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令和４年 第２回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和４年 ６ 月 ２８ 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。 

６番、高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：それでは、通告書に従

って、質問させていただきたいと思います。 

まず初めに、新型コロナウイルス感染症の対策に

ついて感染状況についてお伺いしたいと思います。 

村内において感染されました方及び亡くなられた

方もおられ、改めてお見舞い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思います。 

この新型コロナウイルス感染症により、国内海外と

もに経済への影響及び生活環境が大きく様変わりし

ました。 

またオミクロン株や新たな変異種の感染もあり得る

ことから、予断は許されない状況と理解しております。 

最近になり、新規の感染者の数も減少してきており、

収束に向けての期待も大きいように感じますが、村内

における新型コロナワクチンの接種状況と感染された

方々の後遺症等の発症状況についてお伺いをいた

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）：ただいまの高橋議員

のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

まず最近村内では、新規感染者が出ていないとい

うことで村民の皆様方については、感染対策をしっか

りとっていただいていることに改めて感謝とお礼を申

し上げたいと思っております。 

それでは、答弁をさせていただきたいと思います。 

今月24日現在の接種状況では、１回目接種者が

2290人、87.８パーセント、２回目接種者が2268人、87.

０パーセント、３回目接種者が1918人、78.９パーセン

トとなっております。 

また４回目の接種は、重症化予防を目的とするも

ので、対象は３回目から５か月以上経過した60歳以

上の方、18歳以上の基礎疾患のある方、その他重症

化リスクが高いと医師が認めた方となっております。 

この４回目の接種につきましては、既に対象者の

方にご案内をしており、７月８日から９月上旬までにか

けて個別接種を10回実施し、約400人が接種する予

定となっております。 

さらに９月には、高齢者等を対象とした400人規模

の集団接種を行う予定としており、合計で約800人、

60歳以上の方700人、基礎疾患とある方が100人の方

が接種できる体制を整えております。 

また後遺症につきましては、ある程度症状が回復

した後であっても、倦怠感や嗅覚異常、咳や息苦しさ

といった症状を訴える患者さんもおりますが、時間が

たてば回復するのが一般的だと言われております。 

これまで保健福祉課にも数件の相談が寄せられ、

稚内保健所などと連携し、医療機関の受診を勧めた

ケースや専門医を紹介したケースなどもありましたが、

患者さんの多くは医療機関に直接受診されるため、

村では後遺症に関する全体の把握ができていないと

いうのが実情でございます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：ワクチンの接種後に、

後遺症といいますか、あまり重症化してないように聞

いておりますので、重症化しないように祈るしかない

ということと、ワクチンの接種については、自分で考え

て打つか打たないかの判断によるのかなと思いま

す。 

こうやって村全体で、なるべく接種の率を高めよう

として努力したことに対しては、敬意を表したいと思

いますし、最終的には自分で自分の体を守るというこ

とが基本になるのだろうなというふうに思います。 

最近になりまして、マスクの着用についての厚生労

働省から示されている内容についてなのですが、猿

払村としてこの内容で、村民に周知しようとしているの

かどうか、あるいは少し経過を見ようとしているのか。 
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それとも無視する考えなのかをお聞きしたいと思い

ます。 

なぜかといいますと、いろんな条件のもとで、マスク

の着用の判断というか、例えば、この場面ではもう必

要ないとマスクを外していると周りからの冷たい視線

を浴びるとか、そういったことがあると思うのです。 

それとオミクロン株の感染ですと、感染者自身も自

覚がない中で、感染を広めてしまう場合もありますし、

逆の場合も考えられると思うのです。 

自分を守るのが基本で他人にも感染させないこと

でありますが、村から国の指針のとおりのもので終わ

らせるのか、あるいは村からもそうした対処方法を示

して、いろんな場面での啓蒙も必要ではないかなと

感じるのですが、そうした対応をする予定はあります

か、お聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：石田保健福祉課長。 

○保健福祉課（石田博史君・登壇）：ご答弁させて

いただきます。 

今の質問に対しましてマスクの基準着用について

の考え方の変更がされたことなのですけども、厚生労

働省のほうでは、５月末から周知されているところで

す。 

状況を見ますと、うちの村もそうですが、状況を見

ながらこれから周知していきたいと思っているところで

す。 

感染の状況が下がってはきていますが、急激に下

がっていく状態ではありませんので、感染者は多いと

思っています。 

社会的にはいつ感染してもおかしくないという状況

です。 

コロナと付き合っていくというところでは、ウイズコロ

ナだというふうになりつつありますので、しっかりと感

染対策、健康管理なども意識していきたいというとこ

ろでは様子を見たいと思っておるところです。以上で

す。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：そういうことだというふう

に私も思いますけども、最終的には自分で自分を守

るのが基本になってくるのかなと思うのですが、コロ

ナウイルスが発生した直後も誹謗中傷だとか、マスク

を着けてる着けていないなどのトラブルが起きないよ

うな状況になっていただきたいなと思っております。 

そういった意味でも、いろんな場面で国の指針だ

けではなくて、地域に合った方法があるのであれば、

早めに村からも村民に啓蒙していただきたいなと思

います。 

２つ目の質問に移さていただきますが、閉塞感の

打開についてということで、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止のため、あらゆるイベントや会合等の

中止により一つ一つのコミュニケーションができない

状況にあり、将来の地域活性化への活動に悪影響が

出るのではないかと危惧しておりますが、村長はどの

ように感じておられるか、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）：観光まつりを例にとり

ますと３年続けて中止と、そして高齢者の交流また村

民同士の交流というところが行われてないところにつ

いては、非常に危惧をしております。 

その中で今後の取り組みを含めて、現状を報告さ

せていただきたいと思います。 

観光まつりにつきましては、残念ながら３年続けて

中止になってしまいました。 

先ほど山森議員のご答弁にも申し上げましたとおり、

今年の秋には特産品の販売などイベント計画、企画

をしております。 

また保健福祉関係では、各種運動教室や料理教

室、地区別ふれあいサロン、老人クラブ事業、身体障

がい者福祉協会の事業などが徐々に再開されている

ところであります。 

さらには、本定例会に補正予算案を計上させてい

ただいておりますとおり、村主催の敬老会を再開す

べく現在計画しております。 

開催時期は、４回目のワクチン接種が終了する９

月下旬以降を予定しており、最終的な開催の判断は、

その時点での感染状況を見極めた上で判断をさせ

ていただきたいと思いますけれども、昼食を持ち帰る

など短時間での開催をしてはどうかというところも含め

て考えているところでございます。 

また社会福祉協議会のふれあい学級、俗に言うこ

けももにつきましても、７月から再開の検討をしている
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と聞いております。 

しかしこれまでの長期にわたる行動制限など村民

の皆さんにご不便を強いる状況が続いてる中で、感

染状況が落ち着くまでは、ご協力をいただかなけれ

ばならないということは認識しつつも、村の活力が低

下するのではないかという気も私も強く感じておりま

す。 

ただ、さきに申し上げましたとおり、徐々にではあり

ますが、各種行事なども再開の方向で進んでおりま

すので、感染対策に万全を期しながら、村民の皆さ

んに健康で活力ある日々を過ごしていただけるよう私

も職員とともに考え行動していきたいと思っておりま

す。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：最近になって感染者が

少なくなってきた傾向のもとで、札幌市だとか都会と

いいますか、そういったところでもお祭りなど年中行

事の部分では、元どおりではないですけど日程を短

縮して行うだとか、あるいは屋台の件数も減らしてで

も実行するといったふうに苦慮されながら、元どおり

にしようという努力をされているというふうに感じており

ます。 

いろんなイベントの中止というのは、コロナの感染

のリスクだけを考えての結論と私は思うのですけども、

最終的にはその主催者の責任を問われるなどのリス

クを回避するためのイベントの中止だとは思うので

す。 

ただ先ほどの村長の話でもありました観光まつりに

ついても初めから予算を組んでいない。 

これは実行委員会にお願いをしてやるやらないと

いうことだと思うのですけども、何か単純に感染リスク

という部分だけで、判断してしまっていて、こうしたら

できないか、ああしたらできないかと言った細かい議

論というのは、あったのかどうなのか。その辺をちょっ

とお伺いしておきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：阿部産業課長。 

○産業課長（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。 

今年は観光まつりを残念ながら中止という判断を

実行委員会でしましたが、最初から当初予算では組

まず小規模でも開催するのであれば、補正対応する

考えでありました。 

観光まつり実行委員会の中でも、先ほど村長が答

弁されたように、観光まつりは中止しても秋のイベント

を行うとかの可能性も含めて、単純にコロナ禍だから

やらないわけではなく、どうしたらできるかも含めて検

討をされたと私も聞いております。 

北海道神宮祭などのイベントも再開されて、稚内

のお祭りも露店を行っていくということで、まずは秋の

イベントに向けて物産を中心としたものを検討しなが

らやっていきたいと思います。 

観光まつり実行委員会でも、単純にやめるという形

ではなくて、模索しながら検討していたのですが、今

年は厳しいという判断となったということでお話は聞

いております。以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：実行委員会に開催の部

分をお任せして村としてはその予算を組んでというこ

とで村が主体でやるわけでないのですが、こういう自

然に囲まれた猿払村で感染リスクが高いからやめま

しょうと言っていて、札幌市だとかそういった都会で何

とかリスクを抱えながらでも開催実行できる努力をし

ている。 

そうした都会と比べて、村民だけ考えればリスクが

少ないようにも思うのです。 

そしてイベントの中止を決めておいて、先ほどの同

僚議員の質問の中にあった観光推進を行っている。 

どうも何か矛盾しているのではないかなと私は思う

のです。 

ですから各方面と協力しながら、どうしたら開催で

きるのか。共有をしていっていただきたいと。そういう

姿勢で望んでいただきたいなと思います。 

次の質問に移させていただきます。 

基幹産業の酪農業の展望についてということでお

伺いしたいと思います。 

まず酪農業について、ロシアのウクライナへの侵攻

により、世界経済及び国内の経済が一変しておりま

す。 

コロナ禍と相まって国内における牛乳の消費の落

ち込みと肥料、飼料、それから燃料はもとより、生産
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資材など牛乳生産に必要な全ての経費と言っても過

言ではなく、直接経費が高騰しております。 

生乳の販売価格の交渉は、通常ですと年１回で決

定していますが、今年度は期中での交渉が必要であ

るという、かつてない厳しい状況になっております。 

猿払村の基幹産業だといえども、地方自治体での

対応には限界があります。 

村長はこの状況をどのように認識されているのかを

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）：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。 

酪農業はもちろんのこと、本村における産業全て

において、経費の高騰などで大変厳しい状況下にあ

るというふうに私も感じております。 

高橋議員もおっしゃるとおり、村独自での対応では

限界がございますので、来月に予定されております、

宗谷地域総合開発期成会での北海道、国への要望

活動や東宗谷農協を構成する浜頓別町、中頓別町

とともに、国への要請活動を強化するなど打開策を

見出していけるよう私も努力していきたいと思いま

す。 

また改めて南宗谷、東宗谷の組合長とも議員会館

でお会いすることもありますので、そういうところも連

携をとりながら、一緒に要請活動も含めてしていきた

いと思っております。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：農協からも情報をいた

だいておりまして、生乳の動向、肥料、飼料の価格の

変動内容、個体販売等の情報などいただいておりま

すが、その内容をここで聞いて議論しても意味がない

のでありますが、参考にお伝えをしておきたいと思う

のですが、令和２年度７月から９月の期間と今年度令

和４年のこれから７月、来月からの７月から９月の比較

をしますと搾乳用の餌、たくさんあるのですけども、代

表的なものでいきますと、令和２年度では５万1250円

から今年度は８万3550円。163パーセント上がってい

ます。 

トン当たりにしますと３万2300円増えたということで

す。 

この3万2300円というのが大体同じような餌の種類

あるのですけども、ということはトン３円。 

上がっている。キロにすると30円。それから乾乳牛

といいますかドライ、そういった部分で言いますと５万

4100円から８万6400円。159.７パーセント上がってま

す。 

トン当たり３万2300円ということになります。 

それから育成用の子牛に与える人工乳というので

すけど、ペレット状の小さい餌ですが、令和２年度の

６万8900円から10万4000円に上ります。150.９パーセ

ント、トン当たり３万5100円の価格になります。 

それから肥料については、肥料も非常に銘柄が多

いのですが、標準的な部分だけでいきますと、これは

500キロ単位になりますが、これは令和３年度、これも

実は早取りだとか、来年の秋に申し込んでおいて春

にとると、いろんなものがあるのですけども、標準的な

ものだけでいきますと、500キロ、３万1375円から７万

2250円、223.２パーセント。３万9875円の増。要する

に２本分。500キロの価格が１トン分に相当するわけ

です。 

それからもう一品、これも標準的なものでいった肥

料ですが、4万375円から７万4125円、183.６パーセン

ト。これも３万3750円ぐらい上がってるということになり

ます。 

そして今言われている、牛乳が余ってるという状況

の中身ですが、乳製品の在庫として、脱脂粉乳が約

10万トン、これは生産の月数にしますと９.９か月分と

言われています。 

バターは４万トンぐらい在庫されてます。これは６．

８か月分になります。そういう状況になってます。 

それから個体販売の価格ですが、初妊牛、これか

ら生まれるよという、若い腹に入って、買ってから１か

月２か月後に分娩をして、牛乳搾り出すという初妊牛

ですが、令和３年の３月に75万7000円だったものが、

今年３月で59万5000円。16万2000円落ちているとい

うことになり、そして乳価は前年と同じ、横並びです。 

ですから、こうした状況で酪農経営というのは、本

当に大変な状況だと考えられます。 

本当は所得率だとか１年経過してませんが、既に

そういう状況入ってきている。 
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農家の方々は１月から12月の決算になります。で

すから、今年はまず何とか乗り越えたとしても、来年

になると大変なことになるなと。 

特に大変なのが投資して、これからという状況のと

ころです。 

猿払村内で聞きますと、実は１件あるみたいです。 

もう一つ危惧されているのが、もうやめようかなと思

った人。もうやめたほうがいいかなというような状況に

陥るかなと思います。 

先ほど言いましたように自治体でできることの支援

は、あるかないかというとできないと思います。 

今、村長が言われたとおり、国への要請を何とかこ

れを乗り切るために、我々の村の基幹産業なんだと

いうことをお伝えしていただいて農家を守っていただ

きたいなと。 

あとはできるとしたら、消費拡大に協力するぐらい

かなというふうに思います。 

それで猿払村酪農の体制を維持するためには、３

つの要件が基本的に必要かなと私は思っています。 

１つは、生乳生産を堅持あるいは向上させること。 

それからそのために乳用牛の頭数を確保するこ

と。 

そして猿払村の農地を適正に管理し、良質な基礎

肥料の確保に努めること。 

この３つが柱となって、これが１件１件の自営業で

ある酪農ではなくて、地域の全体の基幹産業に根づ

くものだと考えております。 

細かいことはたくさんあるのですが、その中でこの

３つをどう構築していくか。 

これは今現在の酪農だけでなく、将来に向かって

の猿払村の酪農を基幹産業として酪農を継続しても

らうための基本的な部分ではないかなと考えていま

す。 

これはこのようにいっても、最終的には個人経営の

集まりでありますから、経営者の一人一人の技術ある

いは考え方によって変わってはいくのですが、村とし

ての基幹産業というふうに位置づけるということは、そ

の産業にぶら下がってる人間や世帯が数多くいると

いうことで村として基幹産業だと認識するわけですか

ら、そういった基本的な部分の考え方からいきまして、

次の２番目の質問の中に入っていきます。 

猿払牧場を通じた支援体制、農協と指定管理契約

を結んで預託事業と牧野管理をメインとした事業を展

開し、猿払村としての酪農業を支援してきました。 

東宗谷農協もさきの合併によって、地域が拡大さ

れて中頓別町が今度入りまして農業者のための農協

として発展されることを強く願っておりますが、ほかの

業界も同じように、農協のこの牧場の管理についての

人員不足が生じていると聞いております。 

農協も人員不足のための村営牧場での業務の縮

小を考えて流出というふうに聞き及んでおりますが、

そのことによって猿払村の酪農家に影響が出ないの

か、あるいはそうした話は出ていないのか、村と農協

との間で協議はされているのかをお伺いしたいと思

います。 

それと関連しますので、３番目の猿払村の農地の

維持管理についても一緒に質問させていただきたい

と思います。 

酪農にとって、良質な基礎飼料の安定確保が重要

であります。 

農協との協議によって、計画的な草地の更新を行

うべきではないかと考えますが、村長のお考えをお伺

いいたします。 

ということでこの２つについて一緒にご答弁いただ

きたいなと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず１点目のご質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

村営牧野の業務縮小の件については、東宗谷農

協から具体的な説明をお受けした経過は、村として

はございませんが、この件を含め農協側に早急に実

情の聞き取りを行ってまいりたいと考えております。 

このほかにも本村の酪農業全般について、東宗谷

農協と継続的に協議を行うなど酪農振興の在り方を

考えていきたいと思っております。 

１つの例として今議員がおっしゃられたとおり、いろ

んな法人をつくってやられている酪農業の方もおりま

す。 

ただ、ほとんどの方は、家族経営ということも含める

と１つの例として特にコントラクター事業なんか今は
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家族の中でやっていくのは非常に難しい。 

そうするとコントラクター事業に委託して、牧草の収

穫を担っていただく分、酪農業としての重労働の軽

減だとかヘルパーをある程度利用することも考えられ

ますけれども、この村営牧野の人材の確保は、村とし

ても非常に危惧してるところですし、そこで中心となっ

て働いている方々もある一定の年齢になってきており

ますので、今後そういうところの職員の配置、人材も

含めて、農協側と協議をしていきたいというふうに思

ってますが、人事の関係ですから村がどうのこうのと

いう形にはなりませんけれども、指定管理を受けてい

ただいておりますので、村としても基幹産業という形

の中で農協と協議をしていきたいと考えております。 

また草地の関係でございますけれども、農地の維

持ということに含めまして、基礎飼料の安定確保は当

然重要でありますので、今後も東宗谷農協と協議を

先ほどのお話を含めて、協議をした中で道営事業を

活用しながら、草地整備を継続して実施していきたい

と考えております。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：ぜひ農協と協議してい

ただきたいなと思っております。 

酪農家への支援というのは、そういったことだけで

はなくて、まだまだ細かく言いますと制度資金の利子

補給ですとか新規就農者への支援、それから道営草

地整備事業、これも大きな負担を村がしていただい

ている。 

あるいは自衛防疫組合やヘルパー事業、乳牛検

定組合などの支援、そして１番大きいのは、最近では

中山間の事業への負担、それぞれいろんな大小

様々な支援があるのですが、この猿払牧場について

の委託事業にも多大な支援が組み込まれていると私

は理解しております。 

ＪＡとの指定管理契約では、預託事業だけでは運

営できないと。 

要は農家負担が大きくなり過ぎるからということから

コントラクターだとか、それから優品事業とか堆肥の

処理だとか草地更新なども農協の事業としてやって、

牧場で農協としては利益を得ているということです。 

その利益を猿払村に少し返していこうと言っても村

長いいのではないかというふうに思います。 

そのために人材をヘッドハンティングしてでも確保

してくださいということを私から言えませんので、村長

から組合長にぜひ強く言っていただきたいと。 

でなければ、先ほど言われたようにコントラクター

だとか個別経営の部分では今までかなりやっていた

だいて、経営が成り立っていたということはあります。 

それがあるいは今のTMRセンターとかそういうとこ

ろで請け負ってできるのかといいますと、そう簡単に

いかないと思います。 

それは自分たちでつくってきた組織の中で、リスク

を抱えながらやるところや料金の問題だとか、いろん

な作業の流れを含めても簡単にいくものではないな

と思うのです。 

問題はそのことによって、自分の経営ができなくな

った、牧場も応援してもらえない、やめるのかという判

断にならざるを得ない農家もあるということだけはちょ

っと認識していただきたいと思います。 

そんな農協は大丈夫か。逆に、本当に組合長何と

かしてくれよと言いたくなるのですが。 

それでもう一つ、私はこの猿払牧場というのは、草

地管理に貢献してきたと理解しています。 

今言ったコントラクター事業、サイレージの調整作

業もやってきております。 

昨年終了した国営農地防災事業、これ聞いたら

1056ヘクタール整備されています。 

それから中山間地の事業からの土地面積で示され

ているこの面積が4608ヘクタールと伺いしておりま

す。 

この試算です。猿払村の試算、この農地によって

牛乳を生産していただいて、農家も潤ってそこにぶら

下がる世帯も潤っていく基幹産業だということで面積

を適正に管理するためには、更新をかけなければな

らない。 

昔ですと、土地改良資金だとか15年ぐらいの長さ

の資金を借りてやっている場合があるのですが、自

力更新の場合、自分でやる場合、あるいは先ほど言

ったその牧場が行ってやる場合とあるのですが、なか

なか自分でやるとことはできないのです。 

それで村でも道営草地整備事業を入れていただ
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いて、村に負担していただいたり、土壌改良剤の支

援もいただいてやることによって進んでいると。 

こういったこと全部を牧場の職員で更新できるかと

いったら無理なのですが、事業が入ってほかの業者

さんも来ていただいて、あるいは自分でできる人は自

分でやったほうがいいのだろうけども、そういった計

画というのをきっちり先ほど酪農の基本になる部分で

すから、その土地を守るために適正に管理するため

に、長期的なビジョンを立ててもらえないかなと思うの

です。 

それは農協にも組合員さんからの聞き取りも必要

ですし、要望を聞きながら猿払村4600町の農地をどう

管理していけばいいのだということなのです。 

何年にどこを何年に更新かけたら、全体の基礎飼

料がいいものとれるのだということを更新していないと

生乳に響かない。 

要は右肩上がりの牛乳生産をするには、土地をち

ゃんとしないと駄目なんだと組合長本人が言っており

ました。 

ですから、そういった認識はお持ちだと思いますの

で、それを猿払村全体として、どういった取り組みを

すればいいのかということを検討していただきたいな

と。 

それと同時に、そのために猿払牧場の機能強化し

ていかなければならない部分を含めまして対策をし

ていただきたいなと思っております。 

こういった取り組みについて、村長どういうふうにお

考えになるかお聞きしておきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今、いろいろ勉強さ

せていただきました。どうもありがとうございました。 

細かいところも含めて、東宗谷農協は二町一村で

うちだけではないですから、当然二町一村の首長も

含めながら、ＪＡ関係者も含めて、今後どうしていくか

しっかり検討していきたいと思います。 

村営牧野がなくなると非常に困りますし、また個々

の酪農家さんが離農されることにつきましては、村と

しても損失が伴いますので、先ほどのコントラクター

事業や牧野で担っていただいてる事業はたくさんあり

ますので、今後どうしていくのかも含めながらしっかり

と検討していきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：猿払牧場だけで土地更

新など農家の全ての事業をやることが不可能です。 

村長にお伝えしておきたいのは、長年こうやって村

と指定管理契約を結んで非常にうまく行ってきている

と私は認識してますし人材も優秀な人間がいます。 

それも猿払村の宝でないかなと思っています。 

農協も理解していると思うのですが、後継者をつく

りながら継続して酪農家のために猿払村が間接的に

牧場を使って農家を支援しているのだということを伝

わるように、これからも努力をしていただけたらなと思

います。 

この件については、これで終わらせていただきた

いと思います。 

次の基幹産業の水産業の展望についてということ

で、１番目の屋根つき岸壁についての質問について

は、この港が道の所管に入るということでお聞きして

おりますので、この質問については割愛させていた

だきたいと思います。 

２番目の質問をさせていただきたいのですが、世

界情勢の変化に適応できる体制づくりについてという

ことで、さきの質問に出てきてますロシアのウクライナ

侵攻により隣国としてのロシアと対応すればよいのか、

不安、心配が尽きない状況にあります。 

ホタテ漁は猿払村の大黒柱で水産加工を含め、最

も重要な産業でありますが、世界情勢にも国内情勢

にも振り回されない確固たる産業を目指していただき

たいと願っております。 

ホタテの稚貝を毎年放流し、漁場を管理しておりま

すが、ほかに育てる漁業として対象となる水産資源は

ないのか。 

そうした共有は村と漁協の間で行われているのか。

中身についてちょっと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）：ただいまのご質問に

お答えさせさせていただきたいと思います。 

村ではホタテを中心とした資源管理型漁業の取り

組みにより安定した漁獲量、漁獲高につながってお

ります。 
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現在のところ新たな栽培漁業についての協議等は

行っておりませんけれども、その実現可能性も含めて

今後漁協との間で意見交換をさせていただきたいと

思います。 

ただ正式な場ではなくて、雑談の場で沿岸漁業も

含めてどうなんだろうというような話し合いをさせてい

ただいたことはありますけども、ホタテ、毛ガニ、鮭と

いうところが今、全体的にいいものですから、それに

かわるものをそこに投資をするとなると漁協のほうもい

ろんな意見がありますので、今後議員がご心配され

ているとおり、もし何かあったらそれに代わる魚種とい

うものを検討していかなければならないのではないか

なと私個人としては思っておりますので、漁協と何か

ありましたら引き続き検討・協議をしていきたいと思い

ます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：今までの努力の結果に

よって、現在のホタテの村があるわけで、このことが将

来的には安定して事業展開されることを願っておりま

すけども、現状としては異常気象だとか、あるいは為

替の問題、今年は円安で価格的にはいいと聞いてお

ります。 

これは世界的な経済要因によって多大な影響を受

けることになる可能性もあることを逆にいうと言えると

思います。 

そうしたときの対応策も難しいのですが、必要と感

じております。 

そういったことで、先ほど村長も沿岸漁業だとか、

育てる漁業という部分でそういったものが早く見つけ

ていただきたいなと思います。 

ただ村が主導してということにはならないと思いま

すので、そういった協議を進めてこれからの若い人た

ちにも目を向けていただけるようなことは必要ではな

いかなと。 

結局は先ほどの酪農と同じようにぶら下がっている

世帯、あるいは水産加工にしても。 

ですから、こういうこと言っていいのかな。世界的な

グローバル的な部分でホタテの輸出だけではなくて、

インバウンドとして地元を優先した考え方にも少し目

を向けていただきたいなという部分はあります。 

それから３、４年前なのですけども、私と同じ年代

の漁師で引退された方の話を聞いてますと、何が不

安だといいますと、ロシアのサハリンⅡの原油の場所

だと。 

あそこで何か起きたら、それこそ育てる漁業もへっ

たくれもなくなる。 

ホタテもおかしくなってしまう。そういった不安はあ

るのだと伺っております。 

また最近耳にしたのは、私より７、８歳下、今60歳前

後の方が引退されて、若い人たちに変わってきてい

るわけですけども、その年代の人口が非常に多くて、

今度は逆に乗組員の不足が生じてきているのではな

いかという話も聞いております。 

そういった対応の方法だとか、いろんな部分で先

ほど言ったように、基幹産業の重要な部分なのだとい

うことを酪農家の皆さんも漁師の皆さんも認識してい

ただけるように村長からもお願いをしていただきたい

なと思っております。次の質問をさせていただきま

す。 

猿払村国保病院について。 

昨年、今後の国保病院の在り方、取組事業の内容

等について検討を始めるというふうにお聞きしており

ます。たしか８月に。 

その後、電子カルテの導入を決定したと聞いてお

りますが、今後建物の修繕により補完するのか、新築

するのかの判断すべき時期に来てると考えますが、

進捗状況につい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）：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。 

まず電子カルテの導入につきましては、業者との

契約をこのたび締結したところであり、12月からの本

稼働に向け準備を進めているところであります。 

また昨年の第２回定例会でも高橋議員に対し、答

弁をさせていただいておりますとおり、本村における

医療の在り方を協議するための検討会議を昨年８月

に開催いたしましたが、その後新型コロナウイルス感

染拡大の影響もあり開催ができておりません。 

しかしながら、建物も築40年以上経過し老朽化も

進んでおり、令和８年度から始まる次期総合計画に
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向け、改築等の検討を進めていかなければならない

というふうに考えております。 

それに向けて今年度は、内部での再検討を行い

つつ、本村と同規模で運営している診療所等の視察

を行う計画としておりますが、方向性がある程度見え

た段階で、議員や村民の皆様方にも様々な説明をさ

せていただきたいと考えております。以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：内部で再検討して方向

性を示すとのことですが、本当早くやってほしいと思

っているわけは、近隣町村での病院の建て替えへの

報告やその意向を表明しております。 

厚生労働省では、地域での病院の統合を逆に進

めております。 

この考え方については、厚生労働省は今後も変わ

らないと聞いています。 

そうした中で猿払村は、病院あるいは診療所にす

るのか。 

どっちにしても、その申請のときに却下されないか

というのがすごく心配しているわけです。 

またもう一つ地域医療の充実を掲げて佐藤院長が

頑張っておられると。 

就任されてから医療手段として必要される機材等

の導入、あるいはスタッフの確保だとか早めの計画の

発表によって村民への理解というのを得られるので

はないかなと思っております。 

そういった部分で、早く進めていただきたいなと思

っております。 

電子カルテについては、できあがったと。気になっ

ているのは、院長がどのように考えているのかわかり

ませんが人工透析です。 

猿払村にも何人かおられるわけですけども、それ

が今、通院支援でタクシーも走らせていますが、この

人間の数が増えてきたときに、どう対応したらいいの

かなという部分も悩み事の一つになってきてるのでは

ないのかという気がするのです。 

機材の導入といいますか、きっとスタッフも必要な

ってくるとは思うのですが、そういった議論もこの再検

討の中でされるかどうかをお伺いしておきたいのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：人工透析の患者さん

が村内にも複数いて、週に２回、３回、通院支援のタ

クシーを利用しているのは十分承知です。 

過去にも議員さんのほうから、新しい医療機関がで

きるのであれば、その中で人工透析のところも新設し

てはどうかというようなご意見も賜っております。 

その中で浜頓別町のほうで、新しく国保病院を新

築される中で、当時のお話ですと人工透析の部署を

設けるような話も聞いておりましたけれども、また改め

てお聞きすると、やめたというようなお話もお聞きしま

したので、そうすると当然、うちの村民は近くても稚内

市か枝幸町に透析を受けに行かなければならないと

いう事態になります。 

うちの今後の病院の医療機関の在り方をどうしてい

くかというところについては、当然検討していかなけ

ればならないし、佐藤院長のほうに過去にも質問が

ございましたので、こういうことも含めて検討できるだ

ろうかということもお話をさせていただきました。 

相当、厳しいといいますか、難しいところもあるよう

ですけれども、何とかこの村に最後まで住んでいただ

けるような医療機関ができればなと私も思いますので、

当然それにかかる機材もいりますでしょうし、医療スタ

ッフの確保も必要でしょうから、それに向けて検討し

ていきたいと思っております。 

ただどういう状況になるかもわかりませんけれども、

広く皆さん方のご意見をいただきながら、できるだけ

皆さんのニーズに沿った中で医療機関をつくるという

方向ではないですけど検討していきたいと思っており

ます。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：人工透析は１人５時間

ぐらいかかります。１台入れるにしても、それを扱うス

タッフといいますか、資格のある方なのか、これも佐

藤院長がどのように考えるかによって変わってくるの

ではないかなと思いますけど、浜頓別町でも諦めた

のも何となく分かる気もするのです。 

逆に言うと、猿払村で２台ぐらい入れても午前中、

午後と分けても、せいぜい２人、４人。 

それに猿払村の住民だけでなくて、村外の人の予
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約を入れたとしても、運営できるかどうかとなるとそれ

はわからないのかなという気はします。 

ただ検討はしてほしい。 

検討したという部分は、これから最後まで、死ぬま

で猿払村で住んでくださいと言っといて、ニーズに対

応できなかったということで簡単には済まされないよう

な気がしますので、検討していただきたい。 

人工透析の前に必要な機材もいろいろあると思う

のです。 

そういったものを羅列してそれを計画的にどう反映

していくのかを早く示していただけるようお願いをして

おきたいと思います。 

最後になります。猿払村歯科診療所についてお伺

いしたいと思います。 

現在の歯科診療所と村との関わりについて、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）：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。 

猿払村歯科診療所につきましては、かつては村が

所有し、歯科医師と管理委託契約を結ぶ形で運営を

しておりましたが、平成23年４月に土地と建物を歯科

医師に無償譲渡しており、運営面での関与は現在し

ておりません。 

現在の歯科診療所との関わりにつきましては、乳

幼児や児童生徒などの歯科健診、高齢者歯科口腔

検診などの各種業務をお願いしているほか、学校歯

科医としてもご助言をいただいているところでござい

ます。以上です。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：村長もおっしゃった、小

中学生の年に１回の歯科健診、乳幼児も含めてとな

るかもしれません。 

今、国では口腔内の定期検査を行って、健康管理

につないでいこうとしています。 

そういった場合、こうした健診には歯科医師と診療

所が必要ではないかと思うわけです。 

そのためには、村も関わっていたほうが関わっても

らわなければならないといいますか、言ってみれば、

個人開業医がいます。 

そういう使う、使わないの話だけではなく、例えば

その開業医さんが次の世代に移った場合に、やめて

しまいました。 

後は知りませんという状況になったときに、その意

向によって村がまた動かなければならない。 

それはまずいのではないのかなと思うのです。 

入歯１個つくるにしても、地元でつくるのか、あるい

は稚内市、浜頓別町まで行かなければならないのか

と考えますと地元にあってほしいなと思うわけです。 

そういった部分を含めて、これからの対応といいま

すか、どう考えておられるのかお聞きしておきたいと

思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：私は村に歯科医院は

必要だと思っております。 

今、厚生労働省のほうでは、今後、歯科検診を義

務化していくようなお話もあります。 

当然、歯が悪くなれば、生活習慣病だとか糖尿病

とかいろんなところに疾患が出てくる。 

そういう状況の中で医療費が上がっていくという状

況を何とか打開しようという形の中で、厚生労働省が

多分打ち出してきたのだろうなと。 

過去には8020運動ということで、80歳で20本の自

分の歯を持って頑張っていきましょうと掲げてやって

きましたけれども、今後そういうことも含めると地元に

歯科医院には必要なのだろうなと思います。 

今の歯科院長についてはもう50代後半、もう60代

近くなろうかというふうな年齢になってきておりますの

で、過去にはいろいろありましたけれども、現在村の

歯科として今、貢献をいただいておりますので、今後

先生が後継者をどう考えておられるのか。 

またどうしていかれるのかということも長期的なビジ

ョンに立った中で、１回院長とも、話をさせていただき

たいなと思っております。 

その中で村が抱えるとかいろんな形になるとまた、

弊害が出てきますけれども、もしかしたら話の中で、

今後新しく、診療所医療機関を建てるというふうにな

った場合、そこの中にまた併設だとか、いろんな話が

また出てくる可能性はあるのかなというふうに気持ち

的には思っておりますけれども、そういうことも含めな
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がらそうなったときについて、また歯科医師の招聘だ

とか、いろんなことも含めながら現院長といろいろ多

方面から相談をしていきたいと思っております。 

○議長（太田宏司君）：高橋君。 

○議員（高橋透君・登壇）：過去に、いろいろな経

過があったっていうのは、ちょっと聞き及んでおります

けれども、将来に向かって無視はできないのではな

いかなと思います。 

今、村長が言われたようにどこかで考えてならない

のであれば、例えば今回、国保病院の建て替え云々

だとか、診療所にするのか、一緒に一つの歯科診療

の建物はこっちで見るのがいいのか、あるいは機材

まで負担したほうがいいのか、整理していく必要があ

るのではないかなと。 

これは最終的には、まだ現役でやられておられま

すので、いろんな交渉事になるかと思います。 

あまりここでどうのこうのとは言いませんが、できれ

ばそういう方向で検討していただけるようにお願いを

しておきたいと思います。 

これで私の質問は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）：これで、一般質問を終結い

たします。暫時休憩いたします。11時35分まで 

 

 


