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○議員（眞田勝也君・登壇）：一般質問通告書に基

づきまして３点についてお伺いしたいと思います。 

 市町村病院を含めて道立病院も当然含まれるわけ

ですけれども、そういう自治体病院を含めて大きく

再編成しようという案が今国会で出されようとして

おります。 

 赤字経営となっている北海道内の過疎地の自治体

病院、これが対象になるわけですけれども、これを

地域ごとに総合的な医療を担う中核病院とそれと初

期医療を行う診療所これは再編成して集約化をして

いこうというこういう動きが出ている。そういう集

約化構想というのですか、その策定を北海道それと

各地方自治体、道内の３大学、札幌医大、北大、旭

川医大ということでしょうけれども、その中で検討

を進めて来年７月頃までにモデル案を作成するとい

うことでございますが、村長はこのような過疎地の

医療を切り捨てていこうとこういう全くこういう動

きに見えるわけですけれども、これに対して村長は

こういう動きに対してどういう押さえをしているの

か。まず１点それについてお伺いしたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：眞田議員のご質問に

お答えしたいと思います。 

 市町村病院の再編成について確かに議員のおっし

ゃるとおり、このような事が新聞等で出されている

ということが事実でございまして、また、その他に

も国においてもそのような方向性にあるようでござ

います。道においては、正式にこれは交渉したもの

では私は無いというふうにマスコミがすっぱ抜いた

記事で判断しているのではないのかなというふうに

こう思っているところでございます。とかく今の北

海道は上を見て仕事をしているというのが実態では

なかろうかというふうに思います。これらについて

は私は自治体病院については全て黒字の所は無いだ

ろうというふうには思っているところでございます。

これらについて国の財政・道の財政が厳しい実態に

おいて合併と絡んで再編成をしようというのは私は

本音で無いのかなというふうな感じを持っていると

ころでございまして、そのような認識に立っている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長はこれは８月２

９日に実は道新で報道されたわけですけれども、マ

スコミがすっぱ抜いた記事、北海道についても上を

向いて仕事をしている。いわば国の方に首を向けて

仕事をしていると、こういう小さい自治体の方の守

る立場である北海道は全く逆の動きをしている。村

長の指摘のとおりだというふうに思いますけれども、

マスコミがすっぱ抜いたというだけの問題では無い

のですよこの問題は。実はこの問題については早く

からこの問題出ていたのです、実は。昨年既にこの

話が出ていたということは事実なのです。それは私

なりの情報で得ていた訳ですけれども、合併と結び

つけてというような部分で村長も発言ありましたけ

れども、現時点での再編成の方針というのはおよそ

人口３万人を基準とするということですから、当然

北海道の合併推進構想、そういうところを結びつい

た流れの中こういうもの策定していこうとしている。

どうも合併が進んでいかない北海道の事情の中には、

医療問題が病院の問題が大きく関わってそれが合併

をどんどん推進していくという形を阻害していると

原因の大きな要因だというふうに北海道は捉えてい

る。更に国でもそういうふうな捉え方をしているの

だろうと、私は私なりにそう理解をするわけですけ

れども、その中で推進構想の中で中核病院、更に枠

を広げて中核病院を一つ以上を置いて今まである猿

払村の国保病院、そういったものを全て診療所化を

しようと。分かり易くいえば稚内が中核病院で位置

付けしまして、後は皆診療所でいいじゃないのかと

そういう流れだろうと思うのです。猿払村のような

こういう小規模の自治体については、真っ先にこれ

は犠牲になっていくということも考えられるわけで

すね。 

村長過去にまちづくり会議で村長は猿払村の国保

病院を診療所化することについてどう考えるかとい

うような部分で諮問したという経過がございますね。

去年、一昨年だと思うのですけれども、それでどう

もその辺りから私、村長の考え方が分からないので

すけれども、医療の問題では過去にも病院の問題に

ついて村長に医師は３人態勢でもいいじゃないかと

いうぐらいの村長とやり取りした経過がございます。
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その中では村長は医療という部分については理解を

されていたというふうに思っていたのです。しかし、

一方ではまちづくり会議の方に診療所にしたらどう

なのでしょうかなんていう諮問をしているという経

過もあるし、その辺り良く分からない村長の考え方

が。それで村長の村の地域の医療ビジョン、当然村

長は持っていると思います。今回のような再編計画

に基づいた道の方針、診療所にこういうところはし

ていくと、そういった部分で合致するのかどうか。

村長の考え方。それを一つお伺いしたい。更に合致

しないとするならば今後どういうふうな対応を取っ

ていくのか。合わせて二つについてお答えいただき

たいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 まちづくり会議の方に諮問したということにつき

ましては、住民の考え方・意見というものも私は必

要であろうというふうな考え方に基づいて、そのよ

うな諮問をした経過があるわけでございます。 

 私はまちづくり会議の部分についての諮問の部分

についてはそういうことでございます。そういうよ

うな村民の方達の意見を聞きたいと、聞きたいとい

うよりも村民がそれらの主体性を担うというような

形になってくるわけですから、それらの意見は重要

視しなければならないだろうというような考え方を

元に諮問したという経過がございます。 

 また、ビジョンの関係でございますけれども、ど

のようにこのような問題が出された時に対応をして

いくのかという事でございますけれども、私として

は病院また診療所という事になると、村民が考えて

いる病院と診療所というものを趣、考え方が村民と

しては違うというふうに私は考えております。病院

で出来るものであれば進んでまいりたいというふう

には考え方を持っているところでございます。ただ

し、国・道がそのような病院の合併編成、言ってみ

ればそのような問題が出されたときに果たして道全

体として果たしてどうなるのかと、この広い地域の

中で果たして中核病院まで行くまでに、例えば稚内

で出来なくて名寄までいくということになると２時

間半、３時間掛かる。その間に救急車の中で亡くな

ってしまうという場合もこれは出てくるのだろうと

いうふうに思うわけでございます。ただ単純に中核

病院を作って後診療所にしてしまえばいいのだとい

うような国・道の考え方については真っ向から私は

反対をしてまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。そういうことでご理解を賜ればと

いうふうに思います。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：まちづくり会議に諮

問した部分については住民の主体性に期待をして諮

問をしたのだと。しかし、これは村長の考え方で諮

問しているわけです。住民がどう考えるのかという

事で、住民の主体性でも無いはずなのです。諮問と

いう形でそれは勘違いしてもらっては困る。しかし、

あくまでも村長が諮問した裏には財政的な問題がき

っとあるのではないかと、これは当然でしょ。財政

的な問題。それと病院の診療所では趣が変わるのだ

と、そんな単純なものではないです。仮に病院から

診療所にしたときに財政的な部分はちょっとこちら

に置いといて、しからば伺いしますけれども、病院

ということになれば夜間も当然含めて２４時間やる

ところもあるけれどもほとんどの自治体病院では２

４時間体制でほとんど救急も夜間の救急も受け付け

るという、受け入れるとそういう体制を組んでいる

はずなのです。病院の事務長でも結構ですけれども、

道内の診療所で救急対応してないという診療所がど

のぐらい存在するのか。それをちょっと数字で分か

れば教えていただきたい。うちは何床ですか。２８

床ぐらいなのですか。ベット数で年間の稼動がどの

程度になっているのか。冬期間は１００％超えるむ

しろ超えてもどこかにベット置いても入院させなけ

ればならないというようなそういう状況を生んでい

るとそれは事実でしょう。夏期間は夏の間は７５か

ら８０％、合わせてトータルで考えれば９０％以上

の稼動になる。それだけ需要が多いという事ですよ

ね。高齢社会これからどんどん更にそれを増幅して

いくわけですから、更にこういう部分についてはき

ちっとした対応をしていかなきゃならない。そうい

う流れの中で無床の診療所ということになれば、１

回診療所にすれば無床になり、それがまた日中だけ

になり夜間対応をしなくて、それが確実になったり

というそういう形でどんどんサービスが低下してい
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くという恐れがあるわけです。どっかで歯止めかけ

なきゃならない。そういった部分でお伺いしますけ

れども、ベットの稼働率については今言った数字、

私が言ったような数字で間違いないかどうか。それ

と救急対応の無い診療所というのは北海道の中で存

在するかどうかというような部分も含めてお答えい

ただけたらと思います。 

○議長（佐々木正光君）：二津国民健康保険病院事

務長。 

○国民健康保険病院事務長（二津忠明君）：道内の

町村立診療所の関係なのですけれども、有床の診療

所が２４箇所、無床が３２箇所の合計で５６箇所あ

ります。２４時間対応の急患受付という部分では有

床の２４箇所が対応に当たっております。 

病床利用率なのですけれども１７年度の決算で９

３.３％になっております。１６年度につきまして

は８０.数％になると思います。１日平均が１７年

度で２２.４人平均、これで９３.３％、１６年度が

２０.３人、１５年度が１７.８人、１３年度が２１.

２人。大体２０人前後ずつ平均入っております。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。 

 そういうことで、無床の診療所３２存在するわけ

ですけれども、実は私これが一番心配なのです。ベ

ットも大体１７年度は９３％の稼動ということにな

ればピークにはそれを超えること明らかなのです。

１００％超える、どっかに部屋を見つけてそこに入

院させなければならない実態も当然出てくるはずな

のです。そのぐらい需要が多いという事なのです。

求めている住民がそういうサービスを、それを無床

ということは私考えられないです。それについて村

長は今の有床診療所で稼働率がこれだけあるよとい

う部分、そういう部分についてこれ絶対守っていか

なければならないという立場で考えているかどうか。

まずそれ第１点。 

 それと、無床の３２床は夜間の救急態勢、医師も

居ないでしょうおそらく。そういう実態もあるとい

うふうに今改めて聞いてびっくりたしのですけれど

も、そんなことになっては大変なるね。それで先程

同僚議員が質問して稚内北部のシミュレーションさ

れた任意協議会でシミュレーションされた冊子を出

しましたけれども、その中に病院についてはサテラ

イト病院にするということは明らかに計画の中でな

っているわけです。サテライト、どういう感じにな

るのか。当面は何らかの形では維持していくでしょ

うおそらく。しかし稚内の市議会議員と何名かで私

この部分について話し合いを持った事があります。

果たして合併してこの部分維持出来るのか。守って

貰えるのか。当然無理でしょう。週に何回かという

形になるでしょうとそういう話もこう実際にやり取

りして、それじゃ無理だなという話し合いした経過

もありますけれども、いわゆる日中だけで夜間の対

応なんていうのは考えられない。そういう状況がも

う想定されるわけです。そういった部分では、極め

てこれについては不安だと私はそういうふうに思う

のです。宗谷の浜頓・中頓・猿払の部分の協議では

病院は３つとも残すよと、これも確かに利があると

思うのです。自分の地域の住民の命と暮らしを守る

という観点からいけば当然な事だろうと私思うので

す。そういった部分まず村長のベットの稼動、これ

について何としても守っていくのだという決意があ

るかどうか。先程村長は真っ向から反対していくよ

と力強い言葉があったわけですから、それをどうい

った形でやっていくのか。町村会捲き込んで、村長

がリーダーを取ってやっていくよというぐらいの決

意を示してもらわなければならない問題だと思いま

すので、それについて合わせて二つの事。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 現状認識については十分把握をしている所でござ

います。村民に対するそのような不安というものを

診療所にした場合に与えるということについては私

の意とするところでは全くございません。ただし、

他の全体的な問題を考えた場合に、果たしてどうな

っていくのかということがやはり一番不安な材料で

ございます。そういう中で今すぐ病院を診療所にし

なければならないのかという問題も当然あるかとい

うふうに思います。例えばの話で病院を問題に関し

て例えば合併したとしたならば病院の部分について

はその部分は残していく、そして最終的にどうなる

のかという事についてはその段階で考えていかなけ

ればならない問題なのかなと、病院の問題について
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はそういうような住民の不安というものを隠しきれ

ない診療所にした場合に隠しきれない問題が沢山あ

ると思いますし、地域医療、命を守るということに

関しましては重要な問題であるし、慎重にこれは対

応を考えていかなければならないというふうに考え

ているところでございますので、よろしくお願い申

し上げたいと存じます。 

 質問が一つ抜けておりましたので大変眞田議員様

失礼をいたしました。 

 この問題に関しましては道がこういうような形で

国が出しているということにつきましては、私は町

村会ベースでやっていくことは良いだろうと、国が

出している問題について国会議員に頼るということ

についてはなかなか難しい問題もこれはあろうとい

うふうに思います。私達は宗谷町村会といたしまし

ても、北海道町村会の方にこのような問題、合併問

題もその通りです。別に合併出来ない問題がなぜあ

るのかと、そしてグランドデザインも町村会が示し

たのも同じ問題です。そういう問題を同じような捉

え方をしながらこの問題について対応を図ってまい

りたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：確かに道内の市町村

病院ということは１００弱あります。２００４年度

では７０％以上が赤字だと、総額で１１４億円と言

われているように報道されております。財政問題だ

けで捉える問題ではないと私は思います。この医療

の問題だけで、８月３０日のＨＴＢのテレビ番組が

５時頃からあったのですけれども、そこで団塊の世

代これから引退されて、どっかに定住の場所を求め

ている。その定住の場所を定めるのに第一の条件は

何なんだとした場合に、医療なのです。医療と言っ

てもそこで高度医療求めるわけじゃない。初期医療

でいいのだと家庭医がいりゃいいのだと、そういう

ことが報道の中でやり取りされてましたよね。だか

ら医者の居ない所を夜間の対応も出来ないような所

にはみんな定着する事はまずあり得ないだろうなと

定住の条件としては私もその中の一人ですけれども、

それと道新の記事の中で病院の集約化というのは過

去に根室管内であった。中標津と標津と別海と羅臼、

この４町が今年３月に中標津の病院を中核として後

はみんな診療所にしようやという話だったのですけ

れども、これも合意に至らなかった経過があるので

す。当然の事だろうと私思うのです。こういうもの

がネックになって合併が進んでいかないという部分

で道は焦ってこういう問題を出してきたのだろうと

私はそのように思います。宗谷地域のようにこの気

象的にかなり厳しい状況、冬期間は国道の閉鎖も何

回かあります。吹雪の度に特に足のない高齢者につ

いては吹雪く度に不安に陥っている。こんな時具合

悪くなったらどうしたらいいのだろうと、そういう

状況を無くするために地域に病院は絶対必要だと私

は思うのです。村長も先程言いましたように距離的

な問題も確かにあります。搬送中にどうしょうもな

い死亡してしまうというようなそんなような事もあ

るわけで、そういった大きな問題があったり、さら

には北海道もとんでもない事言っている。保健福祉

部の誰が言ったか、部長が言ったというふうには考

えられないのですけれども、どこでも医療が受けら

れるのが理想だが、自治体の破綻を防ぐためにも集

約化を進めざるを得ないというこういうコメントし

ているわけです。財政的な見地だけで地域によって

その住む地域によって命の値段が変わってくる。さ

らに大きく今でも若干命の値段違いますよね。さら

にこれを差を付けようとこういう動き。そういうコ

メントがあるのです。絶対許せないと思うのです。

村長もこの新聞記事を当然読んでいるだろうと思い

ますけれども、こういうコメントに対して村長はあ

の怒りを持っているだろうと思いますけれども、今

の心境ありましたら。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私はこの病院の問題

につきましては、今色々な面で地域格差という問題

が出ている中において特に重要な問題であろうとい

うふうに思っているところでございます。そういう

地域格差を無くするということが一つの今の大きな

問題、国の今の総裁の立候補している方達も格差是

正という問題について触れている部分もあります。

北海道としても北海道の財政が悪いからそういうふ

うな形を取ってしまうのだということでは無くして、

格差是正という問題をきっちり受け止めて反対して

いくものは反対していくというような事を考えてい
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かなければ私はならないというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで、こ

ういう合理化案・集約案が簡単に出されてしまって

からさあ手を打っても遅いのです。だからその前に

村長は町村会に呼びかけて、みんなでこれについて

立ち向かっていこうやと、そういう形でやっていっ

てもらいたい。要望してこの分野終わりますけれど

も、次に知来別と浅茅野郵便局の集配業務の廃止の

問題について若干これについて質問したいと思いま

す。 

今の所郵政公社ですけれども、民営化を前にして

北海道の４４５局があるようですけれども、うち３

６％にあたる１６０局の集配業務を廃止するという

ことを打ち出した。今年の１０月を目途に知来別郵

便局をまず廃止するという浅茅野は載ってないよう

ですけれども、知来別もまず廃止。平成１９年３月

以降に浅茅野郵便局が集配業務廃止という事でその

対象となっております。 

集配業務の廃止ということになりますと、地域住

民の利便性だとか、奪われるでしょうし公共性より

も効率だとか採算性のみを重視した、こういう過疎

地の切り捨て以外何ものでもないとそういう流れだ

ろうというふうに考えます。３月議会にも私この問

題で一般質問しましたけれども、今日まで行政とし

てどのように対応してきたのか。それからこれから

またどう対応されようとしているのか、これについ

てお伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：郵政の民営化につき

ましては、非常に前回の選挙で議論を呼んだ所だと

いうふうに思っているところでございます。単なる

民営化というだけであって、内容が伴っていない。

蓋を開けてみれば案の定このような実態になったと

いうことが私は言えるというふうに思います。以前

に行政報告もしたとおりでございますけれども、そ

れと今の時点では変わってはございません。小泉首

相は過疎地の郵便局は残すと、こういうふうに明言

いたしましたけれども、残すのは残していただいた

けれども４つの窓口業務が会社が別れるわけです。

その内の郵便集配業務、この業務が遣り玉に上がっ

ているわけでございまして、これらにつきましては、

住民の利便性を考えた場合に特に夏の場合はそう問

題は無いのかなという感じはいたしますけれども知

来別の場合、例えば冬期間なかなか集配する方も緩

くない、このような状況になってくるだろうという

ふうに思います。それによって住民に不利益を被む

させるような状況になってくるのではないのかなと

いうふうに思うわけでございます。 

 ご質問の内容でございます。 

 現況は今の時点で変わっておりません。１０月か

ら施行に入ると、４月１日から本格民営化という形

になっていくわけでございます。私達宗谷町村会と

いたしまして、札幌の郵政公社へ出向きまして特に

この問題につきまして見直していただきたいという

ことを要請をしたところでございます。その後、か

つ宗谷町村会だけでは力が不足であるというような

面もありまして、国会議員を通しまして郵政公社本

社へ見直しを図っていただくための要請活動を北海

道町村会として起こして貰っているというのが今の

実態でございます。これが果たして４月１日、民営

化になる時点までに改善されるのかどうかについて

は今のところ分からない所ではございますけれども、

国の国会議員等へ要請している状況の中で何らかの

形で見直しをしてもらわなければならない。という

ことは小泉首相が言った内容とは全くおかしくなっ

てくるだろうというふうに考えているところでござ

います。 

 他の郵政の分野につきましては、簡素化した経営

改善をして郵政財源を国債の償還に充てるなど、こ

れも一つの住民に不利益な状況を与える結果になっ

ているだろうと、赤字になっているのは集配業務の

分野だというふうに捉えておりますので、国の良い

ように私はやられているのではないのかなと、この

ような感じを持っておりますので、国会議員の方達

に強く働きをかけていただいて、郵政公社本社の方

へ見直しを図っていただく活動を十分やっていただ

きたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 
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○議員（眞田勝也君・登壇）：行政報告が９月議会

だったと思うのですけれどもそれから変わってない

と、１０月から知来別についてはやられることにつ

いてはその流れも変わっていないと宗谷町村会でこ

れについては要請をしましたと。国会議員を通じて

も北海道町村会としてこの問題について再考を促し

た。そういった事は当然でしょう、そのぐらいの事

は特に北海道については対象が多いわけですから、

当然取り組みは当たり前の事なのです。それで郵政

事業という部分のこの公共性からして、公社として

も現状のサービス水準維持するというのは当たり前

の話です、これは。当然の責任だと思うのです。今

までの民営化法案、これを眺めて見てもその経過を

見ても当然の話なのですけれども、無集配になって

も郵便だとか郵便貯金・簡保これらの窓口は維持さ

れる。しかし配達の遅れやサービスの低下は若干こ

れはあるでしょう。認めている。無いようにはする

けれども、民間委託の中でそういうものは維持して

いこうという努力はしますと言っている。当たり前

の話です。しかし、このサービスの低下もさること

ながら、郵政の職員、郵便局職員、地域活動におい

ても地域においても、地域貢献度というのはすごい

高いのです。こういった部分非常に少なくなるとい

うことでダメージが大きいと、こういう実態が予想

されます。それについて村長は本当に危機感を持っ

ているのかどうか。それが行政報告変わってないと

いうそういう答弁の中では全く私も不信感が芽ばえ

てくるのですけれども、これは今これを許せば将来

的な不安が大きいという事なのです村長。そういう

事なのです。国鉄の民営化と全く同じなのです。や

がて廃止に追い込まれる。今回はあくまでも来年１

０月の民営化に備えた合理化案ということでござい

ます。しかし、来年の１０月から完全に民間企業と

いうことになりますね。収益性は絶対ですよね。来

年の１０月じゃないですか、完全民営化は。その辺

りは後で調べて下さい。民営化に備えた合理化だと

いう、経営状況によっては第２・第３の合理化と絶

対出てきますよね。郵政民営化法案の中では過疎地

の郵便局維持・存続させる。小泉首相も先程村長が

言ったように、郵便局の維持ということで明言して

いるという部分では村長言ったとおりです。今回の

無集配化という部分については過疎地の郵便局を無

くするといった第一歩だというふうに村長捉えなき

ゃならないと思うのです。その部分について村長の

見解をお伺いしたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：これからの民営化の

情勢がどういうふうに変わっていくのかということ

につきましては、非常に危機感を持たなければなら

ないというふうに思っております。今年度の１０月

から施行される部分につきましては、知来別の集配

それが無くなって鬼志別から郵便が鬼志別に来て、

鬼志別から知来別へ集配業務を行うというような形

になっているわけでございまして、これにつきまし

ては人員が先程非常に貢献度が高いというような事

も議員おっしゃいましたけれども、人員が少なくな

るというような事であれば私はもちろんこれは大変

な事であって、そうでは無くて人員をそのまま残し

た形の中での組織の再編というような状況でござい

ますので、これからの４月１日以降どのような形に

なっていくのか。例えば浅茅野の集配地域がどうな

っていくのかということについても、非常に危機感

を持たなければならないというふうに考えておりま

すので、そういう部分についても早く情報を掴んだ

形の中で対応をしてまいらなければならないという

ふうに思っているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：６月の定例会で行政

報告を受けたのですけれども、私は３月議会の中で

村長に対して行政として地域としてどういう態勢で

今のこの合理化案に対して向かっていくのかという

ことを村長にお尋ねしたのです。村長は郵便局長さ

んと何人かの郵便局長さんと話をしながらその対策

を練っていきたいというふうに答弁されたはずです

けれども、行政報告の中では公社の事情を述べただ

けです村長は行政報告の中で、村長がどういう態勢

で私はこういう動きをしてこういう形で訴えていき

ましたというものは一つも聞かれなかった。３月議

会で答弁した内容と全く違う。あんな行政報告なら

全然入らないです。新聞で分かりますよあんな、公

社がどうやろうとしているのかと、そんなの行政報

告なんて時間の無駄です。みんなそのぐらいの事は
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掴んでいるはずなのです。村長がやらなければなら

ないのです。９月の１３日の道新でこの一般質問通

告した後に１１日に一般質問の通告しました、その

後で９月の１３日に郵便局の集配業務道内３１局廃

止を延期したとあります。何故延期したのか。自治

体などから集配業務の存続を強く望む声が噴出して

とっても進めていける状況でなくなったと道内３１

局廃止を延期したと報道されております。まさにこ

れなのです、熱意なのです。地域の熱意、地元の熱

意、首長の熱意、こういったものを道を動かしたり

国を動かしたりするのです。それを期待して村長に

３月に一般質問をしたわけです。早くこういう対応

をしなければどんどん進んでしまってからでは手は

付けられませんよと、対応が後手後手に回っちゃい

ますよということで私質問しているのです。ところ

が何も動いてない。一つも動きがない。行政報告の

中では公社はこうやろうとしてますという報告され

てます。そんなものとんでもない要らないのです。

だから今言ったように村長は動いてきたというのは

分かりました。町村会で宗谷の町村会で公社に要請

活動を行ったと、そして国会議員として北海道の町

村会としてそれは一般的になのです。そんな戦いじ

ゃないはずなのです。地域を一番守るという立場の

中では村長が危機感を持って、必死にそれを食い止

めるという熱意がなきゃこんなもの守っていけない

のですよ。そこを村長に求めたわけですよ。先程の

医療の問題・病院の問題もそういうことで出されて

しまって、進められてからでは遅いのですよという

ことで私事前にそういうものを声出していかなきゃ

駄目だということを言っているのです。病院も当然

今のままで行ったら村長の考え方で後手後手に回る

でしょう。そういう形も許してしまう。そんな心配

私ものすごい不安でしょうがないのです。それを含

めて今後の決意も出されてしまって、知来別は１０

月から施行ということですからどういう動きしてい

るのか、もう説明会開かれたかも私まだ情報掴んで

ません。それをストップかける意味でも村長の決意

を聞かせて下さい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：決して私としてはこ

の問題に関して熱意を失っているというような感じ

ではございません。もう既に私共宗谷町村会といた

しましては６月５日の日に札幌の支社に行って要請

活動しているわけですから、事前にやっているわけ

でございましてその後先程言ったように国会議員を

通して本社の方に見直しをすれというような形の事

を要請を起こしているわけですから、私としては決

してこれをそのまま鵜呑みにしているというような

状況ではございません。ただ、行政報告をした事に

ついては公社の考え方として今こうですよというこ

とを皆様に情報の提供というものも必要でしょ。そ

ういう形の中で私はやった事であって、決してそん

なものは要らないよという形には私はならないとい

うふうに思います。そんなような熱意を持って、札

幌支社にも出向いて行っているわけでございますの

で、それを通して道町村会当たり前だと言われるか

も分かりませんけれども、やるところとしてはそう

いうな形の形態を取っていかなければならないとい

うふうに私は感じておりますし、そういうふうな事

を十分考えていただければ大変有難いなとこのよう

に感じているところでございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：行政報告そのものが

公社の進め方今こういう形で進めてますよというの

が新聞や何かでみんな承知しているはずなのです。

村長の行政報告というのは村長がそれに対して何を

したかと、私はどういう動きをしたかということを

報告するのが行政報告じゃないですか。新聞報道と

同じ事村長は報告してそれが何になるのですか。そ

ういうことを言っているのですよ私。だから村長と

しては町村会を巻き込んだ動きもあるでしょう。し

かし村長は地域住民も捲き込んだ形の中でここの自

治体、猿払村の自治体として公社に強く存続を訴え

ていくというそういう動きも当然必要になってくる

のです。病院の問題にしてもそうなると思いますよ、

それぞれの地域事情違いますから必死になって守ろ

うとする天塩だとか色んな形でやっているじゃない

ですか、みんな。そういうところちゃんと残って結

果出てきているじゃないですか今回。３１局の中で

廃止を延期すると、その熱意の強い所結果が出てき

たのではないですか。それについてどう考えます村

長。もう一回。 
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○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の問題につきまし

ては、郵政公社の考え方も中には色々と組織編成の

中で再編の中で色々な問題もあっただろうとこのよ

うに感じます。一首長が公社に物を申したからと言

ってそれが覆せるかといったらそんなものではない

だろうというふうに私は感じているところでござい

ます。それらについては地域の事情を考え合わせた

形の中で郵政公社としてそのような方向性を取った

ものだというふうには感じますけれども、私として

の考え方としては今先程も申しましたとおり、その

ような熱意を持った形の中で支社にも行っているわ

けですし、そういう事に関しまして理解をしていた

だければというふうに思います。これは単なる首長

だけの熱意でそれが覆ったのかといえば、決して私

はそのような形ではないというふうに感じておりま

す。確かにそういう部分もあったかもしれません。

これは政治的圧力もあるでしょうから、そういうこ

ともあったかもわかりません。しかし、いずれにい

たしましても、それは郵政自体の再編の問題が一つ

北海道地域の大きな中であったというふうに考えて

いるところでございます。一つの例を取れば豊富町

の集配局が無集配局だった幌延町に移管してしまう

と、幌延よりうちの方が人口が少ないと多いところ

から少ない所に集配局が移ってしまうというような、

そういうような背景もあるわけでございます。そう

いう状況の中で色々な郵政公社サイドの色々な思惑

があったのではないかとこのように感じているとこ

ろでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どうも認識が違って

いる。村長おかしい。公社の事情を村長が説明する

必要ないのです。公社の事情があったのでしょう。

そんなことを村長に聞くつもり無いです。ただ、こ

こに新聞に載っているじゃないですか。９月の１３

日集配廃止一部延期計画撤回目指すということでこ

ういうふうに載ってますよ。芽登・上利別両郵便局

の廃止が延期された。十勝管内の足寄町自治会連合

会の後藤次雄会長は語気を強めた云々と書いてます。

同連合会などは業務存続を求める署名活動を実施、

約３，０００筆が集まり町長等が日本郵政公社北海

道支社に提出をして反対運動どんどんと強めて行っ

た。その結果が結果的に廃止の延期に繋がった。村

長はそういう考え方を地域と共に一緒にやらなけれ

ばならないという、村長常々言っているじゃないで

すか。地域住民と共にそういうことを住民にきちっ

と説明すべきじゃないですか村長は。我々もしなき

ゃならない義務ありますから、私は私なりに郵便局

行って話したりしてますよ。そういう事で村長はリ

ーダーシップを取って地域と共にやるべきだと、そ

ういう反対運動やるべきだ必要だとすれば、そうい

う動きがさっぱり無い。そこを言っているのです私。

今一度遅いのかもしれないけれども、そういう動き

の必要性があると思うので、地域とその辺り一回話

し合ってみるという考えはないかどうか。それにつ

いて最後お伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：知来別の集配の問題

についてはいずれにしろ住民に周知しなければなら

ない問題でありますので、そのような懇談会等につ

いては実施をしていかなければならないものだろう

というふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで地域

と共に住民と共に地域を守っていくという強い村長

の決意は公社に伝えて、考え方を変えさせるという

ような取り組みは当然必要だと思いますので、その

辺り努力していただきたいと要望しておきます。 

 最後にさるふつ公園においての出店計画について

簡単にお聞きしますけれども、猿払公園内の出店整

備ということで、１８年度に今年度一部１店だけ出

店するというような事で整備の図面も議会運営委員

会の中で見せていただきましたけれども、その中で

私も過去の議会の中であまりに新しい施設を作って

投資するそういう危険性だとか資金的な部分で無理

があるとすれば既存の施設も活用することも吝かで

はないかというような提案を一般質問の中でもやっ

た経過がございます。私は前回の補正予算の中での

これについては賛成しました。とにかく早く進める

べきだと、しかし、これは今回募集したというので
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すか１７年・１８年度の中で話し合った中で６店が

希望があったのですけれども、それぞれが下がって

１店だけになったとそういう経過がございますけれ

ども、まだまだ１年・２年であそこに投資をしてや

ってみようかと決断するという時間的には１年や２

年では無理かもしれない。何年か後に来年少しじっ

くりとその辺りを確認してからやってみようという

人も出てくる可能性は十分あるというふうに思いま

す。それで今年度はともかく、来年度以降、そうう

いう希望者が出てきたとき村長前回予算審議の中で

は当然同じ条件で対応していくという格好で答弁い

ただきましたから安心してますけれども、如何せん

既存施設の中では限界があるとスペース的に出来る

だけ金の掛からない方向でいけば小さなログハウス

というかそういう形で繋げていけば一つの店舗が５

００万円程度出来るとすれば５００・６００万円で

出来るとすればどっちにどういうふうに進めていく

のか。それともそういう具体的な計画という部分が

当然村長の頭の中にあるだろうと思いますので、そ

の部分についてお伺いをしたい。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：さるふつ公園の出店

の関係の計画または整備の関係につきまして、１８

年度以降の出店希望者につきましては、もう既にお

そらく出ないだろうなというふうな感じは私は抱い

ております。これから寒くなる時期にも入りますの

で、そのような考え方でいるところでございます。

このことに関しましては１年半掛けて基本的事務を

出店するかしないかという基本的な形の中で進めて

きた事でありまして、スペース等の問題等時間を掛

けて煮詰めてまいりました。最終的には一業者しか

希望が無く、一業者が呼び水となってその１９年度

以降の可能性もあることを私は期待をしたいという

ふうに考えているところでございます。かつ、道の

駅、今非常に道の駅あんな道の駅なんてどこ探して

も無いわけで、道の駅としておりますが、非常に見

苦しいものがあります。そしてフリー観光客等の苦

情が多く、惨めな思いをしているのが実態でござい

ます。猿払村のイメージがダウンするということに

も繋がってまいります。一刻も早く他町村とそれな

りの肩を並べるような道の駅を作っていかなければ

ならないというふうにも思っているところでござい

まして、この度今回の議会で予算計上をさせていた

だいたところでございますけれども、この出店と道

の駅の分野と一線に切り離して考えて私はいかなけ

ればならない問題ではなかろうかというふうに考え

ております。ただ、その周辺に店を集中させて繁栄

させて人を集めるということはこれは当然必要な事

です。そのような方向で考えておりますので、よろ

しくその点についてはご理解を賜りたいと思います。

１９年度におきましても、出店希望者があれば当然

受け入れてきちっとした形でやっていただかなけれ

ばならない、このようにも考えております。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。村長

の決意聞かせていただいて安心したわけですけれど

も、１８年度はもう無いでしょう。１９年・２０年

という形の中でスパンで考えていけば当然そういう

ことも考えられます。 

 道の駅というそのものが地場産品をＰＲする場で

もあるという部分で重要な位置付けになるだろうと

いうふうに思います。一刻も早く取りあえず今年の

分はともかく、そういう具体的な青写真がきちっと

なければ１９年度・２０年度に出てきましたと、さ

あどこにするのだ、どうする、あっちだこっちだと

いう形にまたチグハグなものになってしまうと、行

政として１９年度・２０年度・２１年度という５年

ぐらいのスパンの中で何店くらいを想定して、こう

いう形で広げて行こうと具体的な青写真作るべきだ

と、持ってなければならないと思うのです。今年や

るとするならば、それ無いで今年やりますと言って

もそれは無理な話なので、もしか今年無いとすれば

まだそういう具体的な青写真が無いとすれば、いつ

までにそれを作るという部分で約束していただきた

い。そういった部分で村長考え方、あれば結構です

けれども。 

○議長（佐々木正光君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：１９年度以降の青写

真についてはこれから作成するというような事でご

理解を賜りたいというふうに思います。そして出店

業者につきましてもかなり多く出ていただくことを

期待したいというふうに思っております。 
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 以上でございます。 

○議長（佐々木正光君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：最後に補正予算でこ

の部分は当然予算計上されているというような部分

で理解してます。この予算審議の中でもそういう部

分議論に当然出てくるでしょう。しかし、そういう

考え方きちっとプランがなければなかなかこれは予

算としてもすんなり分かりましたということになら

ないというふうに理解しますけれども、きちっとし

た今後のプランをいつ頃までに示すというような部

分ある程度やってきた形の中で進めていかなければ

ならないと思います。それは予算委員会の中でまた

議論されることですから、これで質問終わりたいと

思います。 

 


