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令和４年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和４年 ３ 月 ８ 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、新年度事業計画について質問をいたします。 

最初の質問です。令和４年度に予定されている道の

駅さるふつ公園遊具整備事業は、観光交流拠点の

機能向上の重点項目であります。 

また以前から多くの子育て世代から幾度となく要望が

寄せられていた遊具整備事業では、過去にも設置場

所の確保などの問題で断念した経緯があったことか

ら、一歩進んだ計画であると考えます。 

しかし公園内の屋内への遊具の設置は、強風時や

冬期間には使用できないなど問題点も多数あるのが

現実です。 

本来は屋内に遊具を設置し、通年での使用を実現

することが理想であり、今後の課題と考えますが、こ

の遊具の設置を契機として、さらなる子育て世代支援

を進め、将来的に屋内の遊具の設置に向けた取り組

みを検討するべきと考えますが、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

のご質問にお答えさせていただきたいというふうに思

います。 

議員から過去にも同様の質問があったものと記憶し

ておりますが、そのときに新型コロナウイルス感染症

の影響により、一旦検討を中止しておりました。 

私としましても議員同様に過去より通年で遊べる施設

と思っておりましたので、まずは既存施設の利活用に

ついて検討を進めてまいりました。 

既存施設の候補としては、生活改善センターの大ホ

ール、交流センターやスポーツセンターなどの利活

用について各担当部署も含めて様々な角度から検

討してまいりましたが、施設の老朽化や設備、面積的

な問題があり、現状では利活用が厳しいものと判断を

させていただきました。 

この考えに基づきまして、まずは屋外遊具の充実に

努めようと、令和３年度から３か年計画でさるふつ公

園内にアスレチックができる木製遊具や児童、幼児

用の複合遊具の整備をすることといたしました。 

そのほかにも令和３年度には鬼志別小学校のグラウ

ンド改修に合わせ、ジャングルジムやうんていなどの

整備を行いましたし、新年度予算におきましては、既

存遊具の老朽化に伴い、知来別小学校付近の児童

遊園にブランコや児童用の複合遊具などを整備する

ための事業費を計上させていただくなど、子どもたち

が元気に楽しく遊べる場として、屋外遊具施設の充

実に努めてまいりたいと思います。 

また議員のご提案にもあります、将来的に向けての

検討につきましては、ここ数年は大型事業も控えてお

りますので、次期総合計画策定時において検討させ

ていただ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）：この質問の中にある、

さるふつ公園内への遊具設置施設というものは、先

ほど質問の中でも述べましたが、とりあえず一歩進ん

だかなという感じはいたします。 

しかし３、４回くらい、この件に関して一般質問してい

ると思うのですけれども、先ほど村長が言ったように、

幾つか候補が挙がったのも存じております。 

それが実現できなかったことは非常に残念ですけれ

ども、ただ一つ言えるのは、この屋外に設置した遊具

と屋内に設置しようとしていた遊具というものは、全く

違うものであると考えております。 

村長が屋内に設置しようとしていたのは、エアー遊具
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というものだったと思いますが、そこで遊ぶ子どもたち

というのは、乳幼児も含めて遊べる場所でありました。 

ただ今回出てきた屋外のものに関しては、もう少し年

齢層が高い子に当たるのかなという気もいたします。 

計画を見せていただきましたけども、見る限りはそん

な感じはしています。 

あとは、通年で利用できるかできないかという部分で

す。 

これに関しても屋内の暖かいところで子どもたちを遊

ばせたいと。 

冬季間の寒いときでも、いつ行っても遊べるようなも

のをつくってあげないと。 

ただ夏の暖かいときだけ利用し、風が吹いたら遊べ

ない、寒くなったら使用はできないのでは、全く違うも

のであると私自身は考えています。 

ただ公園に遊具を設置したところに関しては、公園の

景観もありますし何の問題もないと思いますが、議会

の委員会において説明があった中で、私も質問させ

ていただきたいのですけれども、冬の現状を見ると雪

捨場みたいな雪山になっています。 

遊具を設置することによって、雪を置くわけにいかな

いわけですから、どこに持っていくかは考えなけばな

らないですし、春になり雪が融けたときにどのぐらい

遊具は損傷してるのか。 

２年３年は持ちますが、ランニングコストみたいなもの

がどれくらいかかるのかを検討しなければならないと

思っています。 

大したことないと思うのですが、結局はお金がかかっ

てしまうという部分に関して、これからは村の財産に

なるわけですから、その財産を今後、何年もつかわか

りませんけれども、継続していかなければならない。 

最初の何年かは遊ぶ人がいても、だんだん廃れてい

かないように検討していただきたいと思っておりま

す。 

もう一つ気になるのは、これも何度も言ってますけど

も当然、親御さん何某が車で連れてきて、子どもたち

を遊ばせるとなったときに、連れてきた方が休憩する

ところがないと。 

ベンチはあるのかもしれませんけれども、少し寒くな

ったら、車の中で待機する想像したときにちょっと見

栄えが悪い気がします。 

ですのでその辺も考えていただきたいと思っていま

す。 

それから、緊急的に何かあったときに、どこに連絡し

たらいいのか、もしくは見回ることも含めて、どのぐら

いまで検討しているのか。 

この２つ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）：公園内の休憩場につ

きましては、このたび公園については、防災道の駅に

認定を国のほうからしていただきました。 

その中で、担当部署のほうにお願いしているのは、議

員おっしゃられたとおり、東屋的な休憩所を建設して

いただけないかを協議してほしいと話を進めており、

その部分については実現可能かと思っております。 

これからどうしていくかについては、次の第８次猿払

村総合計画の策定の前に検討させていただきたいと

話をしましたけれども、いろんな技術が出てきていま

すので、大きな建物の壁とかにビニールハウス的な

がっちりかけるような屋内型というのもありますので、

いろんなことを排除しないで策定のときに検討させて

いただきたいと思っております。 

また詳しいことについては、担当課長から説明させま

すけれども、いろんな可能性を排除しないで、多方

面から検討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）：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。 

まずランニングコストの関係でございますが、令和４

年度、５年度、この２か年度にわたって整備する予定

ですが、複合遊具につきましては、養生する必要が

ないとメーカーからお伺いしております。 

整備については新潟のメーカーなので、雪を考慮し

て全国で設置してるところもありますので必要ないで

すが、専門的な整備士が点検しなければなりませ

ん。 

令和４年度、５年度はまだ必要ないと思いますが、年

間トータルでのランニングコストは、保守点検含めて

40万円ほどかかる予定です。 

期間ついては１年に１回、２年に１回なのか、その辺
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の保守も含めて検討していきたいなと思っておりま

す。 

また冬季の関係でございますが、議員ご指摘のとお

り、道の駅の通路の一部を閉鎖しておりまして、冬期

間は雪投げ場所となっておりますが、ふるさとの家の

駐車場のところの雪を堆積しておりますので、設置予

定の遊具場所については、大丈夫かなと思います。 

また昨日、現地を見てきたのですが、風が吹きさらし

ておりまして雪がほとんどないような状態なものです

から、雪害による破損は、あまり考えられないかなと

思っております。 

また見回りの関係で考えているのが、近くに観光協

会の事務所がありますので、職員に１日１回は見に行

っていただくのと、仮説的ですが観光協会のほうに電

話もしくは、直接お伺いするような看板を設置したい

なと考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：とりあえずは、休憩場

所ですか。 

先ほど村長が言った東屋というのは、遊具のためだ

けではなくて公園のとしての東屋で認識していいと思

うのですけれども、東屋も含めて頑張っていただきた

いと思います。 

この案件というのは、私も子育て世代の方と会う度に

言われてたことです。 

何年前かわかりませんけれども１回目に質問したとき、

そのときの対象になった子どもは、中学生ぐらいなっ

てると思います。 

その子どもには必要ないのです。 

ですから、こういうものはスピード感を持ってやってい

ただかないと。 

今、使用したい、利用したいと要望する住民が利用

できないのです。 

これからの住民のためにつくるのであれば問題ない

ですが、その時の要望があった家庭や親御さんは、

叶っていないです。 

あと先ほど村長が言っていたビールハウス的なもの

があるのも知ってます。 

とにかくあそこは風が強いのでどうなるかわかりませ

んけれども、実現できるのであれば、風対策も練って

いただきたい。 

防災道の駅にも指定されてこれから予算をかけて、

整備できる環境にあるわけですから、いい公園をつく

っていただきたいと思っております。 

もしかしたら作る前でしたら反対していたかもしれな

いけどもうここまで来たのですから、決して安くはない

予算を投入して、ぜひ長く使用できるようなものを建

設してほしい。 

先ほど村長が言ったようなビニールハウス的なものを

設置する意思があるのであれば、いつどのような形で

実現するのかを聞かせ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）：第７次総合計画につ

きましては、令和７年度までの計画になっておりま

す。 

第８次総合計画については令和８年度から。 

策定時期については、令和６年ぐらいから第８次に向

けて作業を進めていかなければならないというふうに

思っております。 

その中で、いろんな技術革新がありますので、普通

の一般家庭の菜園で使っているビニールではなくて、

全部の面積を東京ドームみたいようなビニールハウス

で覆うとなると相当莫大なお金もかかりますが、半分

は遊具施設の部分をビニールハウスにし、もう半分は

屋外の形にする。 

そして夏は両方使えて、冬はビニールハウスをかか

ったところだけで遊んでいただけるというようなすみ分

けをできるような形で検討できないかなと。 

今資料を集めて、管理型のごみ処分場というのがあ

るのですけれども、そういうところも大きな面積の中で、

半分シートをかけて、雨水が落ちない仕組みで水処

理施設を管理していくというような施設が主流になっ

てきておりますので、そういうことも含めながら、担当

部署と検討してまいりたいと思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：屋内の施設は早くて

も数年後になってしまうので、屋外の施設をできるだ

け環境にいいものにして、使っていただく部分に関し

ては、いいことではないかなと思ってます。 
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それは本当に現実できるのですか。 

確認しとかないと知らないと言われそうなので実現し

ていただきたいと思います。 

では、次の質問に移りたいと思います。 

築40年以上が経過し老朽化による改築事業が計画さ

れている学校給食センターですが、近年の建築資材

の高騰などにより、建設予算は大きくなると予想され

ます。 

しかし必要不可欠な施設であり、食育の推進や近年

の厳しい衛生基準を満たすための事業計画であると

考えますが、計画案において施設内に食育研修室

など住民が使用できる環境も整っています。 

この改築を機に、新規事業としてそのスペースを利

活用した食堂やレストランなど新たな事業を展開する

ことで、住民サービスの充実や地産地消の拡大に貢

献するものと考えます。 

さらに費用対効果の向上にも寄与するものであり、検

討する値があると考えますが、村の見解をお聞きしま

す。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えさせていただきます。 

令和３年度で実施しております、給食センター改築

事業の基本設計において、食育研修室なるものを設

けた背景といたしましては、新施設への衛生管理徹

底上、調理室内での施設見学はできなくなることにな

りますので、研修室からの窓越しでの見学。 

さらには、カメラでの映像なども活用しながら、食育事

業の実施場所として活用していこうということを念頭に

計画したものであります。 

文部科学省からも栄養教諭を活用した食育事業の推

進が求められているところであります。 

この食育研修室を拠点として、活用していきたいとい

うふうに考えたものであります。 

また学校給食の調理場と別に小調理室の設置を計

画しております。 

総務経済常任委員会でもご説明させていただきまし

たけれども、給食センターで実施している学校の長

期休業期間中における学童保育事業への給食調理

を行う場所としての利用のほか、社会教育の事業とし

ての活用、そして一般の方々のサークル活動の場と

して開放するということも一応想定をしているところで

あります。 

必要最小限度のスペースの設置ということで考えて

いるところであります。 

議員の質問にあります、食堂やレストランなど新しい

事業展開というところでございますけれども、現在の

基本設計の段階でそのような実施を見込んだ設計に

はなっておりません。 

実施を前提とする場合、今行っている基本設計の見

直しが必要になってくると思います。 

施設の構造並びに衛生管理上の問題、施設内にお

いて外部者と給食調理員との接触は、厳禁というふう

になっておりますので、その点についても配慮が必

要となります。 

食堂事業を行う場合には、給食調理とは別に、専門

の調理員の確保などの新たな問題も考えられます。 

さらに高齢者を対象とした昼食提供事業としては、楽

楽心で既に事業展開がされておりますし、一般の村

民や不特定多数の方への飲食提供も新たに実施す

るということは、村内の民間飲食店への営業圧迫にも

なりかねないということの心配もありますので、私とい

たしましては、食堂やレストランとしての事業展開は、

考えておりません。 

避けたいというふうに今考えているところであります。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、教育長から説明

をいただきました。 

建設費の高騰などで予算をどのぐらいかわかりませ

んけれども、かなりのものになるのではないかと思っ

ております。 

それで必要最低限という言葉を使ったのかなという気

もしますけれども、これ仮に予算を考えなかった場合、

どんなことになるのかを私なりに考えさせいただきま

した。 

多分もう少し違う形になっていたのかなという気もい

たします。 

ただ予算での私の考えというのは、もちろん結構な額

が膨らんでくるのかなと。 

現状としては建築資材の高騰から見ていると思って
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いますけども、例えば私の頭の中で思い浮かんだの

は、民間の方が使えるスペースがありますよね。 

この食育研修室の活用をするところで食堂なりレスト

ランなり栄養管理が行き届いた食べ物を提供してい

ただけるのであれば、違う予算を引っ張ってこれるの

ではないかと考えました。 

私なりに調べさせていただきましたけども、ないわけ

ではないのです。 

いろんな省庁から補助金なりというものがないわけで

はないです。 

どの程度かというのは、その省庁によっては違います

がないわけではないです。 

そうすることによって、少しでも実現に近づいてくるの

ではないかという気がします。 

これを単体でやると、文部科学省か何か補助金だと

思うのですけれども、委員会の説明の中で言ったか

わかりませんが補助率ってどのぐらいなのですか。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：補助率のご質問で

ございます。 

正確な部分を持ってきていないのですが、文部科学

省の補助は定率で約３分の１の限度額がございます

ので、実際経費の３分の１よりは、下回る補助金額と

いうことが想定されます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：仮にこれ３分の１とし

ます。 

３分の１の補助金をもらって、どれぐらいなのかわかり

ませんが、もしかしたら８億のものが10億なのかもしれ

ませんけれども、そのぐらいの規模ではないかと図面

を見させていただいた限りは思います。 

大きな事業です。 

これはあくまでも、私の考えです。 

そうなってくると、ほかの省庁から引っ張ってこれると

したら、その分コストは削減されます。 

これは単純な考えですから、それがどうなのかわかり

ませんけれども、そうなってくるとまた違う話になってく

るのです。 

それが実現できるとしたら、どの省庁の予算を使った

かわかりませんけれども、道内にもありますよね。 

たしか給食センターを使ってそういう事業を展開して

るというのが。 

私も知ってますけども、どの省庁のを使ったかのか文

部科学省のものを全部使ったのか不明ですけれども、

可能であるというふうな答えも私調べた限りではいた

だきました。 

ただ予算が膨らむから予算を削るというのではなくて、

私が１番言いたいのは、それすることによって地産地

消という部分で猿払にはホタテもあるし、サケ・マスも

あるし、毛ガニもあるし、いろんなものがあります。 

飲むことに関しては、おいしい牛乳もあるだろうし、い

ろんなものがあります。 

イチゴも栽培しています。 

いろんなものを地産地消の消費と考えたときに、自分

のところで何とかしなければならないだろうと。 

かといって民間の方に施設を使ってくれというのも限

度あります。 

これは、やろうと言ってすぐできるものではないです。 

もう一つ、先ほど教育長も最後におっしゃってました

けれども、地元の飲食店に云々というのは、私の考え

ですが、違うのではないかと。 

飲食店が減ってきたからこうなっているのであって、も

ともとはもっとたくさんあったのです。 

だんだん辞めていって、だからこんな話になるわけで

あって、たくさんあるのなら別にいいのですよ。 

それはそれで、ただないから言ってるわけであって、

それをどうしようかという部分に関して、それに肉付け

する逆転の発想です。 

飲食店を増やそうという考えも同時に考えていき、地

産地消も盛り込んで、なおかつ、予算に関しても、ち

ょっとでも削減できないかということを考えて上での質

問なのです。 

私も絶対にこうしろとは言い切りません。 

ただ検証していただく事はできないのかということを

お聞きしてるわけであって、総合的に含めてこの複合

施設をつくることに関して、どうせやるのは１本でいき

たいわけですよね。 

だけれども、可能なのであればそれはできるかどうか、

これをもし実現するのであれば、人材確保も必要で
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人件費もかかってくるでしょう。 

その人件費を払った上で、どれだけ利益が見込める

かは難しいですけども検証をしていかないと。 

できるかどうかというのはわからないわけです。 

ただそういうふうに関しては、皆さんはプロなわけで

すから、集計していく計算できるのではないですか。 

検証は今だからできるのです。来年度になったらもう

遅いです。 

今だから、どのぐらいのものができて、どのぐらいの収

益があるのか、人件費がどれぐらいかかるのかに関し

て、もしかしたら、かつかつなのかもしれません。 

だけれども、店舗のつくり方によっては、もしかすると

化けるかもしれない部分は私の中にはあるのですよ。 

まあ面倒くさいですけども検証をしていただくつもりが

あるのか。 

もっと言うと、図面を見せさせていただきましたけども、

どうせてやるのならそのスペースの部分を窓際に持

っていって、いつでもそれができるぞというものをつく

っていただきたいとかなと。 

今の段階では簡単で可能でしょう。 

考えていったらもしかしたら少しでも近づくのではな

いかという気がします。 

できないわけじゃない。もう、やってるところもあるので

すから、絶対やらないんだではなくて、できるかどうか

検証してみていただきたいので質問をしています。 

ですから教育長なり村長なり、ぜひ検証して駄目なら

駄目で考えればいいのです。 

早急にやっていただきたいと思うのですけども、どん

なものでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：眞坂教育長。 

○教育長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質問

にお答えさせていただきます。議員もおっしゃるとお

り、給食センターのほかに、あそこの施設を職員が視

察したところは、１階が給食調理のスペースで２階に

食堂レストランというような取り組みをされている町も

ありまして、資料を調べたところであります。 

ただ、そこの町の人口、利用者の数を比べるとうちは

人口も少ないですし、どれだけの方に利用していた

だけるかというのも確かにありますけれども、まるっき

り検討していないかといったら、実は検討をしていて、

いろいろと視察に行った結果、現状うちができる可能

な範囲で基本設計を組ませていただいているという

のが実情であります。 

給食のメニューは給食の調理室内で作ることになりま

す。 

そのほかにも食堂レストランとなると、多くの給食以外

の別なメニューがあってそれを調理しなければいけ

ないと。 

正直今の設計段階でのスペースは、そこまでできる

面積ではないです。 

非常に小さい。それこそさっきもご説明しましたけど、

学童保育の食事をつくる最低限のスペースしか今の

ところは見ておりません。 

食堂にしてメニューに対して料金をいただく計画はな

いまとめを今のところさせていただいております。 

仮に食堂レストランという形態をとるとすれば、今の面

積では全然足りなくなりますし、さらに建設費は膨ら

んでいくかなということも十分予想されるところであり

ます。 

ただ、食堂レストランという方式はとれないかもしれま

せんけれども、毎日つくっている給食メニューを試食

という形で毎日というわけにはいかないかもしれませ

んけれども、希望される方に提供することは可能であ

るので、今のところはそういった方法もとれるかなとい

う範囲内での協議となっております。 

回答になってるかわかりませんが、以上そういうことで

す。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：教育長の立場として、

お察しはしますけれども、わかったようなわからないよ

うなお答えをいただきましたけど、実現できるのであ

ればぜひやっていただきたいと。 

検証もしたとおっしゃったけれども、私の知っている

道内のところは、結構町の中に飲食店がたくさんあっ

て、今はあまり人が行ってないみたいな話も聞いたこ

とありますが、最初はすごかったみたいです。 

ただ、いきなりそれをやるというのではなくて、今の図

面の中でいうと、２、30人ですか。 

いいところぎりぎり詰めても入れるぐらいのスペースは

あるのかなという気はしますけど、そのすばらしいレス
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トランをつくるとかではなく、とにかくそこで地元のもの

を消費していただきたいと。 

今の世界情勢も何か混沌としている中で、今いつどう

なのかわからない。 

輸出が滞ってしまったら村の税収も減るわけですから、

そういう部分を含めて輸出に充当するだけのものを

使えるわけではないのですけども、少しずつでも、自

分のところで作ったものは自分のところで食べましょう

というのが第１の考えであって、それは飲食店にもや

っていただいてますけどもできないと。 

実際問題、行政だからできるという部分もあるので

す。 

村長下向いていますけど、村長だっていろんなもの

を自分でやろうとして複合施設やら居宅介護施設や

らを自分でやったということもあるわけですから、行政

だからできる部分もあるので、設計段階ですけども、

できるものであれば、そっちのほうも設計しておいて

いいのではないかという気がします。 

住民の方にも数名の方に、こういうことをやったらどう

だと言ったら「おう、いい」と。 

他人事ですけど、みなさん言いますよ。 

そういうものを作るなと誰も言いませんから。 

問題は予算がかさむという部分であって、児童館に

給食という部分で。 

児童館ではないですよね、たしか。違いますよね。厚

生労働省なのかな。 

その予算を児童館に関しては、予算ついてますけど、

そうやって学校ではない部分に関してだって、供給

するわけですから、省庁ひとつになって、違うものつ

くったって別にいいのではないですか。 

複合施設と言われてるのですから、そのままに関して、

スパッと切るのではなくて、可能性を残しておいてい

ただきたいというふうな感じはします。 

お金がかかってしょうがないというのであれば、もう諦

めるしかないわけですけれども、今だからできるという

部分に関して検討して、もしくは検証をしていただき

たいと思いますけども、教育長に言っても同じ答えに

なると思うので、村長、どう考えますか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：令和３年度について

は基本設計、令和４年度については実施設計という

ところで当然全体的に私も詳しく図面をみたり、研修

や視察に行ったわけではございませんけれども、私

も実施設計の中で見直しをしてほしいなというところも

先日、教育委員会のほうにも伝えておりますので、で

きるかできないか、議員も絶対できるとは思わないと

いうことですので、実施設計の段階で検討するという

部分については、しっかり検討していきたいというふう

に思います。 

教育長の決して否定的な答弁ではなくて、今ある現

状の中で非常に厳しいではないかというような答弁で

ありますので、ただ実施設計の段階で検討することは、

やっていきたいというふうに思います。 

当然地産地消という部分については、議員おっしゃ

られたとおり、うちの村には多様な食材があります。 

議員のおっしゃってることと若干ずれるかもしれませ

んけども、楽楽心のほうで食事の提供を高齢者の

方々と一般の方々に期間限定で、高齢者は毎日で

すけれども、一般の方々については月何回かという

形の中でやっております。 

今回の機構改革の中で栄養管理係を設けます。 

その中で、できれば夏休みや冬休みを利用して子ど

もたちに食事を提供したいなというふうに考えており

ます。 

子ども食堂とはちょっと大げさかもしれませんけれど

も、安価で子どもたちに食事が提供できないかと。 

中華の一流シェフも採用したわけですから、人材を

使いながら提供していきたいと思っておりますのでご

理解をお願いしたいです。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：私も100パーセントど

うしてもしなければならないものではないです。 

先ほど言ったように結構な予算がかかるわけですか

ら、せっかく新しい公共施設つくるのであれば、いろ

んなものを肉付けして、２言目には施設をつくるとき

に複合と言われてるわけですから、もし、１つ２つでも

実現できるのであれば、今だからできる設計段階で

検討、検証していただきたい。 

どのぐらいの人員が必要で、どのぐらいの予算がか

かるかとかいう部分も、ほかの省庁の予算も引っ張っ
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てこれる可能性があるわけですから、検討してみる価

値はあると思うのです。 

うりとして地産地消、もしくは栄養管理が行き届いた

食事を提供して、先ほど教育長が言ったように小さい

ことでもいいですからやっていただきたい。 

見込めるのであれば、もっと事業を拡大すればいい

わけです。 

設計の段階でやらないと、後からと余分な予算がか

かってしまうので、どっちでもできるように見直してい

ただければ、すぐに考え方を変えていけるのではな

いかと思っておりますので、検討のほうをよろしくお願

いしたいと思います。 

最後の質問に移りたいと思います。 

来年度から実施されると見込まれる開村100周年記

念事業は、本村の100年の歴史を内外に示すもので

あり、事業を通じて、過去の歴史、現在の状況、未来

への展望を明らかにする絶好の機会と捉えています

が、記念事業の実施規模やどのような形式で行われ

るのか。 

現時点での計画の概要とそれに先立って行われるプ

レ事業の内容などをお聞きします。 

○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。 

昨年の11月に、私を委員長とし副村長と教育長を副

委員長、各課長職を委員として構成する猿払村開村

100周年記念事業実行委員会を開催し、職員からプ

レ事業の募集をしたところ、延べ17事業の提案があり、

翌12月の実行委員会にて事業の選定をしたところで

あります。 

プレ事業としては、４つの事業を計画しており、まず１

つ目は、開村70周年のときに役場庁舎前の敷地に埋

立てたタイムカプセルを掘り起こし、次年度に公開す

るための準備を進める予定としております。 

２つ目は、開村100周年を事前に周知するため、牧草

ロールの側面にカッティングシートを張った掲示物を

さるふつ公園内の国道側に設置するほか、役場庁舎

の敷地内にも懸垂幕を掲げる予定としております。 

３つ目は、村章バッチ300個を作成し職員へ配布する

予定としております。 

４つ目は、観光大使の世永聖奈アナウンサーに出演

していただき、ＨＢＣテレビの土曜日または日曜日の

夕方30分番組を作成し、開村100周年の周知のほか、

村の紹介や観光ＰＲ、ふるさと納税返礼品の紹介等

をしていただく予定としております。 

これらの事業費としまして、当初予算において410万

円を計上させていただいておりますが、財源につきま

しては、北海道の地域づくり総合交付金と開村100周

年記念事業基金を予定しております。 

また来年の記念事業につきましては、記念式典、記

念誌の制作、高齢者の表彰などを予定しております

が、その他の事業につきましては、本年６月ごろまで

に。今日、中学生の方々が傍聴に来ておりますけれ

ども、小・中学生を含めた村民からアイデアを募集す

る予定であり、その後提案いただいた事業内容を検

討して、秋までには事業内容を決定したいと考えて

おります。 

議員の皆様にも事業計画案がある程度まとまった段

階で、検討内容をお示しし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）：これ100年に１度です。 

90周年もやりましたけれども、100年に一度ですから、

逆に100周年にいる我々しかできないことなのです。 

言ってみれば、今ここにいる人にしかできない事業で

あって、ぜひ尻すぼみにならないような事業をしてい

ただきたいと。 

もう一つ、今日は傍聴に来てますけど、子どもたちが

猿払村を誇りに思えるような事業をつくっていただき

たいと。 

この機会にもっともっと、猿払村を知ってもらって猿払

村がこんなに明るい未来があるのだぞというものを示

していただかないと。 

また子どもたちは中学、高校卒業したら地方に行っ

てしまうのではないかと。 

成人式のたびに私はいつも思いますけども、猿払村

を何とかしたいという子どもを育てていくためにも、こう

いう100年周年記念事業の中で、伝えていっていた

だきたいと。 
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もちろん我々一般住民も猿払村はやっぱりいいなと

言ってもらえるような事業展開して欲しいと思ってま

す。 

プレ事業は大体わかりましたけれど、その概要も出来

次第聞けるのかなと思います。 

来年の話ですから今から計画を練って、議会にも示

していただきたいなと思っております。 

最後に一言だけ村長に答弁もらって終わりたいと思

います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：本当に心に残る100

年記念事業という形にするためには、我々行政側が

積極的に関与することも必要ですけれども、村民の

皆様が一緒に考え参加していただけることが皆様方

の声が残る100周年記念事業になるのかなと思って

おります。 

ですから我々も提案しますけれども、小学生、中学生、

いろんな方々からご提案をいただいて実現なるという

ことは当然、子どもたちや一般の方々の心にも残るで

しょうから、ぜひ、そういう記念事業にしていきたいと。 

ありきたりな記念事業よりはもっと奇抜な記念事業に

なったほうがいいのかなと。 

そのためにもこのコロナウイルスの感染拡大を何とか

収束なればいいなと心から願っておりますけども、中

学生の皆さん、いろんなアイデアを出していただけれ

ばありがたいなというふうに思います。 

ご協力をお願いいたします。 

以上です。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。 

 

 


