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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）：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）：４点について質問を

行いたいと思います。 

まず１番目、ワンストップ窓口について。 

北見市役所では、１回の届出で複数の窓口に行かな

くても済むよう簡潔にし、書かない窓口として住民の

方が来られて、担当する方が聞き取りをされてパソコ

ンを打ち込むという、書かなくてもいい窓口が大変評

価されているようでございます。 

牧島かれんデジタル担当大臣も就任早々に北見に

来られまして、視察をされた報道も聞いております。 

また道内一部の自治体、また全国の自治体の中には、

北見市にプログラム使用料を支払いして、導入して

いる自治体も複数あると聞いております。 

私は猿払村にもそういう村民サービスは、大変いいア

イデアではないかなと思います。 

プログラムもお借りすることができるということでござい

ますので、ぜひ前向きに検討なされたらいかがかな

と。 

これについて村長さんは、どのようにお考えかお聞き

をいたしたいと思います。 

○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。 

まず本村の窓口業務の件について若干説明をさせ

ていただきたいと思います。 

本村における窓口業務の現状ですが、これまでも住

民課と保健福祉課において連携をとり、住民の方が

不必要に役場や保健センターへ足を運ばなくても済

むような工夫をしております。 

したがいまして、一部分でありますが、ワンストップ化

が図られておりますが、先進地に比べまして、まだま

だ不十分な部分もあると考えております。 

さらなるのステップアップのために、仕組みづくりやそ

れに伴うシステムの構築が必要となりますので、議員

ご提案の先進地などの情報を集めながら、本村にど

のような仕組みが有用か、また、システム構築費用の

試算などを含めて、ワンストップ窓口の導入に向けて

検討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）：村長さんから特別話

したことはないと思うのですけど、村の課長さんの会

議とかでは、こういう話題が出て検討したことがない

のですか。 

住民課と保健福祉課に窓口がある。 

私は印鑑証明をもらう程度ですけど、複数以上の届

け出される方に職員さんが親切丁寧に聞いてくれて

行うと、ほかの課に行かなくてもいい。 

大変便利だと思いませんか。やろうと思いませんか。

課長さん方の皆さんどうお考えですか。 

私は積極的にやって村民さんが本当に来て、窓口に

来てよかったと。 

そういうほうがいいのではないのかなと思います。 

もう一回村長さんどうですか。お答えいただけません

か。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：申し訳ないのですけ

ど、今までそういうような一気通貫型の行政手続という

部分については議題が上がって、共有したことはな

かったところについては大変申し訳ないなと思いま

す。 

ただ、窓口の接遇については、それぞれの担当部署

のほうで一生懸命やっていただいてると思います。 

それが全庁的に渡るという部分については、当然シ

ステム改修ですとか、いろんなことが出てきますので、

先ほどの答弁と重複しますけれども、構築費用も含め
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ながら、今後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（野村雅男君・登壇）：村の窓口に村民の方

ができるだけ足を運んでいただいて、書類とか手続

のときに喜んでいただけるような窓口づくりを考えま

せんか。 

先日も印鑑証明をもらいに来たのですけども、私のほ

うから「こんにちは」と挨拶をしたら、１人だけ「こんに

ちは」と挨拶を返していただきました。 

その程度です。だから、ほかの人方が来ても「いらっ

しゃい」とかそういう言葉というのは、これは別にその

人が悪いわけではないんでしょうけど、「いらっしゃ

い」とか声をかけるということが恥ずかしいというか、そ

の辺、村長さんとか副村長さんがどういうふうに見てる

か知りませんけど、外から来てそんな対応では私は

駄目ではないかなと思います。 

私も用事で名寄市役所さんにお邪魔することがありま

した。そしたら、中二階が入口ですが、そこで女の人

が仕事をやっていました。 

なんとなく私を見て、どんな用事でしょうかと声かけて

いただきました。２回目は１か月ぐらいおいてから行っ

たのですが、また同じ人だったのですけど、１回目と

同じように声をかけていただきましたし、入った担当

課の窓口もすぐに出てこられきて、対応していただき

ました。非常に感じがよかったです。 

こういうのをやることによって、担当の人がはっきりす

るし、来た人も座ってじっくりとお話をするので、役場

の窓口が明るくなるのではないかなと思います。 

村の中ネットワークは全部が毎年ではありませんけど、

５年とか７年でシステムやプログラムを更新するため

に何百万円もかかって、費用は相当かかっていると

思います。 

村は払っているのですけど、一般の村民には、恩恵

を常日頃は受けていないと感じてしまいます。 

ですので、前向きに取り組んでいただきたいなと。 

ここまでお話してどうですか、村長さんでも結構です。

副村長さんでも結構ですけど。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず１点目の職員が

住民等に対する説明等につきましては、改めて、私

からも訓示もしくは管理職会議で職員のほうに周知

徹底をさせていただきたいと思います。 

議員さんから住民の方々が役場職員に対してそうい

う思いを寄せているところについては、私としても反

省をしなければなりませんし、職員にも接遇をしっか

りやってもらえるように、指導してまいりたいというふう

に考えております。 

また同じような答弁になりますけれども、先ほどと同じ

ような形の中で、しっかり経費も含めながらできるよう

な形で、できるかどうか検討しっかりしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：これもデジタルと申し

ますか、一部の県ではタブレット端末を使ってお年寄

りの好奇心を利用した、自然野菜の採取の価格だと

かそういうものを提示しながら、お年寄りの趣味を広

げて使っている方もあるわけです。 

それは商売に使っているということですけど、今、猿

払村は、子どもたちはもう100パーセント皆さん持って

いて、私もたまたま見たのは、うちのセイコマートに浜

鬼志別小学校の子どもさんたちが視察に来たとき、

たまたま横で見ていたのですけどもタブレットで写真

撮って、それが記録になって、そういうのがまた勉強

になっているのを間近に見たわけですけれども、タブ

レット端末も村内でも65歳以上のお年寄りがたくさん

いる中で、私の中にもそういう活用方法もあるのでは

ないのかなと。 

そんなふうに思いますし、そういうことで広げていくと、

お年寄りの活性化にもつながっていくのではないの

かなと。 

ただ１番目の話とは入れかわってしますけど、そういう

中で、一つタブレットを窓口で活用するのも検討して

いただきたい。 

次に２番目の各種証明書も外部交付について。 

村内のごみ袋は、各販売店さんが登録されて、業者

にご協力いただいている。 

しかも、浅茅野地区は商店がなくなったということで

浅茅野郵便局さんがごみ袋の代行の取り扱いもされ

ている。そういうことでございます。 

さきの窓口の話もそうですけど地域も遠い、あるいは
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役場も週休２日制で祝日が挟む。 

なかなか各種証明書を民間の方が忙しい中、証明書

が必要なときに取ってくるわけですけれど、今ネットワ

ークがつながって行政の印鑑証明書や住民票を例

えばコンビニであるいは村内で言えば浅茅野郵便局

さんですとか、外部の事業者さんでやってくれるよう

なところに持っていくというそういうようなお考えとかご

ざいませんか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：財政出動がシステム

構築のために莫大な費用がかかるということも含めな

がら、算出も含めまして答弁をさせていただきたいと

思います。 

現在村の状況としては、システム自体外部交付は対

応しておりませんので、各種証明書の外部交付を実

施するためには、まずシステムの構築が必須となりま

す。 

この構築に係る経費につきましては、国の補助を除

いた村負担ベースで約7500万円が見込まれるほか、

ランニングコストとしてシステム利用料が月額約30万

円。 

令和６年度まで国の２分の１の補助がありますが、令

和７年度からは、年間約360万円の利用料が発生す

るほか、システムの運用主体の負担金として年間約

70万円が必要となります。 

しかし本村における各種証明書の令和２年度の発行

実績は、件数が3781件、手数料は約158万円となっ

ていることから、費用対効果としては現在低いものと

いうふうに考えております。 

住民サービスの観点からは、利益が出ないことを理

由に実施しないということには必ずしもなりませんけ

れども、現状においては、村民からの要望も特になく、

現段階では導入には難しいものと考えております。 

しかし現在、国で進めております、市町村の各種業

務の標準化が整うことにより、外部交付の大幅なコス

ト削減が見込まれれば、その段階で改めて住民ニー

ズの把握を含めながら検討を進めてまいりたいという

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）：費用ずいぶんかかり

ますね。 

調べていただいたのですね。これでは進められませ

ん。 

ですけど、猿払村だけどうのこうのではなくて、これ全

道的にそういう機運になりませんか。 

全道の市町村で共通のものを使ったら安くなるとかそ

ういうことも一つ検討してみてください。 

私はよくわかりませんけど、札幌市はそっちのほうが

便利だし窓口業務の負担もかからないから、共通の

システムでできるところはやると思います。 

できないところは、コストがかかるからできないというこ

とですよね。ですからあと全道的に外部交付を広め

ていくということは大事なことではないかなと思いま

す。 

窓口業務も必ず１人、２人ついていないとできません

けど、仕事をしてる方々も民間の方々も大変忙しい

時間帯もあるわけですから、便利に住民票がとれる

地域とそうでない地域の差が日本全国であってはい

けないのではないのかなと思います。 

ぜひ一つ息長く運動していただきたいなと思います。 

３番目、児童館について。 

現行の保育所敷地内が狭く感じられる。学童保育が

保育所の側にあることが必要ないと思います。 

余裕のある適地を探すことを提案します。私も実際に

見てきました。 

その日は何か事業があったのかわかりませんが裏側

の職員住宅側から表側からも駐車場もかなり車が埋

まっていました。 

それで裏側から見に行ったら、建設予定地は雪山で

した。 

しかし、どうしてこんな狭いところに建てるのだろう。こ

んな場所しかなかったのか、その点についてお願い

します。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、保育所につき

ましてはここ数年、低年齢児の入所が増加しているこ

とから、保育士が不足傾向となっております。 

そのため学童クラブ担当の保育士には、学童が利用

しない午前中は、保育所で通常の保育に従事しても

らい、午後からは児童館に移動して勤務することとし
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ているため、職員の移動がスムーズに行えることを念

頭に、隣接地にて建設するものであります。 

そのほか、施設の電気、電話、インターネット等のイ

ンフラ関係を独立して設置せずに、保育所から分岐

させて接続することで、コストを抑えられるという利点

もあります。 

また保育所のグラウンド内に建設することで、グラウン

ドが狭くなり、運動への影響についての懸念もありま

したが、幸い大きな施設ではないため、大きく敷地を

占拠することなく、日常の遊びにおいても十分なスペ

ースが確保され、また、運動会を実施についても建

設箇所の部分は使用しておらず、建設に支障はない

ものと判断をさせていただきました。 

以上の点から児童館の建設場所を保育所の隣接地

に計画をするものであります。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いや、それにしても

狭いと思いました。 

使ってないところかもしれませんけど、どうしてこんな

ところ選んだのだろうという思いで、現地を確認した

いと思って、横のほうから行ってみました。 

明らかに狭いし、保育所のグラウンドの真ん中に建つ

のかなとそんなような思いをしてきました。ちなみに、

もう７年ぐらい前になると思いますけど、議会で豊富

町の定住支援センターを視察しました。 

平米数は2800平米ぐらいだったと思うのですけど、絵

本館や図書館や会議室もありましたし、200人ぐらい

収容のステージつきのセンターもありました。 

あと保健福祉課がそこの一角に役場から独立して入

っている。 

玄関は、旧豊富中学校のグラウンドの上ということで

長い玄関が４つもあるのです。そこの玄関の１つから

入っていくと、右側に絵本館、次に図書館、左側に学

童保育の部屋が、結構広い部屋があります。 

また稚内の南地区の活動拠点センターというのです

か。緑町の南小学校かな。その向かい側のほうにあ

ると。活動拠点センターの中で学童保育が行われて

いる。 

隣の浜頓別町では全部ほかの小学校がなくなって、

浜頓別小学校の中にあるということを先日お聞きした

ところです。 

学童保育がどうして保育所のそばでなければならな

いんだったのだろうかと。鬼志別にだって用地がまだ

いっぱいあると思いますよ。 

学童保育は、小学生になってるわけですから、保育

所の２歳児とか３歳児と違いまして、言うことがきちん

とわかるようになって、先生方の言うことを聞けるので

保育所のそばでなければならないというには、何もな

らないのではないかな。 

今どこか小学校や中学校や空き教室とかないのです

か。一時、そういうところでもいいからお借りをしてま

た建設場所を少し探したらどうですか。どうですか。 

○議長（太田宏司君）：阿部教育次長。 

○教育次長（阿部孝好君・登壇）：議員さんのほう

から空き教室の関係でご質問ありましたので、お答え

させていただきたいと思います。 

全校に共通はしないのですけども基本的には普通学

級のほかに特別支援学級ということで、教室を別に設

ける必要がありますので、鬼志別地区の鬼志別小学

校でいきますと空き教室はないという状況にありま

す。 

中学校については、もともと各学年２クラスありました

のが、今は単学年になって普通教室でいくと３つあり

ますけれども、ほかは学習指導室や特別支援学級も

その１クラス使っているのですけれども、完全に余裕

ある空き教室で空いている部屋というのは、基本的に

はないということになります。 

場所として中学校に関してまとめますと、上の２階の

フロアにもともと６教室あったうち３学年が１教室ずつ

使っておりまして、１教室が特別支援学級、残り２つ

については、学習指導室で使用しているという状況

にあります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、特別支援学級な

どで鬼志別小学校は塞がっているというお話です。 

拓心中学校については、工夫すればつくれないわけ

ではないということですね。 

次の質問とも関連するのですけど、児童館の建設に

ついて、もう少し、適当な場所を探して、本当にここが
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いいという場所に造ったほうがいいのではないでしょ

うか。 

各学校の知来別や浜鬼志別の学校が空いているか

らという話ではなくて、一時避難的な場所として鬼志

別で空いてるんであれば、中学校でもいいと思いま

す。 

私は本当に狭いと思います。村長さん、児童館につ

いて、そういうお考えになることはないですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まずこの児童館の建

設に至ったというところについては浜鬼志別保育が

鬼志別保育所に統合させていただいて、お預かりを

している学童の生徒たちが使う部屋がなくなったとい

うところで児童館の建設をしようと。 

そして、どうせ建てるのでしたら、そこに今、教育関係

で問題を抱えている国語、算数、数学、英語の基礎

学力が全国、全道、宗谷管内を比較しても猿払村は

低いという懸念事項がありましたので、これから基礎

学力をしっかりつけてもらえるような方法で猿払未来

塾も一緒にあわせて開校しようという目的で児童館を

建設させていただくということを考えました。 

その中で設置場所についても協議をしてきました。 

先ほどの答弁させていただきましたけれども、まず保

育士の児童クラブに担当する保育士の確保が難しい

状況の中で、午前中は保育士として、午後からは児

童クラブの保育士として仕事をしていただくというとこ

ろで近場のほうがいいだろうと。 

それにより移動はスムーズになるので近場のほうがい

いだろうと。 

インターネット等のランニングコストも含めて分岐がで

きるので、保育所のほうが近いということで検討をして

図面上に落として、１人当たりの面積を出して、このく

らいで十分だということも含めながら、検討してきた結

果、あそこで十分でしょうという形の中で至りましたの

で、ぜひそこの部分で建設をさせていただきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：浜鬼志別保育所が閉

鎖して人数が増えるようになって、学童保育で使って

いた部屋を今度は使えなくなったので新しくやると。 

こういうふうに言われましたけど、学童期はもっと違う

と思うのです。 

１つは学校に就学してるわけですから、そういった意

味から保育所とは離れた場所とは言いませんけれど

も、敷地自体がもともと狭いところの場所に、建てると

いうことがどういうことなのかという提案をしているとこ

ろなのです。 

本当に鬼志別に土地が全くなかったのか。確かに先

生は、すぐ歩いて通う場合はいいですから、先生は

それでいいと思いますけど、本来、学童をどうするの

かと考えたときに、今の場所のすぐそばでなくても、

十二分に学童保育のとれるところがあると思います。 

ほかの各市町村でもいろんな形でやられているわけ

です。その辺をもう１回、部内でお話をしていただき

たいなと。 

この児童館については、これ１回質問を終わります。 

ＩＣＴを活用した猿払村未来塾について、少し村長さ

んも触れられたので、学力が少し弱いところがあると。 

そのような観点から塾をつくって、集中的に学科を勉

強してもらう施設をつくるということでございます。 

これは、村内の希望される小学生、中学生を全員受

け入れる体制は既にできているのか。 

中学生の場合は、児童館で受けるわけですけど、例

えば拓心中学校が空いてます。１つ部屋空いてます

となって鬼志別小学校で希望される方は歩いて来ら

れます。 

拓心中学校の方々は、そのまま学校で受けれます。 

あと知来別小学校さん、浜鬼志別小学校さん、浅茅

野小学校さんで、希望がある生徒方の送り迎えという

のはどういうふうになるのですか。 

親御さんの送り迎えという形になるのか。 

それとも、村のほうでそういう手はずをとるのか、その

辺をお答えいただきたいのですが。 

○議長（太田宏司君）：阿部教育次長。 

○教育次長（阿部孝好君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。今のところ基本的には、学校を下校後に

塾に通ってもらうというイメージで考えておりますので、

その辺は保護者の送迎をお願いしたいと考えており

ます。 

以上です。 
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○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：教育次長のほうから

一応基本的な考え方として、保護者の送迎ということ

でお話をさせていただきましたけれども、地域差を少

しでも解消するために、塾の集合形式のほかにパソ

コン機器の貸し出しによって、自宅でも受講できるよ

うな計画を現在しておりますので、来るのが遠く、毎

週通うことが難しい子どもたちについても、受講がで

きるように、地域性を考慮した形の中で運営をしてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：その会場に来られる

人は、ＩＣＴでやるのですか。集まるけどＩＣＴでやらな

い。 

あと遠隔の人もＩＣＴでやられるのか。基本はそういう

ことでやられるということですか。 

１回も教室へ入らなくてＩＣＴでやられる。そしたら、教

室の必要ないのではないですか。どうですか。 

○議長（太田宏司君）：阿部教育次長。 

○教育次長（阿部孝好君・登壇）：お答えさせてい

ただきます。 

今のイメージですが、集合形式プラス自宅からオンラ

インで参加する自宅型のハイブリッドといいますか、

両方のパターンで遠くて来れない方については自宅

で受けていただく、集合に参加できる方には、会場に

きて塾に参加いただくということで、集合の場面につ

いては、講師の指導自体をオンラインで行う形で考え

ておりますので、集合のところでも基本的にオンライ

ンで指導を受けることになるのですが、月に何度か講

師の方も現地に来ていただいて現地指導もしてもらう

ということも考えています。 

今、遠隔でのオンライン指導を集合の教室で行う、も

しくは自宅で指導を受けるかという２パターンを同時

に行うというようなイメージで塾の内容を計画している

ところです。 

ですので、教室が必要ないということではないというこ

とをご理解いただければと思います。 

○議長（太田宏司君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いや、通えない人は

基本的に自宅でやるということですね。 

通える人は来て、やるわけですね。どっちの方でも同

じだったら教室はいらないのではないですか。 

みんな自宅で本当は通って来ているけど、時々都合

悪くて休みましたというのと、ずっと来ないとは違うと

思うのです。 

片方は、歩いても来られる場所の人、それでも参加し

ない人もいるかもしれません。ですけど歩いて参加で

きます。 

ですけど、したいけど親が忙しくて送れないからずっ

とリモートでやるというのは最初から差があるではない

ですか。そう思いますけど。 

どこまで言っても答えが同じなので、これ以上議論す

るのは無理かなと思いますけど、私はちょっとよくない

なと。 

児童館の終わった後に、ここへ皆さんが集まって、同

じところでやる。ですけど、今聞いたら自分でそこの

教室に来る。 

来れない人はリモートでやる。それは最初から差があ

るのではないですか。そう思いませんか。そう思うと思

います。 

何を話しても質問しても同じだと思いますけど。また、

今度、始まってどういう形になるかわかりませんけど、

また、この問題でもう１回やりたいと思います。 

以上で終わります。 

○議長（太田宏司君）：これで一般質問を終結いた

します。 

 

 


