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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）：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（野村雅男議員・登壇）：質問を通告いたし

ております。 

１点目。 

以前に、道東の芽室町を議会で視察してきたとこ

ろであります。そのときに、芽室町さんは、村内にも農

業関連、輸送関連、いろんな農機具関連の工場や企

業がありまして、そういう中で、就農ですとか、働く人

が足りないという要望から、地域おこし協力隊員を募

集して、その中で、人手不足を解消しようとして、芽室

町内も、もちろんマッチングでしょうけれど、外部から

も招聘をすると。そういうような考え方で、結果は残念

ながら私は聞いておりません。 

しかし、明日から浜のほうも船が出始めますし、先

日、水産加工関連の方々と、いろんなお話をお聞き

したところでございます。そしたら、今年は中国も、そ

れからベトナムも、人がすぐに入ってこれない。逆に、

本年度で終わって帰りたいという人も帰れないという

ような状況にあるといったようなことで、これをどういう

ふうに捉えたらいいのか、近場の地元、あるいは隣町、

そういう人材も一昔前の地域であった、会社に勤めて

いる人の年齢が１歳ずつ上がっていくというような、水

産加工場の社長さんもおりましたけれど、今は入って

くる人もいない。そして、どんどんどんどん減ってきて、

定員にも満たさないというような形で、推移していると

ころでございます。 

水産関係だけではないと思いますし、役場本体、

病院、あるいはやすらぎ苑ですとか、そのほか、公的

な仕事に携わる方も、なかなか募集しても集まらない。

そういうふうに聞いているところでございます。 

ですが、地域おこし協力隊は、用途があれば、国

のほうで交付税を用いて人件費を負担してくれるとい

うことでございますが、人件費を村費で負担、あるい

は関連企業が負担をしても、なかなか集まってこない

というのが現状です。 

これを一企業だけで、もう賄えない寸前のところま

で来ている状況ではないのかなと。そんなふうに思っ

ている一人であります。 

それで、ちょうど１年ちょっと前であると思うのです

けれど、村長さんにも一度お聞きをしました。そうしま

したら、春から協力隊員の方の中に、そういう業務を

やってこられた方がいらっしゃるので、いろいろと精

査をしながら手をかけていきたい。そのような答弁が

あったように、私は記憶をしているところであります。 

それで、その後の進展がどのようになったのか。人

と人とのマッチングですから、なかなか簡単にすぐ出

るとは思いませんし、ただ条件面があっても、住居が

しっかりしていないと、受け入れるというのは難しいで

すし、そういうマッチングの仕事をそういう方にお願い

をしながら、住居のほうはどうなるのかということも必

要でしょうし、あるいは村外の状況等をどのような形で

把握されているのか。 

その辺を、まず村長さんにお聞きをしたいなという

ふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの野村議員

さん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、村独自の取り組みではありませんけれども、

ハローワーク稚内からの依頼により、役場庁舎１階に

専用コーナーを設け、猿払村と浜頓別町の企業から

の求人票を閲覧することができるようにしております。 

また今後につきましては、他町村で実施している、

地域版ハローワークの取り組みや、民間によるマッチ

ングサイトを利用した取り組みなどの調査を改めて強

力に進め、本村にふさわしい取り組み方法について、

検討を進めていきたいというふうに考えております。 
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また今、議員さんからおっしゃられましたけれども、

村職員についても、なかなか奉職していただけない

状況が続いております。さらには、それぞれの事情が

あるものの、中堅職員を中心に、中途退職者も相次

いでいる状態であり、村の将来を担う職員の育成が

思うようにいかず、私としても、大変危機感を感じてお

ります。私自身も、村の営業マンとして先頭に立ち、

社会人経験者の採用など工夫をしながら、職員採用

に、現在、力を注いでいるところでありますし、各企業

におかれましても、小規模な企業が多いですけれど

も、様々なところにアンテナを張りながら、積極的に

出向いていく姿勢が、今後、求められるのではないか

というふうに思っております。 

ただ、なかなか働きながら人探しをしていくというと

ころについては、非常に厳しい状況もありますので、

前段でも申し上げましたとおり、民間によるマッチング

サイトですとか、いろんなことも検討させていただきな

がら、建設協会またはいろんな各企業とも、いろいろ

検討していきたいというふうに思っております。 

できるだけ早いうちに立ち上げ、いろんな形の中

で、報告をできるようにし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（野村雅男議員・登壇）：結果は何も出てい

ないということでございます。 

ですけれど、去年は、地域おこし協力隊員の中に、

そういう経験がおありであるという方に、そういう仕事

の命令は出していないという認識でいいのですか。 

○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。 

昨年の４月に、夫婦で協力隊に来ていただきまし

て、一人は映像担当。一人は移住コーディネーター

ということで、猿払村に就いて、今、活動をしていると

ころでございますが、コロナの関係もありまして、移住

についても、いろいろな部分で見合わせておりまして、

その辺も含めて、今のところは移住の方についても、

ハローワーク的な部分の活動ですとか、そういう部分

については行っていないような状況でございます。 

それとですね、昨年の６月末で終えた地域おこし

協力隊の方１名なのですが、その方については、猿

払村に残っていただきまして、今、会社を立ち上げて、

いろいろ活動しているということで、今後についても、

猿払村に住んでいただくような形になっておりまして、

いろいろ活動を続けているということでございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男議員・登壇）：専任サイトではなく

て兼任ですけれど、少し、そういうサイトのほうをやっ

ている人がいるというふうに認識をしてよろしいです

ね。 

それで、少しずつそういうことをやっていただきた

いといいますか、それは、村長さんが判断することで

あり、私はやっていただきたい。 

民間サイドからも、とにかく窮屈で、募集しても誰も

来ない。ですけれど、募集のチラシだけは、色もいろ

いろ変えて、派手に回っていますけれども、集まって

いないというのが実態ですね。私たちも、自分で仕事

をしておりますけれども、ほんとに貴重な人方を、今、

働いていただいているのだなと実感をしながら、次の

世代の方々に来ていただかないと、事業自体も消滅

してしまうという段階に入ってきているのではないの

かなと。 

これも、やはり村長さんが先頭に立ってやっていか

ないと、猿払村というのはどういうところなのか。そうい

うものを一生懸命やっている村、一生懸命やってい

ないところ、そういうのが求職サイトの人方からも、そう

いうのは目に映るものであると思いますし、一生懸命

やっているところは、いろんなサイトもたくさんあると思

うのですよね。 

前にも、移住者のテレビ番組をNHKで取り上げて、

実際に、あちこちの公民館ですとかに、本州のほうで

移住されている人方のテレビの場面を見ましたら、そ

ういうＮＰＯ法人で実際にやっている方々の現地に行

ってみて、行く方にもきちんとした人を。また受け入れ

る側の方にも、きちんとした条件を付けて、うまくマッ

チングをさせて、この移住者を送り出していると。そう

いうふうに私は受け止めました。それを受け入れる側

も、そういうきちんとした情報を発信しないと、おかし

な立ち上げ方をしていて、何も受け入れもできないの
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に受け入れたというような情報が流れてしまうと、相手

も非常に嫌うというような状況ではないのかなと思い

ます。 

それで、移住者を受け入れるという住居の問題に

ついて、村長さんは、今、どのように考えていらっしゃ

るのか。 

それのお答えを一つ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）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

移住者等の住宅という部分については、空き家バ

ンク登録がまだ１軒もないという状況の中で、嬉しい

のか寂しいのか、非常に良いところなのですけれども、

移住者の希望については、あくまでも民間住宅の空

きを見ながら、ご相談をさせていただいているという

のが、今現状としては、そういう形になっております。 

また公営住宅等の空きも含めて、検討していきた

いというふうに思っております。 

今後、公営住宅の長寿命化計画もありますけれど

も、公営住宅の別の寮と移住体験住宅も含めながら、

移住者の住宅として使えるかどうかというところも、今

後、検討していきたいというふうに思います。 

ただ、老朽化が激しいですから、修繕にはお金が

相当かかると思いますけれども、そういうことも含めな

がら、今後、移住者の住環境も含めながら、どうでき

るかという部分についても、検討していきたいというふ

うに思います。 

現在、水産業ですとか、酪農業について、外国人

の方々の受け入れを現在しております。 

また地元建設業におかれましては、建設その方々

についても、ベトナム人等の外国人の受け入れをし

ているという状況の話を聞いております。 

村としましても、何とかそういう方々が来ていただけ

る、ベトナム人等の外国人の方々に、しっかりと猿払

村で住んでいただけるような環境整備も、今後、行っ

ていきたいというふうに思っております。 

JETの部分で、申し込んでおりましたベトナム人が

おりますけれども、認定が下りましたけれども、このコ

ロナの状況の中で、本村に入国が、今遅れている状

況でございます。この方々が入っていただければ、し

っかりと語学指導。それから、実習でおられるベトナ

ム人等の通訳と生活習慣も含めながら、やっていけ

るような環境づくりも、しっかり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）：野村君。 

○議員（野村雅男議員・登壇）：住むところは、民間

の空き待ちということでございますね。完全に空いて

いるというのを、借りて待っているというわけにはいか

ないということですね。 

そうしましたら、ないのと一緒ということですよね。今

ほとんど、民間の住宅は空きがないですよね。 

ということは、何も次に考えていないというふうにし

かとれないですけれど、それでいいですかね。 

ということは、あまり、村内のそういう募集の話もでき

ないということと一緒なのではないですか。 

もう少し前向きな話になりませんかね。例えば、少

し前の話になります。陸別町でしたか、国から補助金

をもらって、店舗が５軒くらい入って、１億４千万円ぐ

らい国からもらって、１億２千万円ぐらい町さんで出し

て、５軒くらい店舗が入ったというのを、ちょうど足寄

町に行った帰りに見てきました。 

前に、私もきちんと確認はしていないのですけれど

も、壮瞥町かと思いますけれど、当時、町の財政がど

うだったのかは分かりませんけれども、公営住宅を20

軒くらい商工会に作っていただいた。そして、その借

り入れた金額を町が全部借り上げて、毎月、家賃を

お支払いしている。 

20年経ちましたら、商工会さんのほうから町のほう

に寄附を受けるということが、結構前の新聞に出てい

たことが私の頭の中に残っています。 

荒療治かもしれませんけれども、今は、そういうこと

はできないのか。１棟４戸でも、例えば、商工会さん

に作っていただくと商工会さんの所有になりますから、

固定資産税はかかりませんよね。民間では、固定資

産税はかかりますけれど、そういう方法というのはうま

く考えられないですかね。 

提案ですけれど、どんなものでしょうか。 

○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
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お答えをさせていただきたいと思います。 

なかなか後ろ向きな答弁で、大変申し訳ありませ

んでした。 

ある企業さんからは、体力のあるところについては、

職員を新規採用するに当たって、やはり住環境が大

事であるということで、来年度以降、職員住宅と一般

の貸し出しという状況の中で、建設をしたいというよう

な企業さんもおりますけれども、全てが体力のある企

業ばかりでは当然ございませんから、今、議員さんか

らご提案のあったような公営住宅の政策が、空き家等

で空いている住宅も含めながら、移住してこられる方

の住宅の環境整備にできるかというのは、私、この場

では返答をはっきりと言えませんけれども、担当者の

部署のほうと協議をさせていただいて、できるもので

あれば、そのような形で検討していきたいと思ってお

ります。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男議員・登壇）：昨日の北海道新聞

を私も読んでおりまして、ドラフトというのですか、地

方に移住をしたい人。それと、道内の町村、あるいは

一部団体、会社関係、お互いに登録をして、向こうか

ら来るほうは、野球の選手という形で自分をPRする。 

そして、この人であれば良いのではないかなという

町村の方から受付をして、全部がマッチングしている

とは私は思いませんし、これからも、どういう形で採用

とかを進めていくのかも分かりません。 

ですけれど、これも１つの移住の最初のきっかけ。

ちょうど１か月くらい前に、民間の結婚相談所の所長

さん。今は独立して、自分で結婚相談所を経営して

いるという方も、道内９町村くらいから委託を受けて、

結婚に向けての事業相談を受けていると。 

それも１つはマッチングであると思いますし、そうい

うのに入って力をお借りするというのも、今はこういう

時代ですから、必要なのではないかなと思います。 

まだまだ、間に立ってくれそうな人はたくさんいると

思います。簡単に探せませんけれども、そういう人方

は探せると思いますよね。その中で、猿払に向いた

人方を探して行くべきではないのかなと。 

その中で、一歩ずつ踏み込んでいかないと、なか

なか猿払村に足を踏み入れてくれる人がいないので

はないのかなと。そのうちに、猿払村に住んでいる人

方も、少しずつ自然減もありますし、あるいはそれぞ

れの家庭の都合によって、途中で猿払村を去られる

方もいらっしゃる。 

それが、日刊宗谷の記事に、１年間に52名減った

というふうに書いてあります。少し真剣に、スピードを

かけるという意味ではないですけれど、そういう方向

性のかじを切っていったら良いのではないのかなと。

そのように思います。 

次に移ります。 

本年度、学校給食センター改築の基本設計費用と

して、予算の計上がありました。 

次年度以降に建て替えをして、次年度で完成する

と思います。 

今の時代ですから、非常に、調理の器具ですとか、

あるいは作業の工程もスムーズにいくような設計がな

されると思います。ですから、料理のスタイルも一変さ

れてくるのではないのかなと思います。 

物をボンと突っ込みましたら、何か料理になって出

てくるわけではないですけれど、そういう過程におい

て、例えば、タマネギ１個を切るにしても、いろんな切

り方があり、キャベツとかも何に使うという中で、ポンと

やると出てくるというような感じでしたら、料理を作る

方々も楽しくて、意欲的に取り組んでいただけるので

はないのかなと。そのような給食センターを、私自身

は想定しておりますけれども、非常に夢のある施設が

来年できるわけですから、これから実施設計に入るわ

けですから、そういった暁に、今、何人で給食センタ

ーを運営しているかどうかは、私は良くわかりません

けれども、例えば、今まで５人でやっていましたら、１

日１人ずつ交代で休ませながらでもできますとか、そ

ういうようなことができると、人件費を削るという意味で

はないのですけれど、そういうふうになってきたら、い

ろんなコストも安くなってくるのではないかなと。 

そこで、給食センターの小学校の給食費はいくら

徴収されているのか。中学生はいくらか。そして何人

いて、その合計はいくらになるのか。 

まず、教えていただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：お諮りいたします。 

本日の会議を全日程終了まで、時間を延長いたし
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たいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（太田宏司君）：異議なしと認めます。 

よって、本日の会議時間は全日程を終了するまで

延長することに決定いたしました。 

眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・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。 

小学校の給食費、現状では、小学校で4370円。中

学校で5140円。小・中の児童・生徒を合わせまして、

約1260万円の給食費の徴収という形になっておりま

す。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男議員・登壇）：令和３年度の会計

を見ましたら、給食センターの給食費の取り扱いが、

公金化されるというふうに書いてあります。合計で

1260万円ですよね。 

私、もう１つ、高校生の通学の費用のところを見さ

せていただきました。 

令和３年度の予算は、1250万円です。先ほども、

同僚議員さんの質問のやり取りから見て、こういうふう

な給食費を安くできないかという質問なのですけれど、

なかなか予算は厳しいと思いますけれど、この辺は、

どのように考えておられますか。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：お答えさせていた

だきます。 

今、公会計化というお話もありました。これは、昨年

12月定例会で議決をいただきまして、令和３年度から、

公費として給食費を徴収する公会計化へ移行すると

いう形をご承認いただいたものであります。 

給食費については、現在、猿払村学校給食費の

徴収及び管理に関する条例施行規則において、先

ほど申し上げました、小学校4370円と中学校5140円

というふうに定めさせていただいておりますけれども、

この額は、平成26年度から、ずっと同じ金額を維持さ

せていただいております。 

公会計移行後も、食糧費ですとか、原材料費等の

高騰もありまして、正直なところ、値上げもしたいとい

う要素はたくさんあったのですけれども、現行の金額

で定めようという予定でございます。 

あと無償化という方向は考えられないかということ

でございますけれども、令和元年度の調査の数字で

すけれども、現在、北海道内の23自治体が、給食費

の無償化を実施しております。 

特に近年、子育て支援、少子化対策、子育て世代

の定住・転入の促進を図るために、給食費を無償化

するという自治体が、少しずつですが増えてきており

ます。宗谷管内では、唯一、中頓別町が令和２年度

から、子育て支援の一環として、給食費の無償化を

実施したと伺っております。 

猿払村ではどうかということでございますけれども、

先ほど申し上げました、児童・生徒分で、約1260万円

の年間の給食費の徴収額となっております。当初予

算上では、1700万円の数字になっておりますが、差

額については、教員の分と給食センターの職員分を

合わせた金額というふうになっております。 

先ほどのご質問の中で、新しい給食センターの建

築も考えているのであれば、材料を入れたら、すぐ料

理ができ上がるような施設を期待しているというお話

もありましたけれども、計画では、令和３年度に基本

設計。令和４年度で実施設計。工事の着工は令和５

年度。今のところ、計画として立てているところであり

ます。 

私としましては、子育て世帯の負担軽減に繋がる

支援策として、無償化は、有効な策であるというふう

には考えますけれども、今、お話ししたとおり、給食セ

ンターも建て替えがあります。 

そのほか、教育関係施設も改修が必要な施設だら

けでございます。それを考えると、行財政改革も進め

なくてはならない厳しい財政状況の中では、この無償

化については、慎重に判断していく必要があるなとい

うことで、個人的には考えております。 

今後、村長をはじめ、財政部局と十分議論をしな

がら、この無償化の是非については、検討させてい

ただければ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（野村雅男議員・登壇）：今、なかなか難し
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いというご答弁をいただきました。 

ですけれど、猿払村もおかげさまで、ふるさと納税

も大変好調で、数字もそのように受け賜わっておりま

す。 

全国から寄附をいただいている皆さん方は、当然、

将来の子どもたちへの期待と、そういうものもあって、

このふるさと納税というものに参加をしていただいて

いるのではないのかなというふうに考える一人であり

ます。 

そういうような観点から、道内で23自治体、宗谷管

内では中頓別町が令和２年度からやっているというこ

とでございますが、先日も確か、根室市はふるさと納

税が大変大きな金額になっておりますけれども、根室

市も、５年度分くらいの予算が確保することができたと

いうことで、今年度から給食の無償化をするというよう

な記事が出ておりました。 

ぜひですね、猿払村も、ふるさと納税をいろんな形

で使っておりますけれど、できれば、子どもの中に使

えるものの１つとして考えていただき、予算の計上化

になっていただければ、幸いであるというふうに思い

ます。 

以上で、質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：これで、一般質問を終結い

たします。 

 


