
- 1 - 

令和３年 第２回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和３年 ６ 月 １６ 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、通告書に基づき、順次、質問をさせて

いただきます。 

まず１番目に、子育て支援について、お伺いいた

します。 

厚労省の発表によると、2019年の全国の合計特殊

出生率は1.36％で、前年の1.42％から低下。また出

生率は、過去最少を更新しました。 

その中で、本村にいたっては、全国平均より、いま

だ高い数値を維持しています。本村で暮らす子育て

世代の中には、就職や結婚を機に、地方から移住し

てきた方々が多数存在しており家庭を築いています

が、親類縁者が皆無の本村での生活は、ときには不

便を強いられることが多々あると伺っています。 

特に、乳幼児を抱える家庭では、日中は、夫婦ど

ちらかが子育てに専念をしています。その中で、乳幼

児の定期健診や通院、買い物等では悪天候や冬期

間など、目的地に徒歩で向かうのは、非常に苦慮す

るとお聞きしております。 

本村には、福祉タクシーのような住民サービスが事

業化しており、子育て世代の住民に対して、何らかの

支援策を打ち出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。 

村としても、子育て支援に重点を置いており、その

１つとして、令和元年度には、子育て世代包括支援

センターを立ち上げ、安心して妊娠・出産・子育てが

できるよう、様々な相談に対応しております。 

また今年中には、母子手帳アプリさるっこを利用し

て、オンラインにより、保健師に相談できるシステムを

構築することとなっておりますので、村としても、積極

的な利用・周知を進めていきたいというふうに考えて

おります。 

また消防署猿払支署では、子どもの急な発熱やけ

がなどによる病院受診を支援する、さるふつキッズサ

ポート事業を実施しておりますが、ただいま議員から

ご質問のあった乳児健診や予防接種などの利用に

ついては、対象としておりません。 

しかし、ご家庭の事情により移動手段がないなど、

お困りの場合には、是非、保健福祉課にご遠慮なく

ご相談をいただければ、その状況に応じた何らかの

対応をしていきたいというふうに考えております。 

そのほかに、子育て支援施策としましては、妊婦さ

んの救急に対応する、ママ・サポート事業の実施や

妊産婦健診における交通費助成、新生児への聴覚

検査費用の助成の増額を行うなど、保健福祉課が中

心となり、保育所、教育委員会、消防支署も含め、関

係機関が連携し、支援の充実に努めているところで

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）：今の村長の答弁、今

まで本村が、福祉もはじめ、子育て世代の皆様に対

しても、いろんな住民サービスということをしてきたと

いうのは分かります。分かりますけれども、その中でも

困っている方がいるというのは、これは現実なことで

す。 

今、村長に言ったことは、言ってみれば、どこの自

治体もやっている当たり前のことであって、例えば、

私がこの質問の中で言っている乳幼児の方がいて、

定期健診などは、１歳になるまでは月に１回ですとか、

何回ですとか、結構な数があるらしいのですね。 

そのときに、旦那さんが車に乗って勤め先に行っ
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ているときに、一回一回帰ってこなければならないと。

仕事を一旦中断してね。そういうことをしていかなけ

ればならない状態のときが、たくさんあるというふうに

伺いました。これは本人から伺ったことなので、多分

そうだろうと思いますけれども、そういうときに、ではど

うするのかと。 

でも見ていたら、高齢者の人が福祉タクシーを使

ってどんどん移動しているのを見ていて、どうして私

たちには使えないのかなと。高齢者ではないからな

のかなという率直な疑問を抱いたという話も、このとき

に伺いました。 

村長は、これ選挙のときにもよく言っていますけれ

ども、「だれにでも、やさしい、まちづくり」ということを、

声を大にして言っているようですけれども、現実として、

そういう声が出てくるということは、誰にでも優しいとい

うことは、まだ100％ではないということではないかと

私は思うのですよ。 

例えば、福祉タクシーの空いている時間、空いて

いる時間があるかどうかは分かりませんけれど、そう

いったものを活用して、やりますやりますと言っても、

では、いつ誰がどのようにやるのかということも、今は

答弁の中では言ってもらえませんでしたけれどね。考

えがあるのであれば、きちんと一日でも早くそれをま

とめて、どのような形にするのか、登録制にするのか

どうするのかという部分。そんな大した人数ではない

ですよ。 

そういうことも含めて、そういうサービスをしていか

なければならないのではないかと思うのですけれども、

具体的に、今、頭の中でどのような形にして住民サー

ビスを行っていくのかというのが、もしあるのであれば、

お答え願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今の福祉タクシーと

いうこと部分については、２台で運用させていただい

ております。 

運転手の確保というところで、これは委託をしてお

りますけれども、非常に、今の高齢者の方々のこの福

祉タクシーのニーズに、満足に応えられていない、混

んでいるという状況でございます。 

その中で、今、議員からご質問があったとおり、乳

幼児の各種健診、それから、予防接種等については、

お子さんからお金もらうわけにはいかないので、先ほ

どちょっと、僕はオブラートに包んだような答弁をしま

したけれども、今までも、保健福祉課ですとか、それ

から消防支署のほうで臨機応変に、困っている親御

さんの送迎という形では好ましくないのかもしれませ

んけれども、そういう形で対応を取らさせていただい

ております。 

ですから、どうしても足の確保は困難であるという

方については、是非、保健福祉課のほうにお電話を

していただければ、保健福祉課と消防支署のほうで

連携をして対応させていただきたいというような形で、

対応を取らさせていただきたい。そして、乳幼児を送

迎する場合には、どうしてもチャイルドシートが必要で

ございますので、今、消防のほうで確保しております

キッズサポートのところには、チャイルドシートを設置

しておりますので、その車両を運用させていただきな

がら、臨機応変に対応させていただきたいというふう

に思っておりますので、きちっきちっとルールを決め

ると、今、議員から提案があった登録制にするとかの

形にしますと、今、１台しか車両がありませんので、全

ての方々のニーズに応えられないというところが現状

だと思いますので、どうしても、各種健診、予防接種

をしなければならないという状況に応じては、先ほど

から繰り返しになりますけれども、保健福祉課のほう

に連絡をいただければ、その都度、対応をしていき

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：私は、今の村長の答

弁、言っていることは分かります。分かりますけれど、

高齢者が今利用している福祉タクシー、これは高齢

者のためのことを思って、弱者である高齢者を思って

作った。事業を立ち上げて運用しているのですよね。 

では、どうして、乳幼児を持っているお母さんたち、

お父さんたちは、多分、弱者だと思うのですよ。非常

に困っているという部分に関して、手を差し伸べてあ

げれないのかというのが、非常に疑問に思います。 

バスが足りないのであれば、増やせばいいですし、

予算をつければいいですし、乳幼児というのは、何歳
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までが乳幼児なのかは分かりませんけれど、子どもた

ちは大きくなるのですよ。でも、次の乳幼児の方が出

てくると。大した数ではないと思うのですね。 

当然、やるのであれば、ちゃんとした体制を取って、

ルールを作って、登録制にするですとか何でもいい

です。その方が、私が聞いた同じ方が言っていたの

は、福祉タクシーと同じようにお金を取られてもいい

のだと。とにかく困っているんですということを伺いま

した。 

高齢者から料金をいただいて、乳幼児から別に料

金を取るわけではないですよ。働いている両親からも

らうのですよ。高齢者は働いていないです。 

ですから、言っていることがちょっとずれているの

かなと、私からすると思うのですよね。やるのであれ

ば、きちんとした体制を取ってやるのが普通だと思う

のですけれども、それは考え方の違いがありますから、

村長と私は違うかもしれませんけれども、ほんとに困

っている人がいるのであれば、そういう体制を取って

も、私は全然問題ないと思うのですけれども、どうで

すか。その辺について。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：考え方であると思う

のですけれども、しっかりルールを決めると、登録制

ですとか、いろんなことを決めていかなければならな

いというふうに思っています。 

それよりは、仮に、旦那さんが車を乗っていって、

各種予防接種や健診に、どうしても来れない状況が

あるかと思います。 

たまには、お子さんの体調ですとか、そういうところ

があって、どうのこうのというところもありますけれども、

そこのところはしっかり決めないで、ほんとに行けない、

この日に乳児健診、四種混合ワクチン、BCG、麻疹、

いろんな予防接種が、病院のほうにも行かなければ

ならない時期もありますけれども、そのときに連絡を

いただければ、保健福祉課なり消防支署の職員が、

しっかり対応をさせてもらいますというところなので、

そこは、しっかりルール決めをするよりは、ほんとに困

ったときについては、ご連絡をいただければ、ニーズ

に合ったような対応をさせていただきたいというふうに

思っております。 

また各種健診で、どうしてもお子さんの体調が悪い

ですとか、決められた日に健診に来れない場合があ

ります。そういう場合については、２回連続して健診

に来れない部分については、その地区の担当保健

師が、しっかりとお子さんの体調管理をするための家

庭訪問をさせていただくなど、そういうところで、しっ

かり保健福祉課のほうで、保健師も含めて対応をさせ

ていただいております。 

ですから、僕は、高齢者の部分については、免許

証の返納ですとか、家庭に籠もりがちですとか、いろ

んな足の不便さを感じているところがあると思いま

す。 

車両がない。ただ、一般の普通のご家庭ですと、ど

ちらかがやっぱり免許を持っていて、車両を有してい

る。旦那さんが車を乗っていってしまえば、その健診

のときについては、お母さんが子どもを乗せて、健診、

予防接種に来れないという状況があると思います。 

ですから、保健福祉課のほうに連絡をしていただ

ければ、その部分については、しっかりとさせていた

だくという形にしたいなというふうに思っています。 

議員が言うように、しっかりルールを決めて、こうい

うときはこう、こういうときはこうというふうになると、その

ルールから外れてしまった場合について、そのときは

臨機応変にやればいいのだろうというふうに思います

けれども、だからこそ、あまりルール化をしないで、臨

機応変に、村として対応させていただいたほうがいい

のかなというふうに、僕は思っています。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：私は、例えば、自分

がその家庭の人間であるとして、今、村長が言ったよ

うに全て臨機応変に、ルールを作らないで、消防に

電話してくださいですとか、ここに連絡をしてください

と言われたときに、連絡しないと思うのですよ。 

決まってもいないこと、自分たちだけ利用していい

のかですとか、いろんなことが頭によぎっていって、し

かも、昔からここにいる人でしたら、消防のあの人に

電話すればいいやですとか、役場のあの人に聞いて

みようと思うかもしれませんけれども、知っている人が

誰もいない人でしたら、多分、連絡しないはずですよ。
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困ったままでいると思います。自分がその立場になっ

て考えたらね。 

ですから、なおさらルール。ルールといってもかち

かちなルールではなくて、ちゃんとした基本のルール

を作ってあげて、それを知らせてあげる。利用しない

人は利用しなくていいのですよ。でも、ほんとに困っ

ている人は、利用するはずなのです。 

その中に抜け道とか何とか言いましたけれど、そん

なこと言っていたら、何もルールなんか作れませんよ。

必ず抜け道があるはずなんです。どんなものでも。 

逆にルールを作らないと、変な言い方しますけれ

ど、変なことを考える人は、もっと変なことを考えてし

まうのではないですか。 

ただ消防に連絡すればいい、毎回毎回電話する

ですとか、ルールが決まっていないから好き放題でき

るということにもなってしまうわけですから、双方の考

え方がありますけれど、本来であれば、ちゃんとした

基本的なルールを作ってあげて、これ人数、いくらぐ

らいになると思います。何十人にもなりませんよ。多

分、わずか数人かそのくらいではないですか。いいと

ころ10人とか、20人までいくかな。計算をしていませ

んけれども、その方たちのためにするのが良いのか

悪いのか分かりませんけれど、実際に困っている方

がいるのですよ。 

我々は、そういうことで困ったことがないから、実体

験がないから分かりませんけれども、実際に、その人

たちに会って面と向かって話をされると、やっぱりほ

んとに困っているというのが分かります。 

ですから、その人のためではなくて、これからも出

てくるであろう乳幼児を抱えている家庭の不便さを解

消してあげるのが、行政サービスではないですか。私

はそう思うのですけれど。 

ルールを作るのが面倒だからしないというのは、そ

れは論外ですよ。ここにいる皆さんは行政マンです

から、それを作るのは簡単ではないですか。ニーズ

調査をして、基本的なルールを作っていけばいいだ

けの話なのです。 

それを、１日でも早く住民に提示するということが、

仕事なのではないですかね。私がここまで言って、そ

れでも、いえいえそうではないと言うのであれば、そ

れは仕方ないです。それは役場の考え方として、住

民に報告するしかないです。 

その辺も含めて、もう少し柔軟な姿勢で取り組んで

いただきたいと思いますけれども、この乳幼児の部分

に関しての対応というのは、何課ですか。保健福祉

課。地域交流課。保健福祉課ですか。 

それであれば課長、是非、答弁のほうをよろしくお

願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：石田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（石田博史君・登壇）：ご答弁させ

ていただきます。 

子育てがだんだん時代も変わってきまして、男性

のほうも育児休暇を取る時代となってきています。お

二人で、夫婦二人で育てていくというのが、大分主流

になってきているかなと思いますので、いろんな状況

は、旦那さんの仕事の状況とかもありますけれども、

私も数は大変少ないと思っています。 

これを公費で、どこまでルール化していくというより

は、うちのほうで対応していけるのではないかなと思

っています。 

ほんとに数は少ないということと、障がい者など、い

ろんな方もうちで対応しておりますが、消防も含めて、

個人個人が会って対応していますので、タクシーを

仮に利用しても、ほとんどいない状況になるのではな

いかなというところでは数は少ないので、うちのほうで

対応できるのではないかなと思っています。 

それと、先ほど議員さんがおっしゃったとおり、なか

なか言いづらいのではないかなということなのですけ

れども、それもあると思います。ですけれど、訪問とか

そういうところでは、うちのほうの保健師も、かなり人数

的には充足されてきましたので、そういう人間関係の

ところのつながりで、いろんなところを相談してもらえ

ればよろしいのではないかなと思います。 

人口は少ないということで、２千人ちょっとですけれ

ども、子どもたちは、ほかの町村はこの規模ですと２

倍、25人くらい生まれますので、そういうところでは、

村の姿勢としては、いろんな対応しているというふうに

私は思っていますので、タクシーというよりは、こちら

のほうでというふうに思っているところです。 

以上です。 
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○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、保健福祉課長の

ほうから答弁をいただきましたけれども、別にルール

にこだわるというわけではないです。私はね。こだわ

るのではないのですけれど、やるのであれば、ちゃん

とやりましょうということなのですよ。 

人数でしたって、そんなのは調べれば分かることで

はないですか。会っても分かるのではないですか。

多分。ニーズが少ないからやらないというのは、それ

は論外ですよ。 

では多いからやるのか、少ないからやらないのかと

いうふうになってしまったら、それは違うと思いますよ。

内容が今こういう内容ですから、そうやって言えるの

であって、ほかのもので人数を決めれるのかという部

分は、それは、私は違うと思っています。 

ただ、今、この乳幼児の子育て支援の部分で議論

をしていますので、その部分に関しては、今までして

いなかった、こういうときはこういうところを利用してく

ださい。この電話にかけてくださいという通達というも

のを、乳幼児がいる方の家庭を調べて、今後、連絡

をするのですよね。するから、今、そういう答弁になっ

たのですよね。 

その辺、どうなのですか。 

○議長（太田宏司君）：石田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（石田博史君・登壇）：ご答弁申し

上げます。 

連絡等ということですけれども、昨年の例で言いま

すと、２か月に１回の乳幼児健診のときに、急に来れ

なくなったと。状況を聞きますと、車がパンクしていた

という連絡が入りましたので、そういうところは、いつで

も連絡していただければというところでお話していると

ころですし、そういうときは、先ほど村長も答弁しまし

たとおり、チャイルドシートがうちのほうにありませんの

で、そういうときは、消防と連携してやりましょうというこ

とは、昨年の消防との連携会議のときに、２、３回行い

まして、ある程度、もう少しキッズサポートを拡大して

いこうかなというところの検討はしていたところですの

で、そういうところで、対応できるのではないかなと思

っています。 

ただ、消防のほうも、人数的にはなかなか十分な

体制が整っていないというところで、昨年は協議した

のですけれど、少しそこまではというところで協議が

進められなかったので、人数がまた増えて、消防の

ほうも対応できるニーズになっていけば、そういうのも

少しできるのかなと思いますが、消防等の連携とお話

合いが、これから必要かなと思っています。 

いろいろな連絡ですとか、うちのほうと乳幼児の世

帯のほうとの連携は取れているのではないかなと思っ

ています。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：分かったような、分か

らないような答弁ですけれど、まず１つ目、今、思った

ことは、消防消防言いますけれど、何か責任を消防

に押し付けているようにしか聞こえてこないのですよ

ね。我々でやりますと言えないのですかね。 

是非、保健福祉側でやってくださいよ。チャイルド

シートがないのであれば買ってください。それだけの

話です。そんな難しいことではないと思うのですよ

ね。 

もう一つ思ったのは、車がパンクして来れませんで

した。それは分かります。車が故障して来れなかった

のですよね。ではなくて、ほんとは、無理してでも歩

いて行ける吹雪の日なのですけれども、大変なんだ

よねという人ですよ。例にとってみるとね。 

どうして、連絡をくださいと。そういうときは、是非連

絡ください。迎えに行きますからと、健診するのに迎

えに行きますからというだけの話ではないですか。そ

れができるかできないかということを今質問している

のに、消防がああだこうだと。 

消防でしたって仕事をしているのですよ。今ここに、

昔は消防の支署長がいたのですけれど、いないので

あれですけれど、いたら聞いてみたいですよ。どうで

すかって。ほんとに。 

是非、保健福祉課でやってください。できないので

すか。わずかな人数ですよ。その人数でしたって、全

員がするわけではないです。ほんとに、たまに連絡が

来るくらいではないですか。おそらく。旦那さんが、仕

事で抜けれるときは来れるのですよ。でも、忙しくて

来れないときもあるのではないですか。皆さんがその



- 6 - 

旦那さんでしたら、仕事を１回休んで行けますか、毎

回毎回。そうでしょ。 

ですから、ほんとに気持ちの問題ですよ。あとは。

村長がオッケーを出さなければ、できないかもしれま

せんけれども、是非、やるということを明言するという

のは、今ここで言うのは酷かもしれませんけれども、

そんな簡単なこともできないのかと住民から言われま

すよ。ほんとに。 

高齢者にこんな手厚くして、何で納税している我々

には手厚くしないのだという声がたくさん出ているわ

けですから。実際に。住民は、そういうふうな目で見

ているのです。これはほんとの話ですよ。納税者にも

っと優しくしてという話です。 

村長が公約に掲げている「だれにでも、やさしい、

まちづくり」を実現するために、是非、前向きに、一日

でも早く達成してほしいと思いますけれども、村長、ど

うですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：従来も、やらせてもら

っているのですよ。 

ですから、それを広くアナウンスをしているわけで

はなくて、本当に困っている方は、電話をくださいと。

ですから、その対応をさせていただいています。 

ですから、議員がおっしゃるとおり、今、ほんとに今

日足がないですとか、いろんな形の中で、保護者の

方から電話をいただいたら、送迎をさせていただいて

います。実際に。 

ただ、それを大きくアピールしてしまうと、今の車両、

それから人員ですと、それこそ健診に30～40人来る

わけですから、その方々が全て、では我々のほうで

ルールを決めて、しっかりやったときに、そのニーズ

に、サポートに応えていけるかというふうになったとき

に、それは非常に難しいところがあるので、本当に足

の困っている方々については、電話をください。連絡

をください。そうすれば、しっかり我々のほうで対応を

させてもらいます。保健福祉課のほうで、各種健診等

については、全職員がほとんどお手伝いをしていま

す。 

ですから、そこのところは、消防支署のほうの生活

安全係のチャイルドシートが乗った車両のほうで、し

っかりと対応をさせていただきますので、電話をいた

だきたいと。言っているところは、そこなのですよ。 

ですから、今までも、臨機応変に精神を持っている

患者さん、いろんな方々の付き添いも含めながら、従

来やってきています。 

ですから、ほんとにお困りのときについては、電話

をください。やらせてもらいますというところは、そこな

のですよ。理解していただけませんか。 

ですから、今、議員さんがおっしゃられたとおり、送

迎できないのか保健福祉課で。やらせてもらっていま

すよ。困っている方からお電話をいただければ。 

それも、今後もそういう形で、引き続いてやってい

きたいというところです。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：いやいや、村長、答

弁になっていませんよ。 

やらせてもらっているというのと、住民が理解してい

るのは別ですからね。理解していないということは、や

っていないに等しいのですよ。 

ほんとに困っている人というのは、歩けない人みた

いなという困っている人でしょ。私が言っているのは、

頑張れば行けるのだけれど大変ですという人です

よ。 

周知すると言っても、その人は、分からなかったの

かと言わさりますよね。本人にしてみると。そんなの何

も聞いていませんよとなるわけですよね。 

回覧板に出ていても、回覧板を見ない人もたくさん

いるわけですから。ではなくて、ほんとに少ない人数

しかいないのですから、乳幼児のいる方には、こうい

うサービスがありますというのをちゃんと告知してくだ

さいということです。本人に直接。 

そこなのですよ。やっていますというのは、確かに

やっていますよ。やっているけれど、やっているのと

住民が理解している部分と、後は、それに当てはまる

方たちの度合い。 

ほんとに歩けない人は、そうするしかないわけです

よ。遠いところにいて、ほんとに足がない人ですとか

ね。でも、頑張れば行けるのですけれど、小さい子を

抱えていって、歩いて吹雪の中を病院ですとか、保

健福祉センターまで行くのは、すごい大変なのです
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よねと、天気が良かったら歩いていくのですけれどね

という人です。私が、今言っているのは。 

困った人、歩けない人、本当に大変な不可能に近

い人というのは、助けるのは当たり前です。そんなの。

当たり前のことです。 

ではなくて、こんな小さい村ですから、人口が少な

い村ですから、そういう小回りが利く政策ができるの

ではないですか。 

そこなのですよ。こんなの大都市ではできませんか

らね。それをやってくださいと言っているのを、そうい

う答弁にくるから、私もだんだん熱くなってくるというの

が実際ですけれどね。 

でも、乳幼児の人を調べて、こういうサービスがあり

ますから、是非、活用してください。この番号に連絡

してくださいというのができないのかなという気がする

のです。すごい不思議でたまらないのですけれど。 

多分、言っても同じ答弁が来ると思うのですけれど、

一応、答弁を願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：年間、30人近くが生

まれます。母親学級の事業の中で、将来、そういう各

種健診、予防接種について、足の確保が難しいかど

うかという部分については、母親学級等の事業の中

で、確認を取らさせていただきます。 

そして、どのぐらいの人数の方がおられるのか、ち

ょっと把握をさせていただきたいと思います。 

ですから、本当に困っているという、今、議員さん

がおっしゃられたとおり、吹雪いて行けない状況、そ

ういうのも全部ひっくるめて、何かあったら保健福祉

課のほうに電話をくださいと言っているわけですよ。 

ほんとに困っている方、どうしても今日、３週間、４

週間空ける予防接種の３種混合、４種混合を今日で

なければ打てない。 

ですけれど、今日、吹雪いて行けない。ですから、

そういうのも含めて、電話をくださいよ。保健福祉課の

ほうに。そうすれば、しっかりと対応させていただきま

す。 

各種健診というのは、２か月に１回、３歳児健診、乳

幼児健診、いろんな各種健診がありますけれども、そ

のときは、その日しか行けない。どうしても天気が悪

い、吹雪いて行けない。下の子どもが熱を出して行け

ない。上の子どもが熱を出して行けないけれども、何

とか受診・健診をしていただきたいという部分につい

ては、是非、連絡をください。そういうところは、対応さ

せていただきます。 

そういうニーズも含めて、事前に妊産婦時期の母

親学級等、いろんな各種事業のところに聞き取りをさ

せていただきながら、どのくらいの利用者の方がいる

のかということも把握しながら、対応をしっかりしてい

きたいと。 

そういうところがしっかりできて、こういう村がしっか

り対応していただけるということになれば、また第２子、

第３子の家族計画をつくっていただけるような形にな

るのではないのかなというふうに僕も思いますので、

そこのところについては、しっかりと対応していきたい

というふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：連絡をくださいと私に

言われても困るのです。実際に、その方たちに言っ

てください。直接、電話でも何でもして、玄関先に行

ってもいいですから、訪問してでもいいですから行っ

て、こういうサービスがありますから、是非、困ったとき

は活用してくださいと。無理しないでくださいというこ

とを伝えてください。 

今までやっていますと言っていますけれど、本人た

ちは知らないわけですから、それはやっていないに

等しいのですよ。 

今、最後に村長が言ったように、第２子、第３子と

言いますけれど、いくら合計特殊出生率が、猿払村

はこれだけ維持していますと言っても、減ってきてい

るわけですよ。数字は。どんどんどんどん。維持して

も、その方たちが産まれるときの話ですから、これは

ね。子どもが小学校に上がる前に、どこかに行ってし

まったら同じではないですか。人口は増えませんよ。 

ですから、そういうことも含めておっしゃるのであれ

ば、なおさら、これだけ手厚い住民サービスがあると

いう部分を住民に示していかなければ、ここで生まれ

た人間は、ずっとここにいるかもしれませんけれど、よ

そから来た人間というのは、簡単という言い方が良い

かどうかは分かりませんけれど、どこかに行ってしまう
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わけですよ。ほんとに。良い職場があれば。 

その部分も踏まえて、やっぱりもう少し考えていか

なければならないと私は思いますけれど、結構、転出

した方がいるのではないですか。そういう部分でも。 

ですから、ほんとにこの村は良いものだと思うため

には、子どものためにと思うのであれば留まるでしょう

し、そういう部分も含めて、全部つながっていくわけで

すから、考えていただきたいと思います。 

これ、答弁いただいても、多分、堂々巡りになって

しまうと思うので、この辺でやめますけれども、是非、

その辺のことをよろしくお願いしたいと思いますけれ

ども、保健福祉課長、よろしくお願いします。 

では、次の質問に移りたいと思います。 

次の質問ですが、これは以前、同僚議員も初めて

このことに対して質問をして、その後、職員の方も、い

ろいろ講習会などを開いて勉強をしたと伺っておりま

すが、また違う視点からといいますか、基本的な部分

を私は伺ってみたいと思います。 

２番目の質問ですが、SDGｓの達成に向けた取り組

みについて、お伺いします。 

近年、頻繁に耳にする機会が増えてきたSDGsで

すが、いまだに、どのようなものか理解されていない

のが現状です。 

しかし、今や国内はもとより、世界の常識と考えら

れており、現在では、SDGsに取り組まない企業は潰

れるとまで言われています。 

SDGsは、企業が取り組むものと考えがちですが、

全国の自治体でも、未来都市計画をSDGｓで作成す

るべく、目標を掲げて取り組んでいる自治体が、いく

つも存在しています。 

17の開発目標の中には、本村が取り組むべきもの

がいくつも存在しています。SDGs未来都市及び自治

体SDGｓモデル事業の公募に向けた、計画の策定を

するべきと考えます。 

また村内事業者への取り組み推進と理解を進める

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。 

今、議員からのご説明にもありましたけれども、村と

して、これまでのSDGｓに係る取り組みとして、北海道

が事務局となっております北海道SDGs推進ネットワ

ークに、令和元年９月に加盟し、SDGｓに関する各種

情報の提供を受けておりますが、現在、このコロナ禍

のため、昨年から、会議や研修等は開催されていな

い状況にあります。 

また令和元年11月には、村民を対象とした研修会

を開催し、持続可能な開発目標、北海道でSDGｓに

取り組む必要性、猿払村の現状及び将来展望につ

いての３点を主な内容として、道の担当職員より講演

をいただき、約120名の参加をいただいたところでご

ざいます。 

そのほかとして、広報さるふつにおきましても、令

和元年10月号から４回の連載にて、SDGｓを分かりや

すく紹介し、周知を図ったところであります。 

SDGｓの17の開発目標の中には、既に、個人、企

業行政で実施しているものもありますし、知らず知ら

ずに取り組んでいることもありますが、議員から提案

のありましたSDGｓ未来都市計画や自治体SDGsモデ

ル事業の公募に向けた取り組みにつきましては、現

在、北海道内のモデル事業として認定されている自

治体は、札幌市、ニセコ町、下川町、上士幌町の４市

町と把握しております。 

村として、モデル事業として認定を受けるためには、

地域資源を最大限に活用し、低炭素社会と持続可能

な社会実現に向け、2030年のあるべき姿の実現に向

けた、高い目標を掲げて取り組む地域や都市でなけ

ればならないことから、村内の企業とも、今後、連携

を図りながら、村としてのテーマや事業内容等につい

て、検討を進めるとともに、再度、広報紙でSDGｓにつ

いての周知を行うなど、村民の理解を深めていくこと

ができるよう、今後、取り組みを加速させてまいりたい

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）：これ、17の開発目標

がありますけれど、結構、何でも網羅をされていて、

今、村長が言ったように、知らず知らずに取り組んで

いるものという部分に関して言いますと、ただ、それが

SDGｓの部分に取り組んでいないというだけであって、

例えば、いろんなものがありますけれど、高齢者福祉



- 9 - 

活動もそうですし、前浜の清掃ですとか、後は新エネ

ルギーですね。それから、産業廃棄物の再利用。こ

れは、貝殻とか何とかほかの部分。後は糞尿もそうで

すけれども、全部これ、SDGｓにそのまま移行できるも

のです。 

言えばまだまだありますよ。言ってみれば、どんな

ものを拾い上げても、全部、組み込んでいけるような

形です。 

ただ、それをどういう解釈で捉えるかという部分に

関して、計画をつくっていかなければならないという

部分が、ちょっと面倒だなという気はします。 

実際に、民間では、もうどんどんどんどん進んでい

ます。私が知っているのは、ちょっと前に、北海道の

一番有名なメロンをつくっている町がありますよね。あ

れで初競りが行われるわけですよ。200万円でしたか

300万円で競り落とした方がいますよね。あの人のこと

知りませんか。ここの役場に来て講演した方ですよ。

交流センターで、１回。 

職員の方もたくさん出席しましたけれど、あの人は、

自分で会社を起こして、もともと障がい者施設にいた

方ですけれど、自分の会社を起こして、離乳食か何

かを独自で作っていて、高級スーパー等で売り出し

ている方です。私も何回も札幌でお会いしましたけれ

ど、あの人は、SDGｓができたばかりのころに、私に言

ったのですよ。これからSDGｓですと。私もこの予算を

活用して、これを作りましたと言って、離乳食を見せ

ていただきました。東京と大阪にある超高級スーパー

が札幌に進出していて、大型スーパーの中に一角が

あるのですよ。そのスーパーに。 

たまたま、今年の正月くらいに行ったときに見まし

たら、そこの会社の離乳食が並んでいました。儲かっ

ているのでしょうね。そのメロンも、大きい金額で競り

落としたくらいですから。言われて、初めてSDGｓを勉

強したのですよ。それが、2017年かそのくらいです。

これ、2015年に採択されていますから。国連でね。 

興味があって、ずっと、ちょっとずつでも知ろうと思

って勉強しましたけれど、難しくはないですけれど、

いっぱいありすぎて、どうしていいか分からないという

のがたくさんあります。 

逆に言うと、計画もつくりやすいです。ただ、何でこ

れ、ほかの地区が北海道でこれしか選ばれていない

のかというと、SDGｓをしてもしなくても、大した変わら

ないのですよ。 

ただ、問題は未来ですよ。未来。未来のことを今や

っていくのが、SDGｓです。そのための予算も、ちゃん

と国から交付されます。ですから、やっているのとや

っていないのとでは、未来に差が出るのですよ。 

今、村長が言った下川町とかは、もう第二期の計

画を練っていますから、いち早く2017年に作ってしま

いましたからね。もう２期目の計画が出来上がってい

ます。 

ですから、それをまねすると言っているわけではな

いですよ。今、ちょっとずつでも取り組んでいって公

募をして、もう今年の公募は終わってしまいましたか

ら、３月に、来年に向けて、計画してみればいいと思

うのですよね。言ってみれば、理想の自治体をつくる

という部分ですよ。 

でも、国連に加盟している193か国が、全会一致で

承認したものをやっていくということは、間違っていな

いことであると私は思っています。 

難しいものがたくさんあるので、いちいち追及はし

ませんけれども、やる意思があるのであれば、もっとも

っと勉強してといいますか、これもいいのという感じで

すよ。 

例えば、今、言った中の新エネルギーですとか、

後は産業廃棄物の再利用。貝殻の再利用というのは、

私もこの質問の中で何回もさせてもらっていますけれ

ども、それもSDGｓに乗せて、やっていけるのですよ

ね。その分の予算も確保できるはずです。ちゃんとし

たものをつくっていけば。 

ですから、それも未来のことですよ。いろいろやる

べきことはあるのですけれど、今、実際に、どんな形

で誰がやるのかというのは、おそらく役場の中では決

まっていないでしょうし、やりたいと思っていないのか

もしれませんけれども、これをやっていかないと、今

現在、地方自治体の中で取り組みを行っているのは、

全国で39.7％しかないです。約40％。 

でも、2024年、後３年後には、60％を目標にしてい

るといいますから、その60％に入るのか、残りの40％

に残るのかという部分の選択肢を迫られますよ。多分
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これから国に。 

ですから、その部分も含めて、やりますと明言をし

てもらえないのかもしれませんけれども、ちょっとずつ

でも進んでいってもらえればいいのかと思いますけ

れど、今日の答弁の中で、今これだけ進んでいます

というふうな期待をしていたのですけれど、それはな

いようなので残念ですけれども、是非、まずは第一歩

として、来年度の正月明けたらすぐに来る選定に向

けて、計画案を練ってみても良いと思うのです。 

この猿払村というのは、１次産業の村ですよね。例

えば、浜でいうと毛がに、ほたて、鮭・鱒、農業でいう

と酪農、乳製品、それがトップクラスですよ。全国で。 

そのトップクラスのものを活用して、SDGｓに取り組

むというのは、多分インパクトがあると思うのですけれ

ど、何にもないところから自分の特徴品を引っ張り出

していって、SDGｓに取り組んで、それが選定されたと

いう自治体も、全国にたくさん、私、全部プリントアウト

したのですよ。380ページありました。全部プリントアウ

トして、家にありますけれど、今日持っていこうと思っ

たのですけれど、重たくて持ってこれなかったので、

全部は見ていませんけれど、こんなので通るのという

ものがあります。 

それを、全国トップクラスの一次産業を使って、是

非、SDGｓに取り組んでいっていただきたいと思うの

ですけれども、多分、これをやるとなると、企画政策

課が当てはまってくるのかなと思いますけれども、どう

ですか課長。どんな感じで考えています。 

○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

質問にお答えさせていただきます。 

先ほど、村長からの答弁にもありましたとおり、令和

元年度に、他の議員がSDGｓについてということで質

問がありまして、それ以降、村のほうでも、先ほどの村

長からの答弁のとおり、またSDGｓについて、いろいろ

と村民に周知しながら、広報さるふつを利用して、職

員も含めて、SDGｓについて勉強してきたところでござ

いますが、私もその後、いろいろ勉強させていただい

て、SDGｓについて、どうなのかということで検討して

いたところでございますが、このSDGｓという部分につ

いては、補助の関係についてもいろいろと調べてみ

ました。 

補助については、まず令和３年度、だんだん補助

金が少なくなってきておりますが、令和３年度につい

ては、全体マネジメント、普及、啓発等の経費というこ

とで、１件当たり1700万円を上限として、定額補助に

なっているという部分と、もう一つ、実行として、実施

計画経費については、事業費２千万円で、国費１千

万円の２分の１を上限として定額補助になるということ

で、今、補助金の制度ということになっているというこ

とで、その辺、村としても2030年に向けてのテーマ、

猿払村にあるべきテーマということをターゲットにして、

先ほどの村長からの答弁にもありましたとおり、それ

を絞った中で、どういう形でテーマとして取り組むべき

かというのを、猿払村の2030年に向けてのいろんな

取り組みをしなければならないということで、ニセコ町

ですとか下川町、上士幌町についても、2030年のあ

るべき姿ということで、しっかりとしたテーマに基づい

てやっているものですから、そういった部分について

も、2030年に向けて、テーマに向かって決めていか

ないと、なかなか進んでいかないという部分もあるも

のですから、それを少しずつ、私も勉強をしながら、

進んでいきたいなとは考えておりますが、この事業に

向けてやるとなれば、かなりハードルが高いという部

分もありますので、もう少し勉強させていただきたいな

と思いますので、答弁になっているかどうかはわかり

ませんが、そういう形で、今、検討を進めていきたいと

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、課長の言ったよう

に、補助金の額としては、そんなばかみたいに大きな

額ではないのですね。 

でも、選定されると、また違うルートがありまして、い

ろいろあるようですけれども、今、言ったように下川

町。 

何で私、これを言ったかと言いますと、道北、上川

も道北地区ですよね。でも、宗谷管内では、まだない

のですよね。 

北海道は特に少なくて、本州に行ったらすごい数

の自治体がやっていますから、是非、宗谷管内で決
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めるわけではないですけれども、この地区で、やっぱ

り先駆けていろんなことをやっていくという部分に関し

て、一次産業に関しては、さっきも言いましたようにト

ップクラスの実績があるわけですから、それを武器に

して、このSDGｓ、いつも予算の中で四苦八苦するの

ではないですか。少しでも予算を確保できるようなも

のがあれば、こういうものを活用して、なおかつ国から

も認められるわけですから、今後、やりやすくなってく

ると思うのですよね。 

もちろん、計画書を作るのは皆さんですから、大変

だろうと思いますけれども、私も下川町の第２期分の

計画を見ても、書いている内容というのは普通のこと

ですから。当たり前のことを何かたらたらと書いている

だけの話であって、何も難しいことはないと思います。

では作れよと言われたら作れませんけれど、そんな

形だと思います。 

ただ、今やっていることを移行するだけですから、

何も難しいことはないはずなのです。ただ、作り方が

いろいろあるようで、私もまだまだ勉強していない部

分もありますけれど、具体的には言えませんけれども、

是非、私も勉強していますし、皆さんでしたって、これ

から勉強せざるを得なくなってくるはずなのですよ、

きっと。こういうのは。 

なかなか時代についていくのは大変ですけれど、

でもそういう時代になっているのは事実ですから、議

員も、もしかするとこれから勉強会を開いて、勉強を

することがあるかもしれません。 

お互いに勉強をしながら、こういうことをやっていく

のは、これからの時代に沿っていくものであると思い

ますけれど、時代に遅れないように、やっていってい

ただきたいと。 

もちろん、私も勉強しますし、また機会があれば、も

しかしたら質問の中で伺うこともあるかもしれませんの

で、その辺のことを、是非、よろしくお願いしたいと思

います。 

これ、質問してもなかなか議論にならないと思うの

で、この辺で終わりたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

10時50分まで。 

 

休憩 午前１０時３８分 

再開 午前１０時５０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。 

６番、高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：おはようございます。 

よろしくお願いします。 

それでは、一般質問通告書に基づきまして、質問

をさせていただきたいと思います。 

マスクをしているのと、活舌が悪いというふうに言わ

れていますので、お聞き苦しい点がありますが、ご容

赦いただきたいと思います。 

まずもって、新型コロナウイルスに感染し、治療を

受けられた方々に対し、心よりお見舞いを申し上げた

いと思います。 

またコロナ感染により、亡くなられた方に対しまして、

衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、ご冥福を

お祈り申し上げたいというふうに思います。 

さて、先般行われました65歳以上のコロナワクチン

の接種に対し、医療スタッフをはじめとする役場職員

及び医療関係のＯＢの方々には、土日の休日にも関

わらず、スムーズな対応によりワクチン接種が行われ

ましたことに対し、心より感謝と敬意を表したいと思い

ます。１日も早く、村民全員のワクチン接種が終了す

ることを願っております。 

この新型コロナ感染症に関し、質問をさせていた

だきたいと思います。 

現在、国では、３度目の緊急事態宣言を北海道も

含めて、今月20日までとし、実施しております。 

果たして、これで終息するのかどうか。早期に終息

することは、全国民の願いでもありますが、現時点で

は、誰も、いつ終息するかは予測不可能ではないか

というふうに思われます。 

今後のコロナ対策として、４項目について、村長に

質問させていただきたいと思います。 

１点目です。 

村内で、コロナ感染者が発生した場合、個人情報

保護法により、個人名及び居住区の公表も、本人の
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意思表示がなければ公表できない状態にあります。 

感染された個人への誹謗中傷は、絶対に行っては

なりません。そのようなことが起これば、そうした行為

を行った者を徹底的に調査し、告訴し、その行為に

対して罰を与えるべきであると私は考えます。 

しかし、個人名は公表するべきではないと考えま

すが、居住区にあっては、自治体の行政として知る

べきであり、その感染が、ほかの村民に広がらないた

めに、村として、どう対応しているのかを村民に知ら

せるべきではないかというふうに考えます。 

村民の皆さんは、誰も感染はしたくありません。家

族を守りたい。他人にも迷惑をかけたくないという気

持ちで、ある面、恐怖と戦っているわけです。 

正確な情報により、村民それぞれが、感染しない

ための行動を取ることができるのではないかなという

ふうに考えます。 

今後、村内での感染者の発生時には、感染源と、

その後の具体的な対応を正しい情報として、村民に

知らせるべきではないかと考えますが、村長のお考

え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）：ただいまの高橋議員

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。 

北海道では、感染者情報の公表について、感染

症等の関係法令等の基、公衆衛生上の必要性と個

人情報の保護を比較・考慮しながら、本人の同意が

得られた内容について公表しておりますが、その際

には、国が居住地を都道府県単位で公表することを

基本とする中で、北海道の広域性や人の動きなどを

鑑み、振興局単位での公表を行っております。 

このような状況の中、より身近な地域帯での感染状

況の分析・評価を重視し、専門的な見地からの議論

を進める方向が、新たに国から示されたことなどに鑑

み、感染者の公表方法の見直し案が北海道から示さ

れており、今後は、１週間に１回、市町村ごとの７日間

の累計感染者数を公表するものとして、今月28日か

ら実施される見込みとなっております。 

具体的には、毎週月曜日に市町村ごとの１週間の

感染者の人数のみが公表される形となりますので、

村でもこれに合わせて、音声告知放送により、村民

周知を行いたいと考えているところであります。 

いずれにいたしましても、村民お一人お一人が、

感染予防等に適切な行動を自ら取ることができるよう、

地域の感染状況を的確に把握し、かつ分かりやすく

伝える観点からでありますが、感染したご本人やご家

族がつらい思いをされないよう、誹謗中傷や心ない

批判などは控えるよう、この場を借りて、私からも強く

お願いし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）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：今月の28日から、市町

村までの１週間の感染者を報告されるということで、

少しは進んだなというふうには思うのですが、先般、

村長が音声告知で行った内容、私は非常に良かっ

たというふうに思っているのですが、もう少し具体的に

知らせてほしかったなというふうに思っております。 

例えばですね、今の現状では、小・中学校は、道

の教育局からであると思いますよね。それから、保育

所は村長の権限でできるのかなと思います。 

そうであればどういう状況で、例えば、休校したで

すとか、これからのこともありますけれども、その対応

として、消毒をして２日間様子を見たですとか、保健

所によって濃厚接触者がいなかったですとか、いた

ですとか、そのことによっての対応をしたとかというふ

うに、具体的なことを伝えていただければ、かなり村

民としては安心できるのかなと。 

あるいは、村民の考えで、これは危険であるとか、

安心であるなという判断を、正しくできるのではない

かなというふうに思います。 

村長もご存じのように、SNSで、うわさというのはあっ

という間に広がっている状況です。正しいものもあれ

ば、違うものもある。やはり、村から出たものが一番正

しいのだというふうに、安心できるように、是非、早い

うちにそういう体制になればいいなと。 

もちろん、感染された方というのは、非常に落ち込

んでおられたり、家族も心配したり、それに対して、う

わさ話がまた広がるということは、非常に酷な話であ

るなというふうに思います。 

そういう人たちも、もちろんがっちりと守ってあげて
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いただきたいと思いますし、我々も、そういった面で

気を付けなければならない。 

ただ、その感染した人以外の村民の方々、これを

どうやって守るかということを真剣に考えていかなけ

ればならないのではないのかなというふうに思いま

す。 

一応、28日からそういった面で、もし出たときには、

村長、是非とも具体的な内容で、お知らせいただける

ようにお願いを申し上げたいと思います。 

２番目の質問に移ります。 

日常生活の中で不安に思ったとき、気軽に検査を

できる体制づくりが必要ではないか。 

不要不急の外出は控えてくださいと言いますが、

仕事の関係あるいは家族の関係、自分自身のこと、

どうしても村外あるいは管外に出向かなければならな

い状況もあります。 

そうしたときに、帰宅後あるいは体調の不安がある

場合に、簡易な検査により自主的に検査をして、その

結果により、公的機関の検査を申し出るような体制が、

猿払村で完備する必要があるのではないかなという

ふうに考えますが、村長のお考え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いうふうに思います。 

村国保病院では、抗原検査のキットを用意しており

ますが、この高原検査は、特に症状が出ない潜伏期

には検出されず、正確に検出されないことも考えられ

るため、感染対策としては、人との接触を控え、体調

が悪い場合には外出を控えることや、症状があれば、

病院に受診し検査を受けることなど、基本的な対策

の徹底が大事であるというふうに考えます。 

気軽にできる簡易な検査となりますと、市販の検査

キットがありますが、購入金額や検体の採取方法、唾

液ですとか、鼻の粘膜とかから綿棒で取りますが、そ

れが様々でありまして、そのほか、検査機関に送るＰ

ＣＲ検査や、その場で結果が分かる抗原検査もありま

すが、医療機関の検査と比較すると、誤判定が多い

ことが一番の問題点と考えられます。 

有効性は必ずしも高くないものと思いますが、市販

の検査キットを購入したい方がいらっしゃれば、保健

福祉課で情報提供することは可能というふうに考えて

おります。 

蛇足になりますけれども、私も、昨年の過疎の関係

で、11～12月は、ずっと東京・札幌のほうに出向いて

おりました。 

その部分については、仕事に来ないわけにはいか

ないので、役場の職員については、もし私がもらって

きたときについては、大変申し訳なく思っております

けれども、返ってきたときについては、私も簡易の検

査キットを購入しておりますので、当時は５千円ほど

でしたけれど、その部分で唾液を出しながら検査をし

ておりますけれども、安心感という部分については、

症状が出ておりませんけれども、陰性という形で出ま

すけれども、どうしても、その抗原検査の検査という部

分については、症状が出ないと陽性、陰性という結果

というところについて、非常に難しいのかなというふう

に思っておりますので、何かそういう形の中で、心当

たりのある方については、事前に医療機関のほうに

電話をしていただいて、検査を受けていただくという

方法が一番よろしいのかなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：今、村長が言われたと

おり、あの抗原検査については、国保病院でもやっ

てもらえる。それは、症状が出た場合の話であるとい

うふうに思うのですよね。 

今、村長はポケットの中にもPCR検査を持っている

のかもしれませんけれども、やはり、村長のように、あ

ちこち飛び回らなければならない。帰ってきたときに

不安だからということで、症状が出てしまえば、それは

公的機関で検査をすればいいと思うのですよ。 

ただ、そうではなくて、ちょっと気になるですとか、

家族のこともありますし、ほかの職場のこともあります

しといった場合に、例えば、企業単位で何検体上が

ったですとか、そういうのを買って備えつけておくで

すとか、あるいは保健センターでいくらか置いておく

ですとか、これは、公費ということだけではなくて、自

費でも私はいいと思っているのですが、できれば、村

全体の村民を守るのであれば、多少の支援をしてで
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も、そういう体制づくりをしたほうがいいのではないか

なという気はしているのですよね。 

近隣の町村といいますか、隣町では、保健センタ

ーなのかは詳しく分からないのですけれど、最終的

に検査をするところは、歯医者さんでやっているとい

うふうに聞いたのですけれど、そうでなければ、PCR

検査のいろんなメーカーによると思うのですけれども、

送って３日かかるですとか、一週間かかるですとか、

その場でできるものと、いろんなものがあると思いま

す。 

そういった選択についても、村のほうで考えてもら

えたらなと思うのと、あくまでも、やはりこれ簡易検査と

いうことで、厚生省の認可が下りていないものが多い

のではないかなというふうに聞いておりますので、安

心はできない。 

ですけれども、先ほど言ったように、症状が出てし

まったらどうにもならないよと。もうそれは、公的機関

でさっさとやってもらいなさいということを前提に、村

で備え付けの例がありましたら、例えば、１か所で保

健センターに常備したものがなくなった場合に、どこ

かの企業の中には、いくつか残っていますよという案

内もできますし、お互いに使いまわしができるのでは

ないかなという気がするのですけれども、この辺の体

制づくりを、もう一度考えていただくことはできないで

しょうか。 

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）：病院のほうには、当

然置いてありますけれども、今、議員からのそういうご

提案もございましたので、保健福祉課とも相談をさせ

ていただいて、在庫を抱えるような形の中で、いろん

な各企業も含めて、出張される方々、トップの方々と

いうのは当然多いでしょうから、議員さん方もそうでし

ょうけれども、そういうところは、要所要所に在庫を抱

えるような形の中で、検討させてください。 

前向きに検討していきたいというふうに思います。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：そういうふうに考えてい

ただけますと、例えば、実費でも可能なのかもしれま

せんし、そういうふうに対応していただけるのであれ

ば、企業あるいは団体にも、どのぐらい必要なのかと

いうことも聞いていただいて、村自体では、あまりたく

さん抱える必要はないような気がしますので、そうい

った対応をお願いできたらなと。 

それでしたら、村民も気軽に、検査で自分を守る、

家族を守るということでの行動が取れるのかなという

ふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

第３番目。 

村民が都市部での医療機関を受診する。あるいは

村外の家族との交流時に、出先で新型コロナに感染

してしまった場合、猿払村として、感染された村民を

どのように支援されているのかをお聞きしたいという

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）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

まず、旅行先や出張先などで感染して、村民が帰

村した場合、自宅療養となった場合ですね、保健福

祉課と保健所と連携をしながら健康観察をすることで、

村では医療器材の貸し出しですとか、食糧支援など

の後方支援をやらせていただいております。 

また感染した方の住民票が村内にあるケースでも、

村外に滞在している場合については、その滞在地の

管轄する保健所での対応となりますので、村では感

染者に関する情報がなかなか入手できないという状

況の中で、具体的な支援は事実上、今、行っており

ません。 

いずれにしましても、感染者が発生した場合には、

保健所が主体となって自宅療養の判断や入院調整、

濃厚接触者の調査を行いますので、市町村の役割

は、協力支援が主というふうになると思います。 

これまで、村内で発生したケースですと、感染者に

対して、村の保健師がいち早く心のケアなど相談に

応じていることや、体調の悪化を素早く察知し、保健

所につなげて入院となったこともありますので、緊密

な連携や、きめ細かな支援はできていると考えており

ます。 

ただ、村内から旭川、札幌等の療養施設ですとか、

市立稚内病院の病床数が満床なので、よその病院

に搬送された場合。そういう場合については、宿泊施
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設に療養されている方、それから病院に入院されて

いる方の状況というのは、なかなかこちらのほうで判

断できない形になっているので、今、村内の自宅で

療養されている方については、酸素濃度を測る器械

ですとか、それから、食糧支援というのを村独自でや

らせてもらっていますけれども、そういう方々に、旭川

ですとか札幌のほうに宅配便で、食糧ですとか飲料

水を送るという部分については、現状として、今、非

常に困難というふうに考えておりますけれども、そうい

う要望があれば、管轄の保健所のほうにしっかり申し

入れをしていくような形での手法しかとれないのかな

と。 

ただ、市立稚内病院ですと、当然、医療機関です

とか、旭川で借り上げている療養するホテルについて

は、最低でも２週間分の食べ物、飲み物は用意して

いってくださいというふうに、濃厚接触者なり患者さん

のほうに申し伝えて、入所もしくは入院されると思うの

ですけれども、稚内の場合については、連絡が取れ

れば、家族のほうで飲み物ですとか食べ物を買って、

医療機関に預けて、その方にお渡しするということは

可能なのですけれども、ただ、旭川、札幌のほうにな

ると、宅急便で送らなければならないというところがあ

りますので、現状としては、同じ村民でありながら、村

内にいる場合と村外に行った場合については、ちょ

っと差が出てしまいますけれども、そういうところでご

勘弁をいただきたいと。 

後は、管轄の保健所のほうに申し入れをさせてい

ただくという形にさせていただきたいなというふうに思

っております。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：村内で、例えば、自宅

療養ですとか、それから入院した場合。それは、猿払

村の対応としては、私は別にいいと思っているのです

よね。 

先ほど言ったように、療養施設に入院できなくてで

すとか、そういったときには、結局、保健所の指示の

まま、保健所に渡しっぱなしの村民がいるという感覚

を、ちょっと考えるべきではないかなというふうに思う

のですよね。 

ですから、そういうふうになる前に、保健所の人が

来て、施設に入る前とかに、携帯電話ですとか、ＬＩＮ

Ｅでも何でもいいのですけれども、家族とかも含めて、

そういう連絡を取り合って、村として感染者がどういう

状況にいるのということを、やはり知る必要があるので

はないのかなという気がするのですよね。 

今朝、調子が良かったのですけれど、晩になって

から、体温が上がったですとか、息苦しいですとか、

そういった状況を逐次、きっとそれは、道の保健所の

看護師なり、そういう施設におられると思うのですけ

れど、その人たちしか対応できる人がいなくなるので

はないかと思うのですよね。 

そのときに、村として、それはどう出るかは分からな

いにしても、こういう状況であるということをこっちも分

かっていて、何か起きたときには、村からも要請して

あげられますよという安心感を与えられるような対応

をしていただきたいなというふうに思うのですよね。 

検査キットを道に渡してしまった。保健所の判断に

よって、いろんなところに検査キットがいる。それに対

して、村としては口出せない。そういったこともあるの

かもしれませんけれども、今後、そういった密な対応

を、是非、支援体制として確立しておいてほしいなと

いうふうに思います。 

それから、もう一つ。 

今、感染された方が、もし猿払村に帰ってきて復帰

されているといった場合に、後遺症などがいろいろ出

るというふうに聞いているのですけれども、そういった

状況というのは、村で何か情報をつかんでいるのか。

話を聞いてるのか。 

そういう支援体制というのはどうなっているのかとい

うところも含めて、お聞きしたいというふうに思いま

す。 

○議長（太田宏司君）：石田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（石田博史君・登壇）：ご答弁申し

上げます。 

感染された方が戻ってきて、後遺症ということです

けれども、保健所と連携を取りながら、後遺症の調査

もしているところですが、全体の中では若い方が、ち

ょっと後遺症が残るという傾向にあるようです。 

うちの村も同じような例が多くなっていますので、そ

れをお伝えしながら、病院受診を保健所と一緒に連



- 16 - 

携しながら、進めてもらったりしている状況です。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：体調不良の中には、自

分がもしなったとしましたら、心のケアもしてほしいな

という。特に、内向的で無口な人間。人によって差は

あるとは思いますけれども、心のケアのほうも、是非、

お願いしたいなというふうに思います。 

次、４番目に移りたいというふうに思います。 

経済対策の一部になるというふうに思います。 

特に、いわゆるサービス業にあっては、村内外から

の客数により、経営に大きく影響が出るというふうに

思われます。 

国あるいは道の支援策の利用も行っているとは思

いますが、主たる業態を維持しつつ、新たな業態を

新設するときに、継続を目的として、村独自の支援策

を検討するべきではないかなというふうに考えますが、

村長のお考えをお聞きしたい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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

当然、今、このコロナ禍の中で、人流を抑えるとい

うようなことを政策として、国のほうで抱えております。 

当然、そうなりますと、観光客の往来もなかなかな

いという状況ですので、特に、村外からの来訪者が

多くの利用を占める事業者の方々におかれましては、

この難局に大変ご苦労され、また努力もされているこ

とと思います。 

しかし、議員がおっしゃる内容も含めて、村に対す

る具体的な支援要望を、私も担当課のほうもなかな

か把握できていない状況にありますので、今後、どの

ような要望があるのか。 

商工会員であれば、商工会を通しても構いません

し、直接、村の産業課のほうにご相談をいただいても

結構ですので、今後、なかなか人が来ない、待って

いる商売というふうになるとなかなか難しいでしょうか

ら、これから、もしかしたらオフェンスで、もっと攻めに

転じる商売をやられたいというような方も、もしかした

らおられるのかもしれませんけれども、そういうことも

含めて教えていただければ、我々のほうとしても、し

っかり前向きに検討していきたいというふうに思って

おります。 

先般、中頓別町でキッチンカーですとか、いろんな

形でやられている業種の方もおられますし、先般、テ

レビの放映でも、飲食業をやっていて、なかなかお客

さんが来ないという形の中で、キッチンカーを賃貸し

て、いろんなところに回っているというようなテレビ報

道もありましたので、そういう業態というのは、少しず

つ変わってきているのかなと。 

今は辛抱のときで、いろんな手法も考えながらやっ

ていかなければならない時期なのだなというふうに思

って、テレビを見ておりましたけれども、そういうことも

含めながら、是非、こういうことをやりたい、やってみ

たいというような形の中で教えていただければ、我々

としても検討していきたい。 

今ある産業振興条例の中でできるのか。また新た

にいろんなことを検討していかなければならないのか

ということを含めながら、やっ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）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：今、村長が言われたと

おりなのですよね。 

キッチンカーですとか、そういう攻め、守りではなく

て攻めの部分に支援をしてほしい。これから先の見

えないところであれば、廃業も考えてしまうのではな

いかと思うのですよね。そういうことから考えると、やは

りリスクを背負わなければならない。 

今、村長がおっしゃったとおり、中頓別からキッチ

ンカーが来ておりますけれども、この前、１万食売れ

たというパン屋さんですよね。東京都辺りは、キッチン

カーですとかの支援をしている。 

ただ、私が言いたいのは、それではなくて、今の本

業があった中で、やっている業態を維持、この柱を維

持するために、こっちでちょっと今、何とかして先が見

えるようにしたい。そういうものに対して、そういうリスク

を背負った中で進まなければならない部分に対して

の支援をしていただきたいなというふうに思うのです

よね。 

ほんとに先が見えない。やめてもらいたくない。と
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いうことは、やる気がなければできない。やる気があ

った場合に、相談乗っていただけるように、是非とも、

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

これ以上、質問するよりも、なるべく早く構想を取っ

ていただけるようにお願いしたいなというふうに思い

ます。 

最後の２番目、大きな２番目の猿払村国保病院の

維持管理について、質問させていただきたいと思い

ます。 

本年４月より、佐藤新院長により、診療体制が維持

されております。常勤医師１名での体制では、大変な

ご苦労があるというふうに予測します。 

佐藤先生は、昨年10月から赴任され、地域医療の

専門家として診療に当たっておられ、村民からも好評

を得ております。そのことにより、病院経営も少しずつ

好転の兆しが見えつつあるのではないかというふうに

思います。 

しかし、常勤１名で、不足の部分を派遣医師にお

願いするにも、最低限の検査医療器材の導入、ある

いは電子カルテの導入等により、診療体制を充実さ

せなければ、村民の命は守れないというふうに考えま

す。 

猿払村の場合、病院、それから楽楽心、やすらぎ

苑の三つ巴が、猿払村で暮らしていただく基礎の一

部であるというふうに考えております。 

病床数によって、病院として維持するのか。診療所

として維持するのか。院長、事務長を含めて、ご検討

いただきたいなというふうに思います。 

病院自体の老朽化、検査機器の導入、更新時期

等を鑑み、早急に、病院再建計画なるものを自立し

て、村民の理解を得るべきであるというふうに考えま

す。 

近隣町村でも、病院新築等の計画が自立しつつあ

るとも聞こえてきております。国の方針は、地域医療

を集約するべきとも聞き及んでおり、猿払村として、

名乗りを挙げる時期に来ているのではないかなという

ふうに思いますので、病院の今後に対して、村長の

方針をお聞きしたい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）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

現在の国保病院は、昭和53年建設で、既に、築40

年を経過しております。 

建物自体や機器の老朽化の問題に加え、義務と

はなっておりませんが、耐震診断を実施していないこ

と。国が示す地域医療圏構想では、宗谷圏域内での

病床数の削減が求められていることなどから、将来の

本村に必要な医療のあり方を、早期に定めなければ

ならない状況にあります。 

病院の建設には、病院機能や施設規模、建設場

所など、議会や住民への説明。国や北海道などとの

協議が必要であり、その財源が確保されても、完成ま

でには約７年ほどの期間が必要と考えておりますが、

現在は、本村における医療のあり方を協議するため、

関係部署による検討会議を７月中に予定しておりまし

たけれども、ワクチン接種の関係で、少し多忙という

形の中で、８月に開催する予定とさせていただいて

おります。 

また昨年10月に着任された現院長からも、本村で

実現したい医療体制についての提案をいただいて

おりますので、それらを踏まえ、村としての基本方針

を定めていきたいというふうに考えております。 

当然、この中で、今後の村としての医療のあり方と

いう部分についても、私も一定の考えがありますので、

その中で、院長先生も含めたチームの中で、私の思

い、それから院長先生の思い、職員の思いということ

を取りまとめながら、ある程度の案が出来上がり次第、

早急にこれを立ち上げていかなければ、財政の平準

化といろんなところもありますので、ある程度、建設年

度の後ろのほうを決めながら、この猿払村に合った医

療機関というものを、今後、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）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：国のほうでは2014年、

村長もおっしゃられましたけれども、医療介護総合確

保推進法によって、地域医療構想というのが制度化

された。この目標年度といいますか中間目標というの

は、後４年しかないのですね。 

国として、やはり医療費の削減の解決策としての病



- 18 - 

院を減らすというのは、絶対止まらないのではないか

というふうに、いろいろ調べてみますと、これからも変

わらないというふうに返ってきています。 

やはり宗谷管内、確かにまとめたほうがいいのかも

しれませんけれども、猿払村としては、私は何とか継

続してもらえるように、どんな形になるかは別にしても、

村には、やはり病院というものはあってほしい。そうい

う願いがあります。 

是非、今、８月に検討されるというふうに聞きました

けれども、村民に対して、こういう形でやらせてもらい

たいというふうに言っていただけるように、お願いをし

たいなというふうに思います。 

聞くところによると、ほんとに佐藤院長、良い先生を

連れてきていただいた。村長にお礼を申し上げたい。

ただ、歓迎会もやっていないというふうに聞いていま

す。これが、送別会にならないように、村長、頑張っ

ていただきたいと思います。 

以上で、質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２８分 

再開 午前１１時２８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）：３点につきまして、質

問させていただきます。 

その前に、緊急事態宣言が発令されている中、当

村でも、先ほども前議員が発言をしておりましたが、

コロナの感染が相次ぎ、しばらくの間、緊張する事態

となりました。 

今は回復をされまして、それぞれ元の状態に戻ら

れておるところでございます。本当に安心をしている

ところでございます。また皆様方に、お見舞いを申し

上げるところでございます。 

○○、○○○○○○○○○○○○○○。○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○

○○、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○

○○○○○○○○○、○○○○○○○○。○○○○○

○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○。○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○

○○○○、○○○○○○○○○○○○○○。 

またアメリカのバイデン大統領が、今は、ベトナム

戦争やイラク戦争を上回る死者が、アメリカの国内で

発生している。過去にない戦争の状態にある。これを

止めるのが私の最大の仕事であると著書で述べられ

ております。 

村長さんをはじめ、職員の皆様方、過重なまでに

コロナ対策をしていることは、私たちも安心をしている

ところでございます。ワクチンの接種も高齢者の方々

から始まって、順調に進んでいるようでございます。 

早くワクチンの接種が終了し、安心して出歩かれる

日が来ることを願っている一人でございます。 

それでは、質問のほうに移らさせていただきます。 

まず、全体として、さるふつ公園についてのことで

ございます。 

１番の子ども遊具の設置でございますが、これから、

審議されるべき一般会計の中で、公園内の子どもの

遊具の取り替えという項目があります。 

相当年数が経っておられるようだなということで、私

も、現地は確認に行ってきました。 

それと、せっかくこれから何十年も、たくさんの子ど

もさん方に来てもらい、遊んでいただきたいなという

思いから、果たして、今の場所にそのまま置かれたほ

うがいいのか、公園全体を見渡して、子どもたちが遊

ぶのに、まだ適当な場所があるのではないのか。そ

んなことも、ちょっと考えたところでございます。 

村長さんも、屋内の遊び場のお話を何回かされて

いたこともございますし、やっぱり、子どもが外に出て

遊ぶ。これ、ほんとに自然なことでございますし、そう

いう観点から見て、村のほうは、今の設置について、

どのような視点を持って考えておられるのか。 

それを一つ、まず伺いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの野村議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

まず、子どもの遊具の設置という部分について、お
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答えをさせていただきたいと思います。 

現在、さるふつ公園内にあります２種類の木製遊

具につきましては、老朽化のため修繕を行う予定でし

たが、雪解け後に再点検をしたところ、今年の大雪の

影響もあり、修繕が不可能な状況となっていたことか

ら、先月に、地域貢献という形で、村外の業者により

撤去をしていただきました。 

本定例会において、補正予算で計上させていただ

いておりますが、新たな遊具の設置場所としまして、

当初、さるふつ公園内の夢喰間の売店とまるごと館

の間を想定しておりましたが、調査の結果、地下に水

道管、排水管、高圧ケーブルが埋設されていることが

分かりましたので、これらを移設するには多額の費用

がかかることや、今後、複合遊具等の設置も検討して

おり、広い面積が必要なことなどから、子ども広場ゾ

ーンと位置付け、木と触れ合える空間として、これま

でと同じ旧イベント広場が適しているものと判断をさ

せていただきました。 

新たな遊具につきましては、コロナ禍の中で、子ど

もたちが遊べる環境を早く整備したいと考え、これま

でと同様に、一基はバランス感覚を養うことができる

遊具。そして、もう一基は、体幹を身に付ける遊具を

設置する考えでおります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：まず、場所のお話で

すね。現行の場所というふうにお伺いしましたが、私

は、場所をもう少し、今のまるごと館の近いほう。それ

とも、もっと奥のほうですとか、そちらのほうに。 

今の現遊具の置いてある場所は、これから、夏盛り

になってきますと、キャンピングカーですとか、そうい

う方々が、ここ数年ですと相当な数の方々が来て、あ

の周辺に駐車をする場所でございます。 

それと、大型車もどんどん入ってきて、外側は国道

という。その真ん中に子どもの遊び場所があるという

のは、今までは今まででそこの場所でつくったので、

それはそれでしょうがないのですけれど、これからは、

そういう場所のそばではない、子どもが安心して遊べ

る場所。そういう場所に、やはり私は、移転をしたほう

がいい。 

どの程度の配管ですとか、そういうことがあるのか

どうかは分かりませんけれども、ほんとに長い将来を

考えましたら、遊具も、小さい子の遊ぶ場所。それと、

ある程度の子どもたちの遊ぶ場所。そういうふうな分

け方にしていくと、相当なスペースが必要だと思うの

ですよ。 

今の場所は果たして、そういうスペースに適応する

のかどうかということを、予算を捻出するのは大変か

なと思いますけれども、今すぐは差し支えないと思い

ますけれど、これからは、そういう形で良い場所にし

たら、子どもたちもたくさん来るようになると思うのです

よね。村長さんも、それが望みであると思うのです。 

皆さん方は、お父さん方やお母さん方も伴って遊

びに来ると思うのですよ。ということは、そういう方々も

子どもたちが飛び出して、交通安全上の問題ですと

か、そういうことを第一に考えて、遊具の設置をしてい

ただきたい。 

それと、遊具も木製遊具が壊れているということで、

私も質問を通告しておりますけれども、具体的に、ど

のような遊具なのかは分かりません。ですけれど、遊

具も、今の現行の予算で足りないのであれば、追加

するなりして揃えて、子どもたちにそういう場所を提供

してあげたほうがいいと思います。 

まず一回、子どもの遊具の件で、もう一回、村長さ

んのご答弁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）：議員さんも現場を見

てきていただいたということで、感謝をしております。 

私も現場を見て、いろんな形で見てきました。その

中で、行ったときについては、ブランコが一つ壊れて

しまったものですから、それを早急に撤去させていた

だきたいということで、地域貢献として、稚内市の業

者さんに撤去をしていただいたというところもあります

けれども、ただ、面積的な関係でいきますと、今、夢

喰間さんとまるごと館の間の面積よりは、今の現状の

遊具を設置してある場所のほうが非常に広いです。 

子どもたちが遊具で遊んだり、飛んだり跳ねたり走

ったりするふうには、十分な面積がありますし、今、夢

喰間さんとまるごと館の間ですと、多少の面積しかな

くて、それ以上はキャンプ場の面積にもなりますし、
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今後、観光まつり等がありますと、あそこのところはど

うしてもテントを張ったり、いろんな形で使われてしま

います。 

それと、交通安全の面からいきますと、今、お客さ

んはそんなに人流はないですけれども、これからあそ

このところを、ふるさとの家と夢喰間、まるごと館の細

い道路を車が往来するという形になると、それこそ子

どもたちの交通安全上、非常によろしくないのではな

いかなというふうな印象も受けますし、今の旧遊具を

設置してあるところは、パークゴルフ上の向かい側の

広い広場ですので、そこは道路幅も広いですし、緑

化地帯と道路のところについては側溝もちゃんとあり

ますので、交通安全上は、僕は非常に問題がないの

かなと。 

もし、まるごと館と夢喰間さんの間に建てるというふ

うになると、多分、柵は必ず必要になってくると思いま

す。 

そういうことも、いろいろ私としても、担当も含めて

協議をさせていただいて、今のところの面積的にも含

めて、子どもたちの安全性も鑑みながら、ここの所が

いいだろうという形の中で、１年、２年かけて、少しず

つ遊具を増やしていきたいなというふうに考えて、今

の現有の場所に決めさせていただいたという経過で

ございます。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：まるごと館と夢喰間さ

んの間の奥側のほう、あそこは、確かにお祭りをやる

とステージがありますから、ほんとにびっちり入ります

よね。 

ですけれど、どうですか。お祭りの日というのは、前

準備もありますから２日間ですよね。この遊び場が、

今日は中止してくださいと言いたくなるのは。 

それ以外は、ほとんど100％子どもの遊び場の周

辺区域という形で考えていきましたら、十分なスペー

スになると思いませんか。 

多分、観光まつりの２日間は、今、現行の遊具を置

いている場所にいろんな車が入ってきたりして、あま

り子どもたちが遊べるような環境ではなくなりません

か。 

それを考えていきましたら、ずっと奥のほうが、私

は十分広いスペースになるのではないのかなという

ふうに思いました。 

後は、村長さんの判断でしょうから、私は私で、そう

いう考えを一つ述べさせていただきたいと思います。 

次に、２番目の牛乳と肉の館の改修についてで

す。 

これは、専決処分で、かなり緊急だったようでござ

います。 

ですけれど、緊急だったのは分かりますけれど、建

設されてから相当数の年度が経っているということで、

それなりに点検をしていた、あるいは改修が必要なと

ころを改修しないで、そのまま放っておいてきた。悪く

言えば。 

10年ちょっと前になると思いますけれども、スーパ

ー公務員の方ですか、石川県羽咋市の方が来て村

内で講演されて、あそこも視察をしていただいた。そ

の結果、これと同じような施設で事業を始められて、

今は有数の観光地、そして従業員さんも100人ぐらい

の企業になっておりますよと。 

それを私たちも、確か議会で見させていただいた

ところが、三重県伊賀市のもくもくの里といいまして、

木曜日になると事業をやっていると。 

地域の特産物を売りにして、愛知県あるいはその

中京。三重県ですから、後は近畿圏。そして、東北大

震災があってからは、原発等のそれで、関東方面か

らも、そういう安心安全な食材ということで求められる

ことが多いというふうに聞いております。 

そこが、今と同じような場所であるという形ですけれ

ども、そういう狙いもありまして、今の牛乳と肉の館は、

ようやく伊藤村長もかなり力を入れられて事業展開を

してきて、今、ここ何年かで、ようやく黒字になってき

たなという段階で、今後の展開も含めて、改修しただ

けでいいのか。 

次の事業展開、その辺のところも含めて、ご質問を

させていただきたいと思います。 

○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いうふうに思います。 

牛乳と肉の館は、平成３年に建設して以降、平成

22年に屋根塗装、外壁防水の処理。平成25年には
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一部内部の壁改修、トイレの洋式化、配管・暖房給湯

設備の取り換えなどの改修を行ってまいりました。 

公共施設等総合管理計画に基づき、令和７年度

に屋根の改修を予定しておりましたが、このたび、木

下地の腐食により、施設側面の外壁アーチの部分の

２か所が壁を支えることができず、その影響により、軒

天も下がっている状況であることが分かりましたので、

壁の落下の恐れのある危険な状況でした。 

これは、早急に対処する必要があるものと判断をさ

せていただいて、専決処分での対応とさせていただ

きました。 

私も、アーチの中のほうを見させてもらいましたけ

れども、もうほとんど、木が腐食をして支えきれないよ

うな状況なので、点検はしておりますけれども、やはり

アーチの中まで、なかなか見るということが不可能な

状況でございましたので、今回、こういう状況になっ

ていたのだなというふうに、改めて反省もしなければ

なりませんけれども、よくこれで支えてきたなという印

象も受けたところでございますけれども、そういう形の

状況の中で、今後、令和７年度には、また改めて屋

根の改修もさせていただきますし、今回、このような緊

急事態の中で、専決処分ということでさせていただき

ました。 

ご理解のほど、よろしくお願いしたいというふうに思

います。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：改修につきましては、

今、村長さんが言われたとおり、これは、緊急的なこと

なので仕方ないと思いますけれど、今後、どのような

形で展開をされていくのか。 

先ほども例を引っ張ったように、やっと今、牛乳と

肉の館の事業もふるさと納税という形の中で、いろん

な商品を確立して、全体として黒字になってきたとい

うところでございます。 

ただ、いろいろな形で展開をしていかないと、事業

自体がすぐに消滅してしまうと思うのですね。 

それで、せっかく建物を維持補修して、事業も現状

維持のままでいいのかどうか。あるいはまた、平成３

年ですから、もう30年、次の投資、次の事業展開をど

うしていくのか。 

そういうところも、村長さんにもお答えを一つしてい

ただきたいなと思います。 

○議長（太田宏司君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君・登壇）：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。 

野村議員さんのおっしゃるとおり、今、牛乳と肉の

館の部分については、ふるさと納税の部分も含めて、

ようやく黒字になってきたというところでございます。 

具体的に、今後の展開の部分につきましては、現

在、ニュースでも出ましたけれども、イチゴの収穫が

始まりましたので、現在、既に商品開発を一部試作

するようにしているところでございます。 

これに合わせて、やはり将来の展望をどうするとい

うところにつきましては、施設的には、まず、ハサップ

の関係がありますので、その辺をきちんと今年度中に

整理をしたいというふうに思っています。 

その上で、どういうような製造の工程あるいは新商

品の開発の部分に当たっていけばいいのかというと

ころになると、その辺、施設をきちんと考えなければ

いけないというふうなときにきているというふうに思い

ます。 

また製品の製造あるいは新商品の開発につきまし

ては、現状で、今、いろんなものを考えておりますけ

れども、ほんとに施設の中で全部を作るのがいいの

か。あるいは、材料だけ提供をしながら今後の展開を

していったほうがいいのか。その辺も含めて、今年度

中に、きちんと結論を出していきたいなというふうに思

っています。 

野村議員さんがおっしゃるとおり、この牛乳と肉の

館、村民の方も実習の事業で楽しみにして使ってい

るというところもありますので、現在、コロナ禍で休止

はしておりますけれども、始まったときに、実習の部

分についても、利用者にいろんな意見を今後聞いた

中で、やはり施設の問題も、当然考えていかなけれ

ばいけないというふうに思っております。 

いずれにしても、その辺を整理した中で、今後の

展開を考えていきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

以上です。 
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○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５３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。 

一般質問を続行いたします。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：３番目のその他の施

設、用具等の改修・設置について。 

見てきた範囲で、まずトイレですね。パークゴルフ

場のそばにあるトイレ、男子用トイレは洋式が一つ。

それから女子用トイレも洋式が一つ。 

10年ぐらい前に、当時の産業課長補佐に、そういう

旨の要望があったということをお伝えしたら、そこを一

か所ずつ洋式に変えていただいたという経緯があり

ます。その後、進展はしていない。たくさん人が集ま

ったときは、女子用トイレは一か所では不足ではない

かなと。 

それを、いつまでも見過ごしていていいのか。何も

する考え方もないのか。やっぱり、ちょっと観光として

見過ごせない部分ではないのかなと。 

もう一つ、ログハウスですね。ログハウスも入ってみ

ようかなと思い、ドアに触ったら、鍵が外れました。ま

た元に戻して付けておきました。歩いたら、ぎしっとい

う音が鳴っています。 

ログハウスも、もうちょっときちんと手入れをしました

ら、あのように腐食はしないのではないのかなというよ

うに思いますけれど。 

後、ほかのところをお話ししても何も進展がないの

で、その２点、どういうふうにお考えになっておられる

のかをお聞きします。 

○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。 

さるふつ公園内にあります、既に閉館している農業

資料館のほか、今、議員からご指摘のありました老朽

化が進むパークゴルフ場側の公衆トイレ。 

それと、イベント広場内にあるログハウスがあります

が、総合計画の実施計画や公共施設等総合管理計

画において、まず農業資料館は除却対象とし、公衆

トイレにつきましては、現施設の解体後に、パークゴ

ルフ場スタートハウスに併設する計画としております。 

この計画につきましては、令和５年度を予定してお

ります。またログハウスにつきましては、平成５年に、

村内の有志の団体がログハウスの魅力を伝えるため、

村の人材育成事業を活用して、建設後に、村へ寄贈

をいただいたものであります。 

当初は、旧イベント広場に設置し、休憩所や観光

まつりの控え室等として利用しており、その後は、牛

乳と肉の館での製品の販売などに活用するなどをし

て、数年前に、現在のイベント広場へ移動したところ

ですが、老朽化が著しく、今後の利用等については、

当時の寄附者の方にもご相談をさせていただいてお

りますが、今後も引き続き相談をしながら、今後どうし

ていくかという部分について検討をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：前段でお話しした子

ども遊具の老朽化。牛乳と肉の館の老朽化。トイレも

後２年ぐらい。ログハウスも計画がないということで、

質問のしようがないですよね。 

４番目に、今後のさるふつ公園の全体像をどのよう

につくり上げていくのかというところに行き着くのです

けれど、例えば、トイレにしてもログハウスにしても、必

要だから向こうへ移動していったわけですよね。使う

目的があって。 

ですけれども、老朽化老朽化で、何か一斉の問題

ですかね。公園全体をどうやっていくのか、さるふつ

観光をどうやって築いていくのかという展望が何も見

えない中、何も進んでいない。それが、私の実感で

す。 

こういうふうに断じましたら、ちょっと申し訳ないので

すけれど、いずれにしても、どのような形で、今後、全

体像をつくっていき、計画等をどのような形でやって

いくのか。 

村長さんから短い言葉でもいいですから、お話を
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伺いたいと思います。 

○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。 

確かに、議員ご指摘のとおり、あそこの計画という

部分については、平成８年度にさるふつ公園整備計

画を作成した後、平成12年度に、さるふつ公園総合

レクリエーション施設整備事業基本計画の再調査を

行って以来、20年経過しております。 

この間に、老朽化が進み、除却や改修をしなけれ

ばならない施設も多くありますが、施設の改修や機能

向上に向けた整備を優先的に行うこととして、全体像

については、観光協会とも協議・連携を図りつつ、村

の総合計画ともリンクした形で、早急に進めてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：もう一つ言わせてい

ただければ、猿払村のシンボル、以前は乳牛感謝の

碑ということで、いわゆるシンボルがあそこにおいてあ

ったのですけれど、それも老朽化、解体。 

一方、水産のシンボルはあそこに１つ、貝殻の化

石がありますよね。ですけれど、新しくすれば、ホタテ

の貝のモニュメントみたいなものも、テーマを作りなが

らやっていくのも１つの手ではないのかなと思います

し、どういう形で、来村される方々に、どのようなアピ

ールをしていくのかというのが、非常に観光には大事

な部分であると思いますし、それにつながる施設群が、

もうおしなべて老朽化している。 

ですけれど、全体をどうしていくのかという計画が

何もない。計画があれば、少しずつでもそういうふう

にしていこうという気持ちがあればできていくと思うの

ですけれど、伊藤村長さんも、今、８年目ですよ。もう

少し、強い気持ちを持ってやっていただきたいなと思

います。 

次のふるさと納税について。 

ほんとにたくさんの全国の方々から、猿払村もここ

数年来、ふるさと納税制度というのができてから、たく

さんのご支援をいただいております。ほんとに全国か

らの皆さん方には、厚くお礼を申し上げるところでご

ざいます。 

ですけれど、特産品がある町村。この特産品のあ

る町村が、うまく自分のところの特産品を全国に売り

込んでいる結果であると。それが、ふるさと納税では

ないかなと。 

和歌山県が全国一で何百億円ですが、ちょっとい

きすぎである。ですけれど、今、北海道内のトップが

紋別市、次に根室市、白糠町。そして、稚内市でも昨

年度20億円を超えた。枝幸町も、前年５億円か６億円

くらい伸びた。 

しかし、猿払村は逆に１億円ぐらい、一昨年は４億

円ですけれど、去年は３億円。１億円を割り込みまし

た。 

関係者の皆さん方は、大変な努力をされてこられ

たのだと思いますが、割り込むというのは、そういう原

因があって割り込んだのではないのかなと思います。 

指摘するのも実情が分からないですから、指摘す

ることもできないのですけれど、結果を見れば割り込

んでおりますよね。 

それに対して、今、村はどうして落ち込んだのか。

どういうところに原因があったのか。やっぱり、それを

１番に分析するべきではないのかなと。 

今、どのような考え方をされておりますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えさせていただきたいと思います。 

令和２年度のふるさと納税に関する調査結果が国

からまだ公表されていないため、正式な状況を押さえ

ておりませんが、報道によると、議員がお示しになっ

た自治体が、大きく寄附額を伸ばしているようでござ

います。 

本村において、寄附受領額が減少した理由は、主

に２点あると分析しており、その１つは、通常のふるさ

と寄附金件数の減少であります。 

令和元年度と比較しますと、1044件。金額にして、

３千万円ほどの減少となっております。返礼品に対す

るお得感があり、より魅力を感じる自治体へ寄附が流

れた可能性もあると考えております。 

加えて、大口での寄附が減少したことも要因であり

ます。こちらは、担当職員の様々なつながりやネット

ワークの中から、寄附者の方々が村の取り組みに注
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目をいただき、令和元年度には、延べ13名の方から、

約１億600万円という大口でのご寄附をお寄せいただ

きましたが、令和２年度における大口扱いの寄附額

は、総額で、3600万円にとどまり、この差額と前段で

申し上げた通常分の減少が、全体的な寄附額の減

少につながったものと分析しております。 

初期より、高額な寄附を見込みということにはなりま

せんが、村の取り組みに関心を持っていただけるよう

な取り組みを、今後も継続していく必要があるという

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）：令和２年度で、1044

件。これで３千万円。 

それから、前年は13名で１億600万円。それが、令

和２年度は、大口寄附が3600万円で、７千万円減少。

合わせて１億円減少したということですね。 

もう結果ですから、覆すことはできません。ですけ

れど、今年、どういう方向でやっていくのか。今年は、

どういう方法でやっていくのかということを、ほかに負

けない返礼品率。あるいはまた、新たな商品といって

も、そんなに簡単に出てくるわけではないですよね。 

よく、枝幸町さんとかの返礼品の一番多いものは、

ホタテの玉冷なのだそうですよ。 

猿払も、一番はホタテの玉冷なのですけれど、ホタ

テの玉冷の返礼品でしたら、猿払のほうにもう少し流

れてきていいのかなと思うのですけれど、その辺も、

いろんなサイト、そういうのは枝幸町さんのほうが上手

なのですかね。分かりませんけれど。 

その辺も含めて、今年度どういう方向性で、去年と

違うところをお教えいただきたい。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今の議員さんのご質

問にお答えさせていただきます。 

今年度はどこに力を入れていくのかという部分でし

ょうと思います。 

本村では、寄附額の増加に向けた取り組みとして、

これまで４つの項目を中心に取り組んでまいりまし

た。 

まず１点目は、返礼品の充実であります。 

寄附額を伸ばしているほかの自治体では、返礼品

の種類が多いことが傾向として挙げられ、議員さんが

例として挙げた自治体では、紋別市が560種類、根

室市が1970種類、白糠町が280種類、稚内市が920

種類、枝幸町が217種類の返礼品が、ポータルサイト

に掲載されております。 

本村も、開始当初は20種類ほどでしたが、現在は

80種類ほどにまで増加させ、充実を図ってきておりま

す。 

２点目は、ポータルサイトの充実であります。 

平成29年度までは、一つのポータルサイトのみで

受け付けをしていましたが、平成30年度には１サイト。

令和元年度には６サイト。令和２年度には４サイトをそ

れぞれ追加して、現在は、合計12サイトでの受け付

けを可能としております。 

３点目は、プロモーションの充実であります。 

昨年度に、猿払村ふるさと納税特設サイトを開設

いたしましたが、先日、猿払村観光大使に就任いた

だいた世永聖奈さんにもご出演をいただき、返礼品

の紹介や寄附が可能なポータルサイトを一目で見て

分かるようにするなど、利便性の向上に努めておりま

す。 

また人気ユーチューバーとコラボした動画制作で

は、合計で200万回を超える再生数となり、ふるさと納

税のみならず、猿払村全体の認知度の向上にも大き

な効果をもたらしており、更に、今年度は、ふるさと納

税特設サイトにおいて、直接寄附を申し込める機能

を追加する予定としているほか、タレントを起用したユ

ーチューブ広告など、新たな手法によるプロモーショ

ンも計画しております。 

最後に、４点目は、リピーターの獲得に向けた取り

組みであります。 

既存寄附者との継続的なつながりを持つため、こ

れまでもメールやはがき等を通じて、新たな返礼品な

ど猿払村に関係する情報をお伝えしてまいりましたが、

今後は、ふるさと寄附のみならず、猿払のファンにな

っていただけるような取り組みを企画していきたいと

考えております。 

今年度の重点的な取り組みとしては、これまでの

取り組み内容が主になりますが、特に、新たな寄附

者の獲得を目指したプロモーションの強化をはじめ、
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施設園芸事業で収穫したイチゴを使用した新商品な

ど、返礼品の充実、リピーターの確保に向けた既存

寄附者とのコミュニケーションの充実などに、取り組ん

で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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんからいろ

いろと、今年度はこういう点を力点においてやるのだ

という表明がありました。 

特設サイトですか、それからユーチューバー、それ

からユーチューブ広告、リピーターですか。そういう

方々に、繰り返し訴えていきたい。 

それとまた、イチゴを使った特産品の開発ということ

でございます。これらの仕事は本当に大変ですよね。

山々であると思います。ですから、担当する人方も、

相当神経を使いながら積極的にやられているのだな

と。そういうのは、ほんとに私も敬意を表したいと思い

ます。 

ですけれど、やはりなかなか同じところで全国と勝

負するということは、非常に大変なことですよね。ポー

タルサイトですか、これも令和２年度には、12サイトに

増やしているのですけれども、結果として件数も、そ

れから大口寄附も減ってしまったという結果になった

ということですから、いろんな手を、今、ガンガンガン

ガンやっておかないと、ふるさと納税も年末が勝負の

ようでございますから、観光大使さんの世永聖奈さん

ですか、そういう方のお力も借りて、やっていきたいと

いうことでございますが、当然、猿払産のホタテは天

然のホタテということで、ほんとは、日本全国で１番と

いう形では有名であると思いますが、それに劣らない

ところも、あるいはいろんなＰＲのやり方で、猿払のホ

タテよりも、全国的にいえば枝幸町さんでも、数量的

にはかなり出しているのではないかなと思いますよ。 

実際には、私は調査したわけでもありませんので、

分かりませんけれども、いずれにしても、このふるさと

納税にも、いろんな形で直結することであると思うの

ですよ。縁があるから、またふるさとサイトを見るという

形になると思うのですよ。 

ですから、いろんなことが重なり合って、猿払村に

ふるさと感を感じて納税をされると。そして、お得なも

のが送られてくる。最後は、やっぱりそういうことでは

ないですか。 

その辺を、ほんとに苦労されていると思いますけれ

ど、一生懸命頑張ってやっていただきたいと思いま

す。 

次、３番目。 

開村100周年に向けて。 

大正12年に、宗谷村より分村して、令和５年度に

100周年を迎えると。前年度の３月の段階で、この100

周年記念事業の基金を開設したところであります。お

金をどういうふうに使うかというのは、また別の話でご

ざいます。 

この100周年を、どういうふうに皆さん方の記憶に残

る、あるいはまた、次の時代に向けて引き継いでいっ

ていただく。この100周年というのは、そういう事業で

はないかなというふうに思うところでございます。 

ほんとに多くの先人の苦労があって、今の繁栄し

た猿払村になったところでございます。ほんとに先人

の方々には、感謝の念でいっぱいでございます。 

この中でも、特に功績のあったお方。特筆するとこ

ろは、やはり、名誉村民の市川春政氏。そして、笠井

勝雄氏のお二人であろうと思います。 

このお二人の功績に感謝すること。これが、多くの

先人も合わせて、次の時代へ伝える。これが、今、ち

ょうど100周年に生きている私たちの使命ではないの

かなと。そのように考えているところでございます。 

いろんな諸行事の中で、お二人の人物像を残して、

この100周年の歩み。そして、次の時代に向けて後世

の方々に伝えるということを、このお二人の人物像に

託す。そういうことも、多くの町村が100周年、あるい

は150年、200年という中で、特に功績のあった方々

に対して、そういう人物像を残している町村は、多々

あると思います。 

猿払村は100周年ですから、私もそういう考え方に

なっております。これを、どうやるかというのは、村長さ

んのいろいろなお考えもあろうかと思いますが、村だ

けでやるのではなくて、多くの村民の方々あるいは猿

払村にいろいろ縁のある方。そういう方々はたくさん

いらっしゃると思いますが、いろんな形で訴えていけ

ば、協力をしていただける方もたくさんいらっしゃると

思います。 
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そういうお力もお借りしながら、この100周年に、皆

さん方のたくさんの力をお借りするということも、一つ

の100周年の記念行事の大事なことではないのかな

というふうに思います。 

どのようになるかは分かりませんけれど、村長さん

は、今、私のこういう考え方に対して、どのような感想

を持たれていらっしゃるか。 

その辺を述べていただきたいと思います。 

○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。 

まず後段のほうから。 

開村100周年という形の中で、１つの節目といいま

すか、それを迎えるに当たりまして、村にご縁のある

方、また惜しくも村内から村外に出られた方々。いろ

んな方々のご意見を拝聴しながら、記念に残るような、

心に残るような開村100周年を開催させていきたいな

というふうに思っております。 

また野村議員のおっしゃるとおり、名誉村民である

お二人の功績は、大変多大なもので、私も同様に、

感謝と敬意を表するところであります。 

私も職員時代は、元笠井村長に使われた身でござ

います。また市川さんについては、深くは分かりませ

んけれども、私が病院に勤務しているころは、ご夫婦

で病院のほうに入院をされて、たまに事務のほうに下

りてきて、昔話をいろいろしていただいたというような

経過もあります。 

ほんとに、これまでのお二人の功績に対しましては、

村史の第２巻や小学校の社会科の副読本への掲載

を行っております。 

また開村90周年記念の際には、それぞれのご親

族の方と、いろいろとご相談をさせていただいた上で、

お二人の銘板を作成し、議員さんもご承知かと思い

ますけれども、役場交流センター側の壁のほうに設

置をさせていただいております。 

議員さんからご提案のあります、後世の方々にもよ

り良くこのお二方を伝えるという意味で、銅像的なも

のをどうでしょうというようなご提案もありますけれども、

今のところは、このお二人の功績を後世に伝えるとい

う目的が、この銘板で果たされているのではないかな

というふうに私は思っておりますので、今のところ、銅

像の建設ということは考えておりませんし、何となくあ

の世から、笠井さんと市川さんが、今ので十分である

と。伊藤、今ので十分だよというような声も聞こえてい

るような気もしますので、今のところ、このような人物

像を建設するということは考えておりません。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんは、今のとこ

ろ考えていないと、きっぱりとおっしゃられましたけれ

ど、少し時間をおいてから、是非、検討していただく

ようにお願い申し上げまして、質問を終了いたしま

す。 

○議長（太田宏司君）：これで、一般質問を終結い

たします。 

 


