないかなと。 

予算案はもちろん必要ですよ。ああいうものをいじ

った予算というのは、結構な額になってしまいますか

ら。 

ただ、観光を含めたあの公園を整備する。あそこは、

言ってみれば拠点ですよね。猿払村の。まさにその
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位置にあるわけですよ。その部分をこれから何とかし

よう。いわゆる猿払村の顔ですよね。 

初めて猿払村に来た人が、あそこで猿払村のイメ

ージができてくると言っても過言ではないと思うので

すけれど、それをどうしたいのかという部分を、今まで

の２つの質問も同じですけれど、何か見えてこないの

ですよ。 

当然、執行方針の中で、細かいことを言えと言って

いるわけではないですけれども、計画すらできていな

いという部分があるわけですよね。 

計画ができていないということは、では計画を作っ

たときに、予算どうするのと。全部補正でもってくるの

かと。なんで当初予算に入れないのかというふうな感

じもします。 

ですので、予算書を見ても一つも出ていませんか

ら、どうしたいのかなと。とりあえず放っておくみたい

な感じになってしまうのかなというふうに思うのですけ

れども、観光でご飯を食べている人もいるわけですか

ら、それも含めて、真剣に考えていただかないと困る

なという気はします。 

執行方針の中に書いている機能という言葉が入っ

ていますけれど、どのような形で機能的にという部分

に引っかかったのですけれど、その言葉にね。 

あの公園をどのように機能的にしたいのかという部

分を、ちょっと聞きたいのですけれども、多分、何かを

思い浮かべて、あの言葉を言ったと思うのですけれど

も、どちらか分かっている方がいらっしゃるのであれ

ば、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

質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

まず、山森議員さんが言ったとおり、さるふつ公園

というのは観光の拠点ということで、やはりあそこにつ

いては、さるふつ公園の中では村民の憩いの場。そ

して、観光客が来て賑わう場として、これからもいろい

ろと計画を練りながら、施設改修等を含めて、行いた

いと思っておりますが、なにせ老朽化している施設も

かなりあるということで、昭和時代の施設もあるというこ

とで、機能充実という部分については、今の施設を有

効利用しながら、ホテルを中心として、いろいろと改

修をしなければならない部分もありますし、新しい施

設というのも、なかなか今の現状、財政的にも厳しい

ような状況でありますので、機能充実というのをどうい

う形にすれば機能充実になるかという部分はあるの

ですが、ソフト面も含めて、いろいろと機能充実含め

て、いろいろとＰＲをしていきたいなと思っております

が、今、観光の施設の関係について、早急にやらな

ければならない部分もあるのですけれど、観光協会

も含めて、いろいろと練りながら、今の施設の改修を

含めて、行っていきたいなというふうに考えておりま

す。 

答えになったかどうかはあれですけれど、そういう

ことです。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、阿部課長のほう

から答弁をいただきましたけれども、気持ちはすごく

良く分かります。言うに言えないという部分もあります

し、計画自体がいろんなことを考えられますから、ど

れがいいのかという答えはないと思うのですよ。 

ただ、一つ言えるのは、例えば、アイデアという部

分から始まって、いろんな施設が出来上がってくると

いう部分から始まって、もちろん課長も分かっている

と思うのですけれど、いろんな自治体に存在していま

すよね。別にお金をかけているわけではないのです

よ。なのに、人がすごくいつも集まっているという施設

が沢山ありますよね。 

課長も以前、議会事務局長にいたわけですから、

そのときにいろんなところを視察して、たくさん見てい

ると思うのですよ。ああいうのを見て、いくらかかった

のかなと思うのではなくて、なんでこうやってできるの

だろうなって。そんなに交通量が多い沿線ではない

のに、人がどんどんそこに目指して集まってくるという

部分で、いろんなものがあると思うのですよ。そういう

のも含めて、いろんな人とアイデアを練って、やって

いってほしいなと。 

もちろんお金はかかりますよ。かかりますけれど、

莫大な予算がかかるわけではないですから、あそこ

にでかい施設を建ててと言っているわけではないで

すよ。１回そんな計画がありましたけれども、却下しま

したよね。議会で。そんなものはいらないと。 
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そういうのではなくて、猿払村は田舎ですから、そ

の田舎にあったログハウスではないですけれど、プレ

ハブみたいな長屋みたいなものでも、全然問題ない

なと思うのですよ。あそこの牧場の横にピッタリではな

いですか。そういうものというのは。 

変な言い方ではないですけれど、あんなところに

でっかいすばらしいものを建てても、ただ浮いている

だけであって、もしくはホテルのデザインに合ったも

のを近辺に作るですとか、その景観ですよね。人が

訪れて、いいなと思うものを作っていこうというアイデ

アから始まって、その後にいくらかかるのだろう、どの

ぐらいの規模がいいのだろうという部分になってくると

思うのですよね。 

それも含めて、官民一体となって、ぜひ事業の企

画をこれから練っていただきたいなと思いますけれど

も、お昼になっているようなので、とりあえずこの質問

は、もう一度、質問をさせていただくということで終わり

ます。 

○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５５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。 

一般質問を続行します。 

山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：質問させていただき

ます。 

３番の観光の部分の質問ですけれども、先ほど、

機能の部分でお伺いをいたしました。 

あともう一つ、同じ質問の中で、観光ＰＲ強化による

認知度向上と、誘客促進という部分で伺いたいと思

いますが、これも、午前中の交流拠点の機能向上と

同じような質問になってしまいますけれども、基本的

にどのような取り組みなのかという部分を、まず、最初

に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たいと思いま

す。 

先ほど、村長のほうでも答弁がありましたが、まず、

令和３年度については、今も行っているのですが、猿

払村のホームページ、また観光協会のホームページ

で観光ＰＲをするというのと、今、協議しようと思ってい

るのが、ポケットモンスターの中で、今、北海道と株式

会社ポケモンが提携して、ポケモンのマンホールの

蓋、オリジナルのマンホールの蓋を全道で４か所ず

つぐらい増やしているような状態なものですから、そ

れも含めて、今、協議しようかなと思っております。 

そういった形で、やっていただけるということになれ

ば、猿払村のオリジナルのポケモンのそういうキャラク

ターを用いた、オリジナルのマンホールの蓋を作成し

ていただけると。 

その中で、商品展開として、いろんなオリジナルの

商品を活用して、猿払村のデザインを活用したオリジ

ナル商品を作成できるということで、いろんなＰＲ効果

というのは、これも先ほどのポケモンのやつも全国展

開しているということで、そういった形で、猿払村のそ

ういうやつができれば、ポケモンのそういう方が来て、

観光の誘致にも繋がっていくのだろうというふうに思

っております。 

今、コロナ禍の中で、特にホテルの関係について

は、ツアーとかもほとんど来ていないような状態なの

ですが、それについても引き続き、ツアーの造成に

向けて、いろいろと進めていきたいなというふうに考

えております。 

ＰＲ強化という分では、今、猿払村の観光大使の関

係で、名前はちょっと言えませんが、猿払村出身の

方を検討しておりまして、それがいろいろと協議が出

来次第、協定を結んだ後に、行政報告をしたいなと

いうふうに考えております。 

いろいろとできる限り、ソフト面を含めて、ＰＲ強化

に向けて、できることからやっていきたいなというふう

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）：ポケモンのマンホー

ル。これ、観光にやっぱりなるのでしょうね。 
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企画政策課がやっているということは、観光に結び

付けていると思って、やっているのでしょうけれど、公

園の敷地内に、それは設置される見込みであるという

こと。 

悪いことではないというふうには思いますけれど、

観光に直接繋がるかどうかという疑問はありますけれ

ども、計画があるのであれば、ぜひ進めていただきた

いとは思います。 

あとは、そのオリジナルグッズですか、一つ疑問に

なったのが、ポケモンですけれど、小さい子が皆さん

分かって、人気もあると思いますけれど、なぜポケモ

ンなのでしょうかね。 

たまたま、そこに引っかかったというのがあるのでし

ょうけれども、グッズが販売するということは、どこでも

やっていることですから、特別、目新しいことではな

いですけれども、計画があるのであれば、進めていた

だきたいとは思います。 

ただ、私の言いたいのは、大きなくくりの中で考え

たときに、今までどちらかというと、観光に関しては、

例えば、前回の質問の中で観光を質問したときに、

答弁の中では、広域連携の中でやっていきたいです

とか何とかって、組織として役場の体制の中で、宗谷

管内なら宗谷管内の組織の中で、観光事業をいろい

ろやっていきたいという部分もありましたね。それは継

続していると思いますけれども、それはそれでも別に

いいです。いいですけれど、そうではなくて、今は、

そのポケモンの中でもあったように、独自のものです

よね。そういうものをやっぱりといいますか、そっちの

ほうが大事だと思うのですよ。 

広域でやってしまうと、どうしても薄まってしまうので、

独自のアイデアといいますか、事業内容が云々という

のではなくて、計画した事業を誰がやるかというのは、

私は一番大事だと思うのですよね。 

いくらいい企画でも、やる人間によっては、それが

いいものにもなりますし、普通のものにもなってしまう

という部分もあるのでね。 

もちろん、行政の中でどんどん進めていくというの

は必要ですけれど、先ほどの質問の中で言ったよう

に、官民一体となってものを考えたときに、やっぱり、

それに特化した人がいないのであれば、やる気の人

間ですとか、アイデアをたくさん持っている人たちと

いうものを巻き込んでやっていくのも、私は大事な部

分ではないかなと思いますけれどね。 

役場の中で計画を練って、議会の承認を得て、事

業を進めていくというのは、それはそれで悪いことで

はないのでしょうけれども、今までそれをやってきて、

形が変わっていないのであれば、やっぱり違うことも

考えていかなければならない。行政マンとしては、や

りづらい部分もあるかもしれませんけれど、そこを突

破して、やっていってほしいなという気はします。 

これを追求してもしょうがないので、精神的な部分

になってしまうので、これ以上、深くは追及しませんけ

れども、私の質問はいつもこうですから、その部分で、

ぜひやっていっていただきたいと。私も事業を進めて

いる中で、いろんな意見を聞いたり何なりして、アドバ

イスはできないかもしれませんけれども、いろんな人

を探していきたいなと。 

やる気のある人はたくさんいるのですよ。こういう小

さい村でも。そういう人たちのアイデアを聞いたり、行

政として、それに対して何ができるかというのをやって

いったほうが、私は、スピードも速くなるでしょうし、新

しいものもできてくるでしょうし、目新しいものができて

くるということは、人々の関心も高まっていくのではな

いかと私は思っていますので、ぜひ、その辺も検討し

ていただきたいと思っております。 

終わりがないので、次の質問にいきたいと思いま

す。 

４番目。 

新たな商品開発の体制整備と、特産品のＰＲ強化

についてお伺いします。 

１次産業が基幹産業の本村では、古くから、地域

資源を活用した特産品の製造販売等を行っていま

す。 

特に、ホタテ貝の干し貝柱やソフト貝柱は、以前か

ら製造販売されており、世界中に輸出されています。 

また各企業からは、ホタテカレーが数多く販売され

るなど、様々な商品が、製造・販売されています。 

またサケやマスなども、いくつかの事業者が、６次

産業化に取り組んでいる現状もあります。 

さらに、本村が実施している施設園芸栽培調査研
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究事業で生産された葉物野菜や、今後、栽培される

イチゴなどを使用した商品開発も、将来期待できるも

のであります。 

農業や水産業といった、基幹産業の将来を見据え

た商品開発は必須であり、核心を捉えた補助金等、

また道や国の支援制度も見逃さず、事業者への支援

を推進するべきと考えます。 

その中で、現在計画されている商品開発とＰＲ活

動は、どのようなものなのかお聞きします。 

○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。 

現在、施設園芸調査研究事業で栽培したイチゴを

活用したアイスクリームの製造を計画しており、その

ほかにも、具体的ではまだありませんが、イチゴを活

用した新商品の開発を、検討していきたいというふう

に考えております。 

国や道の補助制度につきましては、関係機関と日

ごろからコンンタクトを取り合い、相談や情報共有を

図っていきたいと思いますが、そのほか、村独自の支

援制度として、新商品開発に対する補助金制度を、

新年度から設けることとしております。 

その内容としましては、主に、地場産品を原料とし

た新商品を開発する事業者に対し、50万円を上限に、

補助対象経費の２分の１を補助するものとしており、

既に、事前相談も受けている状況であります。 

また特産品のＰＲ活動につきましては、村や観光

協会のホームページ、観光パンフレット、ふるさと納

税のサイト、村内各企業によるホームページや、ダイ

レクトメールによる販売などをこれまでも行っておりま

す。 

そのほか、コロナ禍により、昨年は中止となりました

が、村内の企業による特産品の販売や村内外イベン

ト時での特産品即売会など、あらゆる手段でＰＲ活動

を行っており、今後についても、これらの取り組みを

継続して行っ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）：まず、特産品ですけ

れども、施設園芸が今回、実験施設が完成されて、

今、村長が言ったように、イチゴもこれから生産がされ

ると思いますけれども、やっと一つ増えたなと思って

います。 

というのは、今までは例えば、ホタテですとか、カニ

ですとか、サケ・マスですとか、牛乳ももちろんそうで

すけれど、ほんとにもう数の限られた特産品しか本村

にはなくて、ほかの自治体に行くと、もっとたくさん、

いろんな製造できていけるような物産というものがある

のですけれど、猿払村に関しましては、そんなに数が

多いわけではないわけですから、その中で、いろん

なものを作れ作れといっても、なかなか限りがあるなと

いう感じはしていました。 

ただ、この中で、村政執行方針の中にもあったよう

に、道とかのやっている、これ言ってみれば、食品加

工研究センターとかと協力して、何かをやっていこう

かなというような部分も書いてありますけれども、その

辺の部分はどうなのですかね。 

これから、いろんな特産品を開発するに当たって、

そういうものを活用して、やっていこうという考えはあ

るのかどうかというのを、ちょっとまず先にお聞きした

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）：先日、札幌に出向い

たときに、食品加工研究センターの主幹のほうと、い

ろいろ話をさせてもらって、そのときに、麺類を作った

り、いろんな商品開発をしている業者と話し合いをさ

せていただきました。 

その中で、その方については、猿払のホタテを使

ったホタテラーメンを作りたいというようなお話をいた

だきましたので、私も、漁業協同組合のほうにお話を

通知させていただきました。 

そのあと、向こうのほうの仕事が一段落してから、

改めて村と漁協のほうに、そういう提案を申し上げた

いというようなお返事をいただいております。 

地元の企業で、なかなか商品開発も非常に難しい

ところではありますけれども、その企業については、

全道的な、いろんな地場産品を使った商品開発をし

ているところでございますので、たまたま、食品加工

研究センターの部長か主幹の方からのご紹介をいた
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だいて、いろんな話を聞かさせていただきましたので、

いい方向に向けばいいかな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）：食品加工研究センタ

ーの分に関しましては、私も二度か三度、毎年５月か

６月に札幌であるのですけれど、そこで、地元の企業

の方と、たまたま偶然、猿払村の人と会って、これか

ら相談に行くのだということで、個室でということで、同

行した経緯があります。いろいろ親身になって聞いて

くれるので、ぜひこういうものは活用して、こういう機関

とは密に連携をとって、やっていっていただきたいな

という気はします。 

あとは、その特産品という部分で、別に食に関して

の部分ではなくても、特産品にはなりますよね。 

何を言いたいかというと、道南のどことは言いませ

ん。道南のある町で、ホタテの殻を使って、いろんな

ものを作っている会社が、もう30何年前からあって、

いろいろ苦労をしていて、今、いろんな商品開発をし

ています。というのは、今までは、ホタテの殻はそのま

ま外に放置をしていたら、その成分が地下に流れて、

地下水が汚染されたと。それでどうするんだという話

になって、そこの社長さんが手を挙げて、いろんな試

行錯誤をして、何年もかかって、やっと商品開発がさ

れて、今は、ホタテの殻はそこに投げておかないで、

いろんなものの商品に化けているという状態なのだそ

うです。 

ネットで調べたのですけれど、一応、一回行って、

見て来ようかなと思ったのですけれど、なかなか距離

的には遠い部分もあって、冬でしたので、ためらって

いますけれど、近い将来、一回、私一人でもいいで

すから、見てこようかなというふうな感じはしていま

す。 

ホタテの貝殻も一応資源ですから、別に食べ物に

限ったわけではないですよね。そこには、そこが作っ

た石鹸ですとか、入浴剤ですとか、チョークももちろ

んそうですけれど、いろんなものの商品が出来上が

っていて、道の駅とかでも販売していて、すごく売れ

ているという話も聞いていますし、そういう部分で、そ

れもブランド化しているのですね。 

ですから、それも含めて、食品加工研究センター

に限らなくてもいいですから、そこの部分に関しては、

食品加工研究センター。ほかの部分に関しては、ほ

かの機構を使ってもいいですし、実際にやっている

企業さんの話も聞いてもいいと思うのですよ。 

そういうのも、ものすごい資源ですから。それを活

用する手はないなという気はしています。それも、地

域ブランドになっていけば、もうしめたものだというふ

うな感じはしています。 

今まで、食べ物に関してもそうですけれど、いろん

なブランドのものを出しましたよね。一つなくなったと

いう言い方でいいのかな。今まで製造をお願いして

いたところが、確か倒産したのか、会社を畳んでしま

いましたよね。居酒屋もやっていたところ。あそこ、う

ちのホタテの物を使って、物を作ってもらって、私もた

くさん買いましたけれど、店を畳んでしまったのでしょ

う。会社も。このコロナに巻き込まれたという感じです

けれど、一つ減ったという部分ですよね。 

ここの商店でも売っていたものが、今度、もう売れ

なくなってしまったという部分もありますから、それも

含めて、いろんなことありますけれど、手を緩めてしま

うと、また２年、３年遅れてしまうので、継続して、何か

ないか何かないかというのが、やっぱり必要になって

くるのではないかなと思いますけれども、この質問も、

もう何回も同じような質問をしていますけれども、先ほ

どと同じように、アイデアを自分たちの頭の中に、そ

のアイデアがなかったら、アイデアのある人から聞け

ばいいだけの話であって、それが誰かというのを探す

のも、やっぱり仕事なのではないかなというふうな気

はしています。 

先ほど、村長が言っていたように、特産品の開発

に対する上限50万円の補助金という部分も、いいこと

だと思いますよ。 

ただ、その規模がどのくらいなのかは分かりません

けれども、そういう人が一人とかではなくて、４人でも５

人でも、たくさんの人が携わってくれるような仕組み

づくりというものをつくっていくのが行政だと思ってい

ますので、それも含めて、何が一番いい方法なのか

というのを探っていっていただきたいなという気はして

います。 
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この50万円上限という部分も、これでほんとに足り

るのかという部分も含めて、どういう事業展開をするか

によって変わってきますけれども、それも、例えば、さ

っき言ったホタテの殻を使って何かを作るのであれ

ば、猿払村が適材適所ですよというアピールも必要

になってきますし、今の自分たちの足元を見て、実情

に合った、こういう資源があります、ああいう資源があ

りますというものを広めていく。そのＰＲというものも、

特産品のＰＲに繋がっていくのではないかなという気

は、私はしていますけれども、考えればいろんなこと

があります。ありますけれども、ぜひ核心を捉えた制

度をつくっていただきたいなと。 

なんか隣の町がやっているからうちもやるかではな

くて、独自というのがすごく惹かれるのですよね。うま

くいく、いかないは別にしても。自分たちが考えたと

いうものを、やっぱり打ち出してほしいなと。それを、

自信を持って予算書の中に、ボンと書き込んでいくぐ

らいのものではないと。 

今の施設園芸がそうですよね。もう自信を持ってや

っていますよね。ああいうものを、２つ、３つ作ってい

ってほしいなという気はしています。 

せっかく、この執行方針の中に書かれているわけ

ですから、今年度はこの方針でいくわけでしょ。です

から、これに沿ったものを、やっぱりやっていってほし

いなと。 

ただ、大体似たようなことを書いておけばいいやと

いうふうなものが見えてくると、また私は、何回も質問

をしなければならなくなってくるので、ぜひ、そういうも

のを含めて、やっていってほしいなと思いますけれど

も、それについて、私が一方的にしゃべって終わって

しまうとしょうがないので、何か答弁していただければ

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、前段のホタテ

の貝殻の再利用といいますか、その部分については、

もし間違いでなければ、私も過去に、その会社という

か、その社長さんとお会いしたことがあると思います。 

多分、共同まちづくり推進課長のときか、産業課長

のときかなと思います。多分、私のときは、私も道南の

八雲町に行って、見てきました。 

そのときは、たまたまウロ処理の関係で、何とか、

村内から出るウロ処理をしたいという気持ちの中で、

そこの施設を見に行って、そこの会社は、たまたま、

ウロにはカドミウムが入っておりますので、そのカドミ

ウムを除去できるような形で、何とか、うちから出る産

業廃棄物を自家処理できないかという勉強をさせて

いただいた時期がありました。 

そのときは、カドミウムの除去は、なかなか電気分

解も含めてできないということで、希釈をして肥料にし

ているという状況でしたので、ただ、基準値より希釈を

して薄めて、ほんとに作物の肥料として私はいいのか

というところに、ちょっと疑問符がつきましたので、そ

の会社の社長とは、なかなかやり取りができませんで

したけれども、そのあと、ホタテ貝殻については風化

貝として、いろんな形で再利用をして、石灰として、い

ろんな形で利用されているということは、十分承知を

しております。 

ただ、そのときに、役場がホタテ貝殻を持っている

わけではありませんので、そのときには、漁協さんで

すとか、加工業を営んでいる方に、いろんな紹介をさ

せていただいて、どうしたらいいかというようなお話を

させていただいた経過もあって、その後、話が進展し

ていかなかった。そのほか、ホタテの貝殻についても、

土壌改良材ですとか、いろんな形で再利用されるよう

になってきましたので、本村については話が進まなか

ったと。 

また稚内市のある企業については、ホタテの貝殻

については、殺菌作用ですとか、いろんな効能が見

られるということで、水に溶かして足を入れていくと、

水虫が良くなるですとか、いろんな形の洗剤も含めて、

薬品も開発されたということで、宗谷総合振興局の売

店の中で売られているというようなことも、私も買って

きて試してみましたけれど、私は水虫ではありません

けれども、いろんな形で購入をして、試させていただ

いたという時期があります。 

これから、今、議員の提案のあったとおり、確かに、

本村の商品開発のＰＲ活動も含めて、上限50万円が

いいのかどうなのかという部分については、初めてや

らせてもらう事業ですので、今、相談も受けている業

態の方々もおりますので、その方々の話を聞きながら、
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今後、どういうような形でいいのかというところについ

ては、検討の余地があるのかなというふうに思ってお

ります。 

また先ほどの観光のＰＲの部分については、お金

ですとか、商品だけではなくて、担当課長のほうから

ありましたとおり、今、人的な観光大使として、もっとも

っと猿払村をＰＲしていただこうということで、ＨＢＣと

手を組んで、今、うちの有名な方がテレビに出ておら

れますので、ＨＢＣのほうとしてもそういう方を、ぜひ

猿払村としても利用と言ったら変ですけれど、協力し

て村を盛り上げていきたいというような思いが、我々と

ＨＢＣとのほうで合意に至りましたので、改めて、４月

になると思いますけれども、私がそちらのほうに出向

いて、観光大使のほうの任命をして、ＨＢＣといろんな

事業展開も含めて、村のＰＲをしていっていただきた

いですし、していきたいなというふうに思っておりま

す。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：最後の部分の観光大

使、ＨＢＣですか。観光大使は何人いても別に問題

はないので、ただ、ほかの自治体でも観光大使はい

ます。何人もいる自治体もあります。ただ、名刺だけも

らっている観光大使もいます。その大使の人たちをど

う活用していくか、言い方は悪いですけれど、動いて

もらって、どのようＰＲをしてもらうかという、どのような

働きをしてもらうかというのも、こちら側の主導でやっ

ていかなければならないのではないかなという気はし

ます。 

有名な人であれば、観光大使の一つや二つ、持っ

ていますよという話も聞いたことがあります。 

それも含めて、なったからいいやではなくて、その

方をどう使うのか。ただ、その方が放送局の社員であ

れば、できることも限られてしまいますし、当然、その

テレビ局に利益がある活動をしなければならないでし

ょうしという縛りが出てきますよね。 

もう一人いる観光大使、脇屋シェフに関しては、個

人ですから、自由に活動ができますけれども、ある会

社の社員であれば、その方が観光大使になった場合、

縛りが当然出てきます。それも含めて、やっぱり検討

していかなければならないのではないかなという気は

しています。 

これは、やってみなければわからないことですけれ

どね。うまくいくことを願っております。 

もう一つ、その前にあった貝殻の部分ですね。 

一番いいのは、ここに、そういう工場ができることが

一番いい方法なのですね。それができるかどうかは

分かりませんけれども、仮にできた場合は、ここでの

特産品にそれがなっていくわけです。ホタテの殻にし

ても。 

ウロの処理に関しては、これはもう多分、まだまだ

年数がかかるのではないですか。今の科学技術では、

到底無理だという話は聞いています。これはしょうが

ないことなのでね。 

札幌に、それを電気分解で云々という会社があっ

たらしいですけれど、うまくいかなかったという話も聞

いていますし、このウロに関しては、まだまだこれから、

ほんとにもう何年も何十年も、その処理の解決にかか

るのではないかというふうな気はしています。 

貝殻の再利用、たまたま私が今、貝殻と言ったの

は、食に関する部分ではなくてという部分で、ここに

今、一番資源があるのは貝殻ではないかという部分

で質問させいただきましたけれども、例えば、石灰の

工場。去年の秋に、私一人で行って、その工場の中

には入れませんでしたけれど、工場があるのですよ。

石灰の工場。独自のプラントを持っている工場で、外

からぐるっと見ましたけれども、ホタテの石灰だけで儲

かるのですかねと案内してくれた方に聞いたら、とて

も儲かりますという話はしていました。 

すごく品質のいい石灰が出来ているそうで、それを

わざわざ、苫小牧までサロマ湖からトラックで毎日運

んでいるという話を、運送費をかけてでも、利益が上

がっているという部分を聞きましたので、同じようなこ

とができるかどうかは分かりませんけれど、そういった

ことで、資源を活用するという部分では、お手本にし

てみたら、おもしろいのではないかなという気はして

います。 

質問は終わります。 

次の質問に移りたいと思います。 

５番目です。 
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ＩoT技術を活用したスマート産業等の推進につい

てお伺いします。 

昨年から開始された施設園芸栽培は、現在、順調

に事業が進められていると認識をしています。 

このまま順調に計画が進んだ場合、事業規模の拡

大等は、検討課題になっているのか。 

またIoＴ技術を活用した各分野での事業とは、どの

ような分野を示しているのか。 

ＩoT技術やAI技術は、農林水産業やその他の産業

でも、活用が急速に進んでいるものであり、その活用

範囲も、多種多様になっているのが現状であります。 

今後、産業振興の一環として、IoTやＡＩを活用した

各種事業への参入を推進す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。 

施設園芸栽培の実証事業では、ビニールハウス２

棟をご存じのとおり建設し、昨年10月から事業を進め

ておりますが、現時点では、実証事業期間内での棟

数の増などの事業規模拡大については、現在考えて

おりません。 

まずは、施設園芸栽培の効果的な猿払システムを

確立するため、実証期間中にしっかりとしたデータを

取り、分析した上で、今後の事業のあり方を検討して

いきたいというふうに考えております。 

またIoT技術を活用した各分野での事業について

でありますが、村では、令和元年度に猿払村IoT推進

構想を策定し、基幹産業の効率化、地域社会・経済

の活性化、新規産業の創出の３区分。 

さらには、水産業、酪農業、新産業など９つの分野

において、IoTやAI技術の導入に向けた検討を行っ

ており、今後においても継続的に、各分野での事業

化に向けた検討を進めていきたいというふうに考えて

おります。 

議員もおっしゃるとおり、私も産業振興の一環とし

て、IoTやAIを積極的に活用するべきと考えておりま

す。 

これまでも酪農業では、搾乳ロボットの導入や個体

管理など、積極的な導入をしている企業もおりますが、

村としても、自動制御装置を活用した施設園芸実証

事業や、GIGAスクールの導入などを進めてきた経過

もありますので、今後におきましても、関係部署や関

係機関等々と連携協議しながら、最新テクノロジーの

活用に向けた検討を進め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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：この施設園芸の部分

で、このIoTを活用して、その補助金で賄ったという経

緯もありますから、これは当然、進めていく事業であ

ると思いますけれど、施設園芸に限ったものではない

と思います。 

その部分は、施設園芸の部分で、国からの補助金

はいただきましたけれども、IoTですとかAIというのは、

このコロナ禍になって、７年とか８年とか進んだと。今

までのスピードよりも、７倍から８倍は進んだのではな

いかと言われていますよね。リモートですとか、ほか

の部分で、技術がどんどん進歩していったというのを

聞いたことがあります。 

それが何なのだという話になってしまいますけれど、

例えば、今、IoTとかAIという部分で、ドローンというの

が、個人で持っている方もいますけれど、商売でやっ

ている会社がありませんよね。たくさんね。 

今、皆さん見たことあると思いますけれど、テレビと

かで最近やっていたのが、運送業にドローンを使うと

いう、特に田舎でね。畑のずっと向こうにあるドラッグ

ストアが、自分の家に、ドローンで薬を運んでくれると

か、３キロぐらい先のところの大型スーパーが、自分

の家の前まで、ドローンで荷物を運んでくるというのを、

この間、テレビでやっていました。すごいなと思った

のですけれど、ある知り合いの方にも聞いたら、今、

一番進みはじめているのは運送業だと言っていまし

た。 

その前に農業なんかは、とっくにもうAIとかIoTを使

って、農業がどんどん進んでいますけれども、今はも

う、運送業がそれにどんどん入ってきているという話も

聞いています。ここは風が強いところですから、それ

が実際にできるかどうかは分かりませんけれども、た

だ、田舎に行けば行くほど、そういうものが生きてくる
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という話もテレビの中で言っていましたけれども、まさ

にそのとおりだなというふうな気もしています。 

あと１つは、農業ばかりではなくて、これからうちの

役場でも水中ドローンですか。あれ、まだあるのか分

からないですけれど、１回、確か企画政策課かどこか

でテストをしたような気もするのですけれど、それに関

しても、これから進んでいくのではないかというような

話も聞いています。 

ただ、ここで、猿払村は水中ドローンというと、ホタ

テの生育状況を調べるのではないかというふうなこと

でしか、頭の中に浮かんでこない方がたくさんいるの

ではないかと思いますけれども、例えば、港湾ですよ

ね。港の中の不具合を数年に１回調べるのに、わざ

わざ、今まではダイバーを使って、潜って、暗い中で

ライトを照らしてやっていたものが、水中ドローンです

と、ドボンと入れて、それで全部写してくれるとかね。 

あとは、河川の部分もそうですし、橋桁の部分もそ

うですし、いろんな部分に、水中ドローンがこれから

活用が進んでいくのではないかというような話も聞い

ています。それを計画の中に入れるというのは、今の

部分ではナンセンスですけれど、それも含めて、やっ

ぱり勉強というものをしていく必要があると思うのです

よ。 

あの施設園芸の部分だけが先にバーッと進んでい

って、多分、この執行方針の中に、それが取り組まれ

たのだというふうに思いますけれど、補助金も多分、

これからどんどんついてくるはずです。その部分に関

してはね。 

ですから、どの辺まで考えているのかな。ただ、施

設園芸のことだけを考えて、このIoT技術を活用した

スマート産業という部分を打ち出したのか。 

それとも、もっとほかの部分もあってのものなのかと

いう部分を私は知りたくて、この質問を提出したので

すけれども、ただ、施設園芸の部分だけを強調したく

て言ったとは言いませんよね。きっとね。 

ただ、これだけだと困ると思うので、どんな活用方

法をIoTとかでやっていけるのかというものが、皆さん

の頭の中にあるのかどうかという部分を、多分、阿部

課長あたりは思い浮かべているものがあると思うので

すけれども、その辺どうですか。 

ちょっと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。 

執行方針の中では、施設園芸の形が中心に書か

れておりましたけれども、今までのいろんな業者の方

が、AIやIoTとかも含めて、いろいろ活用の提案もあり

ます。 

その中で、一つの案としては、例えば、水道メータ

ー検針。これが冬になれば、ずっとやっていなくて、

それを一個一個、水道メーター検針を検針員の方が

行っていると。 

ただ、遠隔でやるですとか、そういった部分をいろ

いろと今、検討もしているところなのですが、お金の

部分についても、費用対効果も含めて、いろんな部

分でAIやＩoＴを活用しながら行っていくような形で、あ

と、問題はお金の関係ですね。 

そういった部分ですとか、先ほどの山森議員が言

ったとおり水中ドローン。これも１回、漁協の港のとこ

ろで、水中ドローンを使ってやった経過もあるのです

が、猿払村の海流が相当強いということで、なかなか

水中ドローンをオホーツク海でやるには、線も繋がっ

ているということで、なかなか厳しいような状態ではあ

ったのですが、先ほど、港湾の中とかということであれ

ば、そういった部分も可能かなと思いますので、いろ

んな活用もできると思いますので、これからもいろん

な業者さんも含めて、いろんな提案もなされるかと思

いますが、それも含めて、いいものであればいろいろ

検討しながら、当然、企画政策課だけではなくて、い

ろんな課もまたがって、中身も聞きながら、進めること

は進めていきたいな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）：恐らくこれは、施設園

芸の事業が計画すら出ていなかったら、多分、この

執行方針の中に、IoTとかAIという言葉が出てきたの

かなというのも疑問であったのですね。 

たまたま、その分野で猿払村が合致したという部分

で、補助金をいただきましたけれど、これもある種、こ

うなった経緯がありますからね。今、課長が言ったよう
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に、ドローンの部分に関してもそうですし、ただ、先ほ

ども言ったように、これから多分、どんどん国がその制

度をつくっていくというか、今度、免許も厳しくなると

いう話もちらっと、ドローンに関して聞いたことがありま

す。 

そうなってきたときに、ますます道や国というのは、

補助の対象にしてくるのではないですか。そういうの

も、いつもレーダーを張っておかないと分からないこ

となので、ある人に聞くと、内容は聞きませんでしたけ

れど、まだまだ補助金の分野なんていくらでもありま

すよと言う方もいます。 

ですので、その辺のことは、レーダーを張ってとい

うか、いつも、どんなものが出てきたのかなというもの

を見ていただきたいなと。それを活用する方がいるの

であれば活用をしていただいて、補助を十分に活用

してほしいなというふうに思います。 

質問は終わりたいと思います。 

では、最後の質問に移りたいと思います。 

６番目。 

広域行政の推進についてお伺いします。 

近隣自治体と広域行政の推進は、以前から検討さ

れていますが、定住自立圏協定については、細かな

提言が示されました。 

その後、本村に利点がある項目の活用計画はある

のか。 

また第３期宗谷定住自立圏共生ビジョンについて

も、同様に活用できるものは見出せるのかお聞きしま

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。 

定住自立圏協定におきましては、中心市である稚

内市と近隣町村の間で、生活機能の強化に係る政策

分野、結びやすいネットワークの強化に係る政策分

野、圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野の

中での具体的事項が規定されており、産業振興、医

療・福祉、教育文化など12の分野で構成されておりま

す。 

その中で、本村に利点があると思われる項目としま

しては、生活交通路線の維持事業、公平委員会の共

同設置、行政不服審査会の共同設置、圏域職員研

修事業、講演会等情報提供事業、広域観光推進事

業のほか、稚内北星学園大学との地域包括連携協

定事業として、村内の小学５、６年生を対象とした土

曜塾の開催について、学生に来村していただき、実

施しております。 

また第３期宗谷広域圏共生ビジョンにつきましては、

令和３年度から令和７年度までの５か年を期間として、

現在、パブリックコメントを経て、３月末日までに策定

される予定となっております。 

今日の新聞では、このパブコメについては、なかっ

たというような報道がされております。 

内容につきましては、第２期ビジョンと大きく変わり

ありませんが、新たな取り組みとして、村内小学校の

事業等における稚内市や浜頓別町のプール施設の

利用、市立稚内病院での宿泊型産後ケア事業の実

施を新年度より予定しておりますので、今後について

も、有効に活用できる取り組みがあれば、積極的に

進め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）：今、村長の言ったよう

に、第３期宗谷定住自立圏共生ビジョンのパブリック

コメントに関しては、提出意見はゼロ件というふうなこ

とも伺っていました。 

先月いっぱいやったようですけれども、定住自立

圏というのも、一般質問で何度かさせていただいてお

りますけれど、進んだと思いますよ。以前は、ただ、名

前だけというのがあったので、去年とか一昨年でした

か、細かな分野が示されて、それに沿って、いろんな

ものが進んできているのではないかというふうな気も

しています。 

ただ、この定住自立圏というのは、中心市があって

の話であって、宗谷管内のほかの自治体の方に伺う

ことがあったのですけれど、どうしても、中心市のほう

に利点がいくようなものになってしまう部分が、多々あ

るというふうなお話も伺っています。 

これに上下関係があってはならないわけですから、

ただ中心市というだけであってね。こちら側としても、

言うことは言っていかなければならない部分もありま
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すし、もっと言うと、定住自立圏を使わなくても、ほか

の広域連携として、例えば、近くの中心市以外のとこ

ろと、いろんな協定を結んでも、私は別に問題はない

のではないかなという気がします。 

それで、何をするのかというと、例えば、今までの

質問の中にあったように、観光に関してもそうですし、

商品開発にしてもそうです。 

たまたま、思い浮かんだのですけれど、例えば、こ

こでいうと猿払はホタテです。豊富のほうに行くとホッ

キガイです。ですから、ホタテとホッキで、いろんなコ

ラボの商品を作ってもいいですし、あそこの漁師の方

は、大した件数はないのですけれど、10年くらい経つ

のかな。８年、９年くらい前に、冷凍技術がないので

冷凍してみたいと言って、管内の加工場の社長に頼

んで、そのとき、豊富の町長も来ました。漁師の方も３

人ぐらいで、職員の方も２人か３人来て、みんなで来

て、そこで急速冷凍機にかけたのですよ。ホッキガイ

を。 

なぜかというと、ホッキが、ホッキ祭りのときにしけた

ら、ホッキがないのだと。冷凍を卸しているところが１

社しかないので、そこは、冷凍する施設がないので、

どうしようもないという話になっていて、冷凍できるの

であれば冷凍して、ホッキ祭りのときに活用したいと

言って、４月ぐらいに確か来ました。 

いろいろやったのですけれど、それからどうなった

かは分かりませんよ。そのときの豊富の町長も来て、

いろんなお話をさせていただきましたけれども、それ

ほど切羽詰まったものがあったようですね。 

ですから、あそこのホッキは私もいただきましたけ

れど、素晴らしいホッキなのですよ。ほんとに。見事な

ホッキです。そういうものと一緒に、北宗谷で、貝を使

っていろんなものを、これでシジミかなんかがあれば

いいのですけれど、天塩は宗谷ではないですからで

きないですけれど、そんなものもあったら、おもしろい

ものができるのではないかなという気はしますけれど

ね。それもアイデアの一つです。 

ですから、定住自立圏共生ビジョン。これを進めて

いくのも、もちろんですけれど、そこばかりではなくて、

活用計画が、今、実際に活用しているものがあるので

あれば、進めていけばいいでしょうし、なんか目新し

いものがあるのではないかなと思って、質問させてい

ただいたのですけれど、これはしょうがないことなので、

引き続き、連携してやっていっていただきたいなと思

いますけれども、それとは別に、定住自立圏とは別に、

いろんなものをやっていってもいいと思うのですけれ

どね。 

私は個人的に、近くの自治体の町の人と話をした

ときには、一緒になんかやろうって、同じ考えなので

すよ。やっぱり。定住自立圏はあるけれど、いまいち

だという話はします。 

何かやろうと言って、何かは分からないですけれど、

何かやろうと言うのですよ。 

ですから、そういう方もいますので、職員の中でも、

多分、同じだと思いますよ。あちらの職員の方も、や

る気のある方はたくさんいますから、そういうことも活

用して、やっていっていただければいいなと思います

けれども、最後にこの件に関して、答弁がいただけれ

ばいいなと思いますけれども、よろしくお願いいたし

ます。 

○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、いろんなご提案をいただきました。 

我々、組長同士も知らない仲ではございませんし、

また、それぞれの地域の特産品もあります。 

また特産品として、今、開発途中ですとか、中頓別

町のワインですとか、幌延町も今、自分のところの木

の樽を使ったワインが出来たということで、いろんな連

携ができると思います。 

その部分については、集まる機会に案を出し合い

ながら、何かやっていきませんかというような話し合い

を設けさせていただきたい。 

また、それぞれの担当部署の職員も含めて、集ま

る機会があるでしょうから、職員同士で各地域を盛り

上げるために、連携でどんなことをやっていけるのか

というような形の中で、ボトムアップ方式で、我々のほ

うに提案していただけるような環境づくりを、しっかりし

ていきたいというふうに思っております。 


