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○議長（山須田清一君）：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。 

 ６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づきまして３項目、７点ほどについて質問させて

いただきたいと思います。 

 まず始めに、猿払村の公共交通機関のあり方につ

いてということで、昨年の９月の定例議会に私と同

僚議員で宗谷バスの問題、村営バスの問題、公共交

通機関これからどうしていくのだという質問をした

ところ早々に猿払村地域公共交通活性化協議会とい

うものを年明けに立ち上げていただいて、迅速な対

応をしていただいた村の方に感謝と敬意を申し述べ

たいと思います。なかなか地域公共交通活性化協議

会、私達も含め村民はその情報だとか、どんなこと

をやっているのだとか解らないものですから、その

進捗状況について村長の方から報告をいただきたい

と思いますがよろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 猿払村地域公共交通活性化協議会の進捗状況とい

うことでございます。進捗状況につきましては、先

般９月６日でとりあえず実証実験が終了したという

形になってございます。 

これは一応８月の１８日から９月の６日までとい

うことで、２０日間一応実施された形になっており

ます。６日に実証実験が終了いたしまして即８日に

２回目の猿払村公共交通の活性化協議会を実施して、

実証実験の経過等をご説明行ったところでございま

す。よってまだ地元協議会の意見をまとめていない

というのが実態であります。 

今後、出前行政の課題として地域村民の意見を反

映させ、且つこの協議会でワーキンググループによ

るワークショップによって協議を進めながら総合的

に協議会としての結論付けをしていかなければなら

ないと思っているところでございます。 

また、稚内市におきましても翌日にこの活性化協

議会を行っているところでございます。この公共交

通活性化協議会の一つの目的としては、稚内市のフ

ェリーターミナルからさるふつ公園までのバス、と

りあえず１日２便というような形の中で実施されて

いるところでございますので、稚内市ともまたその

協議の実績を踏まえた形の中で協議をして結論を付

けていかなければならないだろうと思っているとこ

ろでございます。 

また、交通通信網の発達によりまして人々が移動

したり交流したりする範囲が拡大していっている状

況にございます。生活圏域が急速に拡大していると

いう実態にあり、もはや居住をする人、村民だけに

目を向けて行政施策を展開するということは当然の

ことではございますが、そういうわけにもまたいか

ない面もあります。区域を越えて移動する中間住民

にも多くの行政サービス等を提供しなければ地元の

発展にも繋がっていかないのではないのかとこのよ

うな考え方を持っているところでございます。 

そうした住民の動向等を見極め行政サービスを続

けなければ住民ニーズにおいた生活圏域の拡大、変

化に対応する積極姿勢がなくなり、単一自治体での

発展はないものと考えているところでございます。

６日に終えて８日の協議会でございましたので、一

応報告に今のところは留めてこれからの会議に移っ

て、十分な検討をしていくという基本的な考え方で

ございますので、ひとつその点ご理解賜りたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の答弁で今若

干（１）、（２）、（３）と質問事項がありまして、

（２）の方にも触れていただいたのですけれども、

まず始めに私が確認したかったのは、地域活性化協

議会が立ち上がって、確か今年の２月に第１回の協

議会が行われている。それで運輸局等に色々申請書

を出して５００万円の交付金が今年の春村の方へ補

助金決定がきているというふうに情報として私聞い

ております。第２回の協議会がこの度の９月に行わ

れたと、その２月から９月までのこの半年間のその

進捗状況、それとその内容はどのような形で行って

いくのか。担当総務課長でもよろしいのですが、そ

の内容をお教えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 
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○総務課長（松谷 厚君・登壇）：公共交通につい

てお答えしたいと思います。 

 小山内議員さんがおっしゃるとおり２月に第１回

目、９月に９月８日ですか、第２回目の協議会をこ

れは猿払村で作っている協議会の概要でございます。 

今回、先程村長が言いました部分につきましては

稚内からさるふつ公園までの間につきましては、こ

れは北オホーツクのバス交通整備検討委員会という

部分で稚内市運輸局さん、それと稚内開発建設部、

宗谷支庁、稚内警察署こういう機関が集まって構成

されているメンバーでございます。この部分につき

ましては、海回りの検討ということで、実証実験を

１日２便を走らせたということで、その実証実験の

部分がこの協議会になされました。それで今回の私

共の協議会の内容なのですけれども、この部分を実

証検分を基にしましてそれでさらなる協議会の地域

の協議会の中で煮詰めていくと、そういうスケジュ

ール体になっていたものですから、その部分ではこ

れが終わるという部分で第２回目の猿払村の地域公

共協議会という部分に踏み切ったという部分で５０

０万円の補助に基づいて業者も発注したという経過

になっています。先程言いました海回りの部分につ

きましてこれは事業主体は運輸局さんでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません。私の

質問の内容が悪いのか、今回宗谷バスが行った海回

りの運行バス、直行バス運行の実験はちょっと次に

置いておいて、村主体で行っている猿払村地域公共

交通総合連携計画等がありますよね。それのこれか

らの計画、それと半年間行われたこれまでの経緯の

説明をお願いしたいと思います。１回宗谷岬から猿

払村に来ているバスの件は、これは主体が運輸局だ

とか稚内だとかということで私も認識は持っている

ので、それとは別に村の中で５００万円の交付金を

いただいて協議会を立ち上げて半年以上が経ってい

るので、その半年間の今までの報告と、それと今計

画段階になっていると思うのですが、これからどん

なことをやるのだということをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：失礼しました。

経過というか今後の協議会の進み具合というか、進

めていくことの確認は９月の８日にされました。そ

の内容につきましては、現状の交通実態調査、それ

と利用者のニーズの把握、これも調査です。検証実

験、これもやります。それで地域公共交通の総合連

携計画の素案作成とこういうものが今後主な内容に

なっています。 

また、ニーズを把握するために村内５ヶ所におい

て地域懇談会を開催していきたいという予定になっ

ています。事業の詳細につきましては、アンケート

調査を実施する予定でございます。デマンド型公共

交通という部分の検証実験をしていきたい。これに

つきましては今現在、公共交通が行っていない小石、

狩別、豊里、芦野高台、こういう部分にデマンド型

交通という乗り合いタクシーの部分です。これの実

証実験を約１週間実施してまいりたいという考え方

でございます。この部分については１０月頃に実証

実験を一応やっていきたいという方向で考えていま

す。先程言いました今まで第２回やるまでの間どう

なのだという部分なのですけれども、これは先程言

いました運輸局さんの方で海回りの部分の実証実験

を基にデータが出た中でこの事業を進んでいきたい

という考え方がありましたので、これは稚内市との

協議もしましてその後にこの協議会を進めていこう

という内部的打ち合わせの中で進めてきた事実がご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それではこれから

検証実験として利用者のアンケート調査、村内５ヶ

所でのニーズだとか要望を把握するための懇談会、

それとデマンド型交通の実証実験ということで１０

月に行われれるということで整理はいいですね。そ

れでデマンド交通の導入の件で、今交通空白地帯に

なるであろう浜回りの路線だったらなるであろう小

石、今現在も空白地帯になっている芦野高台、狩別

等の所の実証実験ですが、１週間かけて具体的には

色々その車、村の交通手段を使って、村が所有して
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いる車両を使うのかとか、タクシーを使うのかとか

というのがあると思うのですが、その辺のところを

もう一度聞かせていただいてよろしいでしょうか。

お願いします。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：デマンド交通の

部分で乗り合いタクシーの実証実験の部分でござい

ますけれど、これにつきましては一応業者に委託か

けております。その部分で業者がタクシーを借りま

して１週間の実証実験をやって、この料金につきま

しては一応、利用者の料金につきましては一応無料

という考え方でやっていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：よく分かりました。 

 今回の地域公共交通活性化協議会、今回の交付金

によって調査したりニーズの要望等をしたり、実証

実験実際に車を走らせて実験したりするというもの

の履行期間というか、契約期間が３月の末だという

ふうに私は認識しておりますが、実験だけではなく

て次の行動、実態に移っていく時に来年度以降この

活性化協議会がなくなった以降、この実験を基にし

て村としてどのような方向、実験結果が出ていない

ので具体的にはこれが良い、あれが良いという形に

はならないでしょうけれども、村長としてこれから

この実験を踏まえてどのような形で村の交通機関を

考えていくのか。 

後の３番目の質問になるスクールバス、村営バス、

宗谷バスとの方の絡みもあるのですが、このデマン

ド型交通の結果が出てやる、やらないとなると思う

のですが、その方向性についてだけ村長から一言い

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 今回の活性化協議会の結果・実績を見た形の中で

どのような対策が対応が一番良いのかという部分も

含めた形の中で、その実績を十分反映させた形の中

で住民ともまた、議会とも協議を含めた形の中で私

は費用対効果も十分に考えた形の中で進めてまいり

たいと思っております。次年度以降になりますと補

助額というのは２分の１という形になってまいりま

すので、そういうこともございます。そういう状況

の中でまだ２分の１の補助があるだけ助かると言え

ば助かります。そういう状況の中で十分検討してい

かなければならない問題であろうと考えている次第

でございますので、これで終わらず引続き検討して

いく、最終的な結論を出すまで検討していくという

ことが必要だろうと思っている次第でございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それではちょっと

先に戻るようですが、２番目の今回８月１８日から

９月６日までに行われた期間限定の直通バスの実験

結果についてということで、先程の質問・答弁で事

業主体は猿払村ではなく稚内警察署だったり、国交

省だったりということでお聞きしたのですが、もし

９月６日までの実験の結果、乗車人数、稚内から宗

谷岬まで、宗谷岬から猿払までの乗車人数等の結果

が出て入ればお教えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：北オホーツクの

海回りの部分の実績とバスの利用状況ということの

ご質問にお答えしたいと思います。 

今回２便、先程言いました２便往復、２往復走っ

ているという部分でフェリーターミナルが１０時１

５分稚内ですね。さるふつ公園行きという部分がま

ずこの部分につきましては、トータルで２３３名ご

ざいました。その折り返し便、さるふつ公園をフェ

リーターミナル行きということで１３時発、さるふ

つ公園１３時発でこの部分については２１３名折り

返しております。もう１便、フェリーターミナル１

４時２０分発、さるふつ公園行きこれが６４名、そ

の折り返し便、さるふつ公園１５時５５分発、稚内

駅前行く部分については２０名。延べにしまして５

３０名。この調査の中の結果なのですけれども、宗

谷岬の部分でどの程度降りたと、これ延べの人数の

輸送の数字でございまして何名降りた云々という部

分の押さえはされていなかったというデータになっ

ています。 

また、このデータを基にしまして地域公共交通、
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各稚内と猿払村にあるその部分での協議にいたって

いくという部分になっております。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それではフェリー

ターミナルから宗谷岬、宗谷岬から猿払までの詳細

な実績数、乗った乗車定員というのは解らないとい

うこと。見た感じ地域猿払村に住んでいる人間とし

てこの８月１８日から９月６日までに行われた宗谷

バスの直通バスの実験は基本的には観光向けという

ような形で私達は考えてしまいます。実際、今現在

山回りの宗谷バスが北オホーツクの浜回りになるの

ではないかという情報がある中で、やはり来年度以

降もこの直通バスの実証実験をやられるのであれば、

猿払村の公共交通機関の協議会の中でもいいですし、

ＪＲ天北線の代替機関の協議会も確か稚内沿線・猿

払村・浜頓・中頓・音威子府でもっていると思いま

すので、その中で要望事項として観光向けではなく

実際に生活路線としてのバス運行の実証実験という

のを要望していくことは可能でしょうか。そこのと

ころをお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 私共といたしましては、住民の足を守るというよ

うな観点から単なる観光、フリー客を乗せるという

ようなバスの運行ということではなくして、やはり

地元の住民を守ると、今まであった今も続いており

ます代替輸送機関連絡協議会、これらも含めた形の

中で住民の足を守るということで、地元住民の足の

確保ということを常に考えていかなければならない

問題だろうとも考えておりますし、それに合わせた

形の中で例えば海回りでも、山回りでも観光客は乗

ってこれるはずですよね。海回りの方が観光的には

良いというのはそれは実態としては分かりますけれ

ども、そうなってきますとまた小石という空白地帯

も海回りになりますと出てきますし、その部分の手

立てというものを考えなければなりません。その中

でまた代替協議会との連絡調整というものもまた出

てくる。当然、海回りになった場合についても出て

くると考えておりますので、当然これは大きな問題

として考えなければならないだろうと考えておりま

す。当然、稚内市との協議は勿論のこと、稚内市も

代替協議会に入っている一員でもございますので、

そういう部分も含めた形の中で代替協議会ともこの

部分について一応路線の変更という形の中で十分双

方協議しながら活性化協議会、運輸局、旭川運輸支

局というような事業主体の中で、その実績を踏まえ

た形の中で費用対効果等も検討をしながらこれらに

ついて、来年度以降についてこれらの部分について

展開をしていかなければならない問題であろうと考

えている次第でございますので、ひとつよろしくお

願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：やはり地元住民と

しては観光のためのバスも無視はいたしませんが、

地元住民としてやっぱり猿払村・稚内へ生活してい

る生活者のバスがやはり一番と考えます。是非、来

年度以降このような実証実験があるとしたならば、

村としては強く宗谷バス、運輸局等に生活路線での

浜回りの実証実験が出来るこの観光地、観光期間以

外のそういう実証実験もしていただくような要望を

していただきたいと思います。宗谷バスにしても基

本的には昨年度聞いたとおり国からの補助をいただ

いて宗谷バスを宗谷管内運行しているのは確かなこ

とです。札幌市であったような利用者不在で中央バ

スが撤退する。札幌市がそれに対して補助金・交付

金を出すとかというような形で、利用者不在の問題

がつい最近も札幌市でありました。そんなことがな

いように早い段階から宗谷バス利用者・地域が一つ

になってこの過疎地域の公共交通を考えていただき

たいと思います。 

それで次３番目の質問に移りますが、そこでやは

りこの過疎地域の公共交通、今現在、猿払村では宗

谷バス、村営バス、スクールバス、各種送迎バスと

してやすらぎ苑、消防、総務課でも週に１回か２回

出しているというふうに聞いております。過去から

も言われた経緯はあると思うのですが、スクールバ

スは子ども達だけ、宗谷バスは料金を払って利用者、

村営バスも料金払って利用者、路線は決まっている。
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各種送迎バスに関しても、その送迎バスに見合った

村民しか乗れないような状態で今動いていると思い

ます。その相互利用について、村営バス、宗谷バス

については料金を徴収して運行している公共交通で

すからちょっと違うかもしれませんが、スクールバ

ス、あと村内で動いている各送迎バス、確かに目的

外使用、目的は違いますがスクールバス何かにおい

ては、その時の子ども達の位置だとか住居によって

違いますが、一番猿払村を網羅している公共交通機

関と言っていいのかバスだと思います。それにやっ

ぱり村民・住民も絡めながら公共交通の空白地帯を

なくしていく。それは色んな維持経費だとか、管理

費だとかも含めても色んな法的規制、条例規制とか

あるかもしれませんが、私達村民としては何かすぐ

出来そうなところに届く公共交通機関だと思います。

それの相互利用について村として出来る、出来ない

も含めてどのような方向でいくのかをお答えしてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えしたいと思い

ます。 

 宗谷バス、村営バス、スクールバス、各種送迎バ

ス関係の相互利用についてでございます。この関係

につきましても、ただいま委託している業者等から

そのような結論も結果もまた出てくるものと考えて

いるところでございますけれども、基本的にはやは

り結果として効率的であるならば相互利用が一番良

い方法と考えているところでございます。相互的調

査の検証をしている最中でございます。総体的にど

うすれば効果的で効率的でその実績を検査し、地域

村民の意見も反映させて協議会で再度検討して結論

を出してまいらなければならないと存じているとこ

ろでございます。そのためにも村民の児童・生徒、

それから保育園の子ども達のそのような利用時間の

部分、バスに乗っている部分ですね。そういう部分

の緩和等措置も含めた形の中でどうすれば良いのか

ということも十分協議をしていかなければならない

問題であろうとも考えているところでございます。 

いずれにいたしましても今のままでいきますと代

替バス路線の基金等もございますけれども、最終的

には底を付いていってしまうというような形になっ

てしまうわけで、その基金がなくなる前に費用対効

果というものを十分に考えた形の中で相互利用方法、

効果的な効率的であるそういう方法を十分に考えて

いかなければならない問題であろうと考えていると

ころでございますので、これらにつきましても当然、

関係市町とも協議をしなければならない問題ではご

ざいますけれども、そういう部分も含めた形の中で

十分広域的な分野もあります当然、そういう部分も

含めた形の中で考えていかなければならない問題で

あろうと考えておりますので、議員がおっしゃって

いる方向性を持った形の中で進めていければと考え

ている次第でございますのでその点よろしくお願い

申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは具体的に

一つだけ質問をしたいと思います。 

 実際、村が運営している教育委員会が運営してい

るスクールバスに村民が乗ることになるためにはど

んなネックというか、どんな原因、要因があるので

しょうか。 

それをお答えしていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：荒井教育委員会次長。 

○教育次長（荒井輝彦君・登壇）：ただいまの議員

のご質問にお答え申し上げます。 

 今現在スクールバスとして、まず村でスクールバ

スを保有しているのは６台、実質児童を普段毎日運

んでおります。児童・生徒を運んでおりますのは５

台ございます。そのうちまた１台緊急で走る場合に

１０人乗りという小型のバスが１台ございます。そ

れで今現在は大きなバス５台のうち、３台を直営と

いうことで運行し、２台は委託ということで運行し

ております。日々５台が常に走っているわけでござ

いますけれども、住民の方に利用をいただく場合に

は議員もご承知のとおり、このバスを購入に当たっ

ては補助金をいただいて買っているということもご

ざいまして、目的外利用の場合に住民利用するため

の届出というのを国の方にしなければならないとい

うことになっております。その届出をすれば基本的

には出来るということになっております。ただ条件
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としましては数点ございますが、一番大きな問題は

児童・生徒の運ぶ運行が第１番ということで考えて

いかなければなりませんので、住民の利用のために

児童・生徒に不便がかかってはまずいけないという

ことでございます。それで今は朝登校のために運ん

でいる便とそれから下校には時間帯によってござい

ますが、基本的には２便ほど走っております。です

からその決まった時間帯での運行については届出さ

えすれば可能かとは思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：スクールバスにつ

いて今お答えをいただきましたが、非常に将来が明

るくなるようなお答えで届出さえすれば、届出にも

色々国からの良い悪いもあるのでしょうけれども、

届出さえすれば良いということであればこの地域活

性化協議会の中でもスクールバス、やすらぎ苑の送

迎等のバス等も考えていただいて、確かに次長の言

うとおりスクールバス、子ども達が第一番でなけれ

ばならないのは十分認識しております。それのこと

はもしスクールバスが利用出来るようになれば、ス

クールバスを利用する村民もそのことは認識してい

ると思います。そういうことも踏まえながら今年、

来年等時期は急ぎませんがこれだけ村、猿払村広い

地域を走って網羅しているスクールバス、各送迎バ

スもそのような方向で考えていただいて、この活性

化協議会の中に反映させていただきたいと思います。 

 以上で公共交通機関のあり方についての質問は終

わります。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一言だけちょっと付

け加えさせていただきたいと思います。 

 学校教育の面のスクールバスの関係でございます

けれども、家庭・学校・地域とこのような一つの役

割というものがそれぞれあろうかと思います。その

スクールバスには地域村民が乗ることによって普段

大人の方と触れ合えなかった子ども達がそのバスの

中で何人乗るかそれは結果として解りませんけれど

も、触れ合うことが出来ると私は教育にとっても大

変良いことだという感じも持っておりますので、そ

ういう側面からも考えていく必要性もまたあるので

はないのかと、このような考え方を持っているとこ

ろでもございますので、その点もご理解賜ればと思

っている次第でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：最後に村長から非

常に前向きな答弁をいただきました。 

私も思うとおり、先日の教育講座の中でもないで

すが非常に教育が荒廃している中、地域と学校、親

が一つになって、ちょっとこの質問内容とは違いま

すが教育をしていかなければならない中で、ほんの

短い１５分か２０分の間かもしれないですが他の大

人の方々、それとお年寄りの方々と世代交流が出来

るということは非常に貴重な時間帯と思います。 

是非、そういうことから向けても村長、このスク

ールバスの村民への開放といいますか、一緒に乗れ

るという方向で是非考えていっていただきたいと思

います。 

以上です。 

それでは宗谷学区の公立高等学校配置計画案につ

いてということで、２０年度つい先日の９月に北海

道教育委員会から北海道の高等学校の配置計画案が

提出されました。私達として一番興味を抱く宗谷管

内の学校、とりあえず今の段階である浜頓別、枝幸

高校、豊富高校は来年度からキャンパス校になる。

２３年度までには稚内高等学校、稚内商工高が廃止

になって新しい高校が新設されるという内容であり

ました。その内容として１学年、１学級になればそ

の高校は地域キャンパス校とすると明確にこの度謳

われました。猿払村としては高校はない自治体では

ありますが、地域の高校として稚内、浜頓別が地元

の高校として認識しているところであります。この

配置計画について村の考え、自治体として高校もっ

ているわけではないのですが、やはりこの問題、地

域に高校がなくなるというのは非常に猿払村として

は痛手を被る所であると考えますので、村としての

考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは今、小山

内議員さんからご質問ありました道教委から提出さ
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れた高等学校配置計画、これについてちょっと補則

説明も入れて時間をいただいてご答弁をさせていた

だきたいと思います。 

今、議員もお話ししたとおり非常に高校配置の関

係、道内では非常に問題起きておりまして、またそ

の背景にはこの何と言っても中卒者が大幅に減少し

ていると、地域の声は分かるけれどもその実態等ど

うするのだというのがこれが問題になっておりまし

て、この道教委におきましてはこういった毎年度道

内の中卒者大幅に減少しているということで、昭和

６３年に実は９万２，０００人近く卒業あったので

すけれども、これは年々減少を続けまして平成２７

年には４万５，０００何人とか半数以下となって、

その後減少が続いていくと、そういったことで高校

の小規模化というのが非常に進んでおりまして、そ

れによって学校の配置云々は別としまして、教育環

境の悪化というのは非常に懸念されていると、そう

いった中で単に学級数をいじるだけではもう限界に

きて、統廃合を含めた再編、これは避けてとおれな

いよというのが道教委の見解であり、色々と有識者

からの出された問題です。当然、今議員からもお話

しありましたとおり、宗谷管内の心配もされている

のを本当にこういう議会の場で問題にしていただく

というのは本当に有り難いことなのですけれども、

そういった中で宗谷管内どうなのかと言いますと、

ご多分に漏れず宗谷学区でも平成２０年今年の中卒

者７０６名から、来年には管内だけなのですけれど

も６９名の減、その次の２２年にはさらに３１名の

減、さらに平成２３年には７２名の減、その後ちょ

っと回復する時期があるのですけれども、平成２０

年の７０６名から２７年には５４５名に減ってしま

うという現実の問題がございます。その中での１学

級の定員というのは４０名なのですけれども、それ

が割れていくということは本当に現実の問題でどう

していくのかという状況にあります。今議員からも

ご指摘ありましたけれども宗谷学区、今年度浜頓別

高校の生徒募集では商業科なくなって、普通科２学

級となっております。それから今豊富高校のキャン

パス校になりましたけれども、豊富高校にあっても

これまで２学級だったものが、今年から１学級とい

うことになっているのですけれども、結果としては

それでも両校とも欠員が生じていると、これ私から

言わせるとこういう地域ですから欠員で出るのは当

たり前のことではなくやむを得ないことではないか

と思うのですけれども、全道から見るとやっぱり問

題になってくると、考え方としてどうなのだと言い

ますけれども、感想を言いますと道教委からの見解

これは全道的に見ても学級は減らす、再編・統廃合

する、募集停止をするということで非常に厳しい内

容ではございまして、宗谷学区においても同様に非

常に厳しい内容であるとそういうふうに受け止めて

おります。また、今後の見通しというものをきちん

と見極めていく必要があると思っております。 

今の議員からお話ししましたとおり、稚内高校と

稚内商工高校、これが統廃合されるとなってますけ

れども、当面２１年度に稚内商工では商業科これが

当初は廃止される予定だったのですけれども、地域

の声を聞いて商業科は存続すると、その代わりと言

いますか形をその代わり別な科目の事務情報科とい

うのを廃止になるということで学級減は行われる。

豊富高校にあっても稚内高校をセンター校にしたい

わゆる地域キャンパス校化と、言葉は良くないので

すけれども場違いの表現なのですけれども、どっち

かと分かりやすく言うと、分校みたいな形でキャン

パス校化となって、ではそれどんなことやるのだと

いうのと、稚内高校を母体として豊富高校には通信

機器インターネットを利用して教育活動、あるいは

教師が稚内高校から一時豊富高校に出掛けて出張授

業するということで果たしてこの思惑どおりにうま

く授業が進むのかなという不安も地元には残ってい

るようです。結局、子ども達と相対してするのは教

育の基本なものですからそういう心配もあるようで

す。当然、我々もそういう受け止め方、不安もある

なと思っています。いよいよ平成２３年度もうすぐ

なのですけれども、稚内高校と商工これはもう人数

の関係から統廃合、統合してしまうと、新たに稚内

高校を母体校として新設校にしてしまうということ

で、この地域の特性と看護科は１学級あるのですけ

れども、残りの５学級これは統廃合して５学級がど

ういう学科になるのかまだ示されておりませんけれ
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ども、そういった部分で検討中の要素はありますけ

れども、非常に議員も心配してのご質問であるので

すけれども、私共としても本村からの進学者これが

どう影響してくるのか、そういったものも見極めて

いきたいと思っています。 

また、特に浜頓別高校と枝幸高校とか豊富高校の

関係なのですけれども、これについても卒業者数が

減る中できちんと現状に近い学級数、学区の配置こ

れはやはり地域の存続等にも大きく係わると思いま

すので、こういったものも考慮に入れながら関係機

関情報交換、連携連絡密にする中でそういった見極

めを強めていかなければならないとそういうふうに

受け止めまして、今後とも精力的に協議連携をして

まいりたいということで最初のご答弁をさせていた

だきます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の教育長の答弁

のとおり公立学校、高等学校の配置計画が道から出

されて道の答申としては、やはり少子化に伴う子ど

も達の減が確かにこの宗谷管内でも起きていること

は確かです。実際、拓中生の減少、今まで２クラス

あった中がもう今は１クラスしかなくなっているの

が如実に現れているとおり今の３年生が３３名、２

年生が２７名、１年生２６名、私が思うに浜頓別を

地元の高校として行っている地域として猿払村、浜

頓別、中頓別と見た時にもう３地域を合わせても今

の３年生で８３名、３校３地域合わせて、２年生６

９名、１年生７８名、もし本当に１００％の子ども

達が浜高に行ったとしてやっと２学級が出来る程度、

今までの進学率の経緯からいって拓中もちょっと見

てきたのですけれども、少ない時で３０％ぐらいの

浜高への進学率と考えた時には、もし半分の人数が

行っても１クラスしか出来ないと考えた時には、明

らかに浜頓別高校は道の答申からいったら１学年、

１学級ということになってキャンパス校に格下げと

いうか、今教育長の答えで悪い言葉で言うと分校扱

いになってしまう。ただ南宗谷としては、それが稚

内高校が母体校になるかというと、またそこは難し

いとは考えますが、そこで村長がいつもおっしゃる

地域間交流や広域連携をしてこのままでいくと南宗

谷に中頓別高校がなくなり、今枝幸高校と浜頓別高

校、一番悪いことを想像すると最終的には枝高と浜

高との綱の引っ張り合いになる。各地域のその浜頓

別・枝幸との引っ張り合いになった時に非常にこれ

から２４年度以降そのようなことが起きると考える

と、人数だけでいくと枝幸町は歌登との合併もあっ

てうちの猿払村・浜頓別・中頓別と合わせた生徒数

よりも現実的には枝幸の方が多いです。この１年生

・２年生・３年生を見ていくと、そうなった時にや

はり猿払村として、もし浜頓別高がなくなったら地

元として通える高校は稚内だけになる。先程の交通

機関もありますが、今現実的に猿払村に住民票を置

いてというか、居宅を構えながら通っているのは２

名というふうに考えた時には、地域の高校として成

り立っているのかという不安を考えます。そういう

時に村として、自治体として高校はないながらも何

らかの対策を今この３年後、４年後に向けて作って

いかなければならない。 

それで（２）の質問の方で来年度、また２４年度

からの猿払村自治体としてやっぱり高校生がこの地

域からなくなるというのは非常に１６歳から１８歳

までの年齢層がいなくなるというのは非常に痛手だ

と思います。その辺の問題を今から村長の考え方を

聞いてそれを行動に表していただきたいと思います

ので村長の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えい

たします。 

 今、村長というお話しでしたけれども、教育行政

の関係では村長ともこの密接な連携をとっておりま

して、この高校の関係についても村長にも道教委に

対してもこれまで何度も足運んでもらったりそうい

った中で連携とれてますので、私の方からご答弁申

し上げたいと思います。 

 今、議員質問にありましたとおり非常に来年度、

また２４年度からの対策ということでは非常に最初

の答弁で申し上げましたとおり、高校配置全体が非

常に厳しい部分がございまして、そういった中では

懸念している部分がございます。道教委のこの高校
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配置計画に関しまして今年の５月下旬に拓心中学生

の進学希望先、中学校に確認した結果では、来年度

平成２１年には間口減となる稚内商工の関係の事務

情報科の希望者がいないということで当面としては、

稚内の関係では問題ないのかなと、また本村から多

く通う浜頓別の高校なのですけれども、他町からの

進学希望状況把握しておりませんけれども、拓中か

らの今年度の進学者数１６名とほぼ同様の受験者と

なるだろうという見込みでございまして、当面は今

間口減の計画を真似ることから、来年度に向けての

影響はないものと見込んでおりますけれども、さら

にはそういった部分の進学希望の見込みをこれはや

っぱり常に把握していかなければならないかなとそ

う思っています。また、２４年度からの対策という

ことなのですけれども、道教委の中では生徒数は少

なくなるということで、２４年から２７年度までの

４年間の見通しとして今心配されている議員心配さ

れている浜頓別高校とかのキャンパス校は出てなく

て、宗谷管内全体で０から１学級相当の調整が必要

とされておりまして、これには卒業者数ある程度お

さえるのですけれども、その子ども達が全て管内で

治まるのかというとそうではなくて、やはり旭川な

り札幌なり他管に出ていく部分があるだろうという

ことで、その他管に出る状況によってはこれは調整

が出るのかということで、それについてはまた先の

見通しということでまだ把握されておりません。い

ずれにいたしましても村内はもとより村長にも当然

従来どおり動いていただきまして、本村だけではな

く関係市町村、関係者との連携を連絡密にする中で

やはり情報収集しながら議員心配されるようなこと

にならないように後手にならないような形で対応し

てまいりたいなと思っています。その背景なのです

けれども、私共もきちんとおさえている基本線とし

て、地方に住んでいて公立高校の間口減、統廃合と

なれば当然経済的な余裕がある方とない方もいらっ

しゃいますけれども、いずれにしましても保護者の

経済的負担とか生徒自身の教育環境にも大きな影響

を及ぼすのだと、経済だけでなく子どもにも非常に

深刻な問題を与えるのだというのは教育的な部分か

らもこれは避けてとおりたいなと思ってます。そう

いったことからもこの問題、先程も議員にもお話し

しましたけれども非常に地域の存亡といいますか、

地域の活力にも影響する大きな問題ということで私

も捉えておりますので、今後さらに関係市町村、教

育関係者、ＰＴＡ等も含めた情報交換等しながら学

校・学級数確保されるよう努力していきたいなと思

っています。 

また、村長も積極的に動いておりまして宗谷地域

総合開発期成会、これの働きかけ等もしていただい

ておりますのでそういうふうに取り上げていきたい

と思います。いずれにしましても議員が心配される

とおり猿払村には高校がございませんので、今ここ

で私の口からは枝幸高校との浜頓別高校の綱引きを

行うかというのはこれは言える状態ではないので、

またそういったものも内外どうなるのかは早めに見

極めをしながら、やはり守っていくという形でこれ

から臨んでまいりたいと思いますのでよろしくご理

解まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：教育長から今詳細に

答弁されたことと思います。 

私共といたしましても先程、教育長もおっしゃい

ましたように宗谷開発期成会、これは教育関係につ

きましては別立てで要請書を作って北海道教育長に

要請を強くしているというところでございます。こ

れからこの問題につきましてもまだまだ少子化現象

というものは続いていく、そういう状況の中で学校

の高等学校のあり方、また中学校のあり方とも含め

た形の中でも、特に高校のあり方について考えてい

かなければならない問題であろうと考えているとこ

ろでございます。これについては非常に道から出さ

れているこの計画については、道の行財政改革の一

環として厳しい指針が出されているというような部

分もあって、なかなか道教委といたしましてもなか

なか手を出せない、こまねいているといった状況が

要請した段階では私として感じとられたところでご

ざいます。札幌市内でも統廃合は進んでいるのです

よというようなことを言われますと何も言えなくな

ってしまうのですよね、はっきり言いまして、それ
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はそれとして地域は地域として地域のあり方という

ものはこれは別ですから、やはりそれはそれで市内

は市内と、大きな都市は都市としてそれはそれであ

っても構わないと思います。 

ただ、地域に行きますとやはり先程、教育長も申

したように子どもの教育環境だとか、保護者の負担

増だとかという問題がかなり出てくる、それは都会

と違った格差であるというふうに私は考えておりま

すので、そういうやっぱり格差を北海道内での教育

に関する格差是正というものを当然考えていかなけ

ればならない問題であろうと思っているところでご

ざいますので、これからも意を強くして期成会等、

やはりこれは個人で教育長に当たっていってもなか

なか難しい問題でありますので、やはり団体でこれ

らを今後やっていかなければ強く要請していかなけ

ればならないと思いますし、また地域住民も関係す

る地域住民も、また保護者も一緒に立って道教委に

乗り込んでいくというような考え方を持たない限り、

なかなかこの問題は道のありのままにやられてしま

うのかなというような感じを持っておりますので、

そういう面ではそういう意を強く、子どもを持って

いる親は特に、そういう考え方を持ってもらわなけ

ればならないのかなとも感じているところでござい

ますので、そういう面につきましても今後道に向か

ってそういうような意見を申し上げる、そういうよ

うな組織等も作っていくような状況の中で考えてい

かなければ、進んでいかなければならない問題であ

ろうと考えておりますのでよろしくお願いを申し上

げたいと存じます。宗谷につきましても開発期成会

等でも話し合いをしながらそういうような組織づく

りにつきましても考えながら、そういうような署名

運動活動まででもして叩きつけるというようなこと

をきちんと理由づけをした形の中でやっていかなけ

ればならない問題であろうなと考えている次第でご

ざいますのでよろしくお願い申し上げたいと存じま

す。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：上島教育長、森村

長とも前向きな答弁をいただきました。さらにやっ

ぱりまだ３年あるとはいえ非常に年月経つの早いも

のですから、これから拓心中学校、教育委員会、ま

た浜頓別高校や稚内高等学校等と連絡を密にしてい

ただいて、ありとあらゆる情報を集めながら猿払村

としての対策・検討をしていただきたいと思います。

上島教育長の言うとおり今の日本、経済格差によっ

て教育格差が起きているとも言われています。なる

べくなら経済格差あって教育格差が起きないような

地域、自治体であっていただきたいと思う所存でご

ざいますので、是非すぐ子どもを増やすというわけ

にはいかないので１５年間ありますので、自治体と

して出来ることから一つ一つ情報をとっていただい

て南宗谷、宗谷管内全体でこの高校の適正配置計画

を地元で考えるのだというような意気込みで道教委

に当たっていただきたいと思います。 

 それでは３番目の質問、地域担当職員出前行政に

ついて。 

 今年度の４月から各地域で地域担当職員出前行政

が活動というか動きだしました。その今回９月、約

４月から半年間が過ぎたと思います。各地域での実

績についてお教えいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：平成２０年度の各地

域での地域担当職員の出前行政の活動実績でござい

ます。 

この出前行政につきましては、各地域から大変喜

ばれております。職員の意識改革、研修としては大

いに実績を積み重ね、地域村民が職員の顔を覚えて

もらう、村民が職員の顔と担当仕事を覚えてもらう

ことによりコミュニケーションの和が広がり、より

良い仕事が職員に出来るものと考えておりますし、

地域にとっても一つの心のより所が出来るのではな

いかなと判断しているところでございます。６月か

らスタートいたしましたけれども、地域担当出前行

政の経過でございますが、その実績ということでご

ざいます。 

鬼志別は４ヶ所に分かれております。ご存知のと

おりだと思います。鬼志別東区につきましては、東

町につきましては３回やられております。それから

西町については１回、南町については１回、北町に

ついては１回、小石につきましては２回の実施です。
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知来別１回、浜鬼志別２回、浜猿払３回、芦野２回、

猿払３回、狩別２回、浅茅野３回、浅茅野台地で２

回、延べ１０７名の職員が各地域に出向いて共同し

て出前行政ということをやっているところでござい

ます。主に地域の環境美化活動への参加、また地域

のお祭へのお手伝いなり、スタッフとしての参加、

並びに地域村民生活不安や問題点の聞き取り調査等、

これらを行っているところでございます。 

以上がとりあえず活動実績という形になっており

ます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：６月からのスター

トで、９月３ヶ月間の間にこれだけ数多くの出前行

政が地域担当制職員でやられていると非常に村民と

しては有り難いし、実績活動としては多いのかなと

思います。ただ実績内容、今村長からありましたよ

うに美化活動だとか、その地域のイベントだったり

ということが主だと私は考えておりました。そこで

もう一つ当初の目的にありました、地域住民が村政

に対する不安だったり、危機感だったり行政と地域

住民が身近に感じるという点ではどうかなと今ちょ

っと考えているところです。イベントごとで触れ合

うことも確かに大切でしょうが、例えば本当に交通

の足を持たないお年寄りが村役場に来たいだとか、

村から書類が欲しい、そういうことも出前行政、地

域職員制であっても良いのかな、そういう意味では

もっともっと情報を村の方から発信していただいて、

多分この出前行政の地域職員制制度が解らない村民

もまだ中にはいると思います。もっと情報的に私達

はこういう場にいたり、行政の方に来たりして情報

としては得ているのですが、特にお年寄りの方々、

防災無線でしか情報を貰えない、回覧板でしか情報

を貰えない方々のために、今一度情報を発信してい

ただいて、理想はです。出来る、出来ない別にして、

私の理想としては、出前行政で在宅でお年寄りの方

は住民票が届けてもらえるだとか、印鑑証明が貰え

る、そのような出前行政もあってもいいのではない

かと思っております。イベントごとでゴミを一緒に

拾って皆さんで顔を知ってもらって、そういう身近

な触れ合いも良いですが、現実的にこの過疎地域で

そういう生活に危機感を持ったり、不安を持ってい

る人方に今一歩踏み込んでいただくような出前行政

は出来ないものか。具体的には今のその印鑑証明と

れたり、住民票ということなのですが、そんなこと

は出来ないでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 一応出前行政につきましては、これは地方分権の

一環でございます。従いまして、自分達の出来るこ

とは自分達でということが一つの大きな基本になっ

ているわけでございます。従いまして、これはやっ

ては駄目だ、これはやっては良いというような問題

ではこれはないわけでございまして、当然そういう

ことが今議員がご質問にあったような形もとれれば、

とれるような状況に当然していかなければならない

問題だろうと考えておりますし、当然そういうよう

な単なる小間使いばかりでなくしてそういう地域の

人達と生活の不安や悩みを聞いたり、そういうこと

をすること、そういうことが一つ大きな目的でもあ

るわけです。そのためにやはり先程申しましたコミ

ュニケーションをとるために、まず始めにはそうい

うイベントに参加して地域に馴染んでもらうという

ことが先決であろうと、それが馴染むことによって

各家庭に入ったり何なりしてそういう村民の思って

いる意見等も徐々に聞いていけるだろうというふう

に私は考えております。そういうこともこれから今

始まったばかりでございますので、どんどんとやは

りそういうようなことは進めてまいりたい。地方自

治法の中には何も市町村がこれをやっては駄目だ、

あれをやっては駄目だという項目は一項もないわけ

です。自分達のことは自分達でやはりやらなければ

ならない。やはり行政と村民との情報の共有化とい

うことは、行政情報もありますし、個人情報もある

でしょう。個人情報には十分気を付けなければなり

ませんけれども、そういう部分も含めた形の中での

情報の共有化ということをやはり基本的に図ってい

くのがこの制度の主旨というふうに私は思っており

ますので、職員の方々には大変なこととは思います

けれども、是非やっていただきたいと考えている次

第でございます。 
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○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：前の答弁の中では

地域担当職員出前行政の活動非常に良いという報告

を受けているのですが、まだ半年しか経っていない

中で村長自ら、村長も各地域回っていると思います。

村長の考える、半年しか経っていないので課題とい

うものも少ないのかもしれないですが、こんなとこ

ろがネックになっているのじゃないかとか、課題等

があれば教えていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私、年２回まちづくり懇談会に５月、１１月とい

う形で出て行っているわけでございますが、やはり

地域の人が限られていると、出席される方が限られ

ているということが一つあります。これが大きなネ

ックです。いくら行政情報持って行ってそれを発信

したとしても、やはり人が居なければなかなか思う

ような情報が伝えられないということがあります。

それが大きなネックでございますので、この出前行

政を基にしてやることによって、また別な角度で別

な側面からそういう情報の提供ということも出来る

ものだとも考えておりますので、またこのスタッフ

についてもまちづくり懇談会ある時には必ず出て下

さいよという要請もまたこれまた必要だろうとも考

えておりますので、そういう面から側面から一体と

なった形の中で私は進めていかなければならない問

題であろうと考えておりますので、その点ご理解賜

りたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：確かにまち懇に出

てて出席者が限られる、いつも同じ顔ぶれが出てい

るというのは私も認識しているところでございます。 

それで地域担当制職員出前行政が始まって、６月

から始まって３カ月、来年度に向けては先程私が質

問したようなより身近な出前行政であってほしい。

各職員がイベントごとや呼ばれた時だけに行くので

はなくて、具体例をあげれば建設課の方が水道の施

設、狩別に行った時に帰りに自分は猿払の担当だっ

たら、猿払の地域の住民の方の家にお邪魔してお話

しを聞くということも業務の一貫であって良いので

はないかと、ただ水道施設をチェックして帰ってく

るではなくて、それも一つの役場職員としての業務

という認識、各職員の方々がそういう意識を持って

いただいて、出前行政や地域担当職員制度を運用し

ていくと、その中でまち懇に出なかった村民の方々

も少しづつそのような形で出てきて村長と話しが出

来る、副村長と話しが出来る環境にすぐにはならな

いでしょうけれども、そのような地域職員制度を活

用してこの猿払村が良い方向に向いていくようなこ

とを期待したいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わらせます。 

○議長（山須田清一君）：１１時２５分まで休憩し

ます。 

 

休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時２５分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 ５番、須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：５番、須藤。 

通告書に基づいて６問質問いたします。 

始めに地方交付税や税収入の減等、財政難が厳し

い中、村民の健康を守るため医療のみならず、福祉

・介護等様々な施策を講じていますが、今日猿払村

国保病院を始めとする多くの病院では多くの課題を

抱えております。医師や看護師の不足や診療報酬の

マイナス改定により病院財政の状況は厳しいものに

なっております。このような中、道は昨年８月、道

内を３０区域に分けて地域医療体制の維持を図ろう

とする自治体病院等広域化・連携構想案を示してお

ります。この構想案は医師不足や自治体の財政難に

対する市町村の区域を越えた広域な連携体制を確立

し自治体病院の規模や機能見直しを行うといった、

道から市町村、住民への提案ということで示されて

おります。道としては今後この構想を踏まえて地域

の住民が深まり、住民に身近な医療提供体制づくり

に繋がることを期待すると、地域自治体が主体的に

検討を行うことを求めています。一方この構想案は
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各自治体病院ごとに規模縮小や診療所化等の方向性

が示されており、財政経営面からのみの改革を強く

意識したものとしか受けとれません。確かに村国保

病院も診療報酬のマイナス改定等で経営的に厳しい

状態です。 

しかし、財政経営面からのみで病院をとらえるこ

とは大きな疑問があります。地方において地域医療

等、社会保障が破壊することは過疎化に一層の拍車

がかかり、猿払という地域の破壊に繋がり兼ねませ

ん。地域を守るということは、将来の安心・安全を

担保しなければなりません。そのために将来の医療

等、社会保障をきちんとしていなければならないと

考えます。未来永劫、産業を守り、地域を守ってい

くためにも、自治体病院の問題について行政と地域

住民とで多くの課題について真の自治体病院のあり

方を地域から議論していく必要があると考えます。

この連携構想案は道内を３０の区域に分けており、

猿払村は稚内を中心とする圏域に入っております。

天塩・幌延を加えた北宗谷の自治体で、宗谷地域自

治体病院等広域化・連携検討会議を設けております

が、この連携検討会議における構成、検討会議の開

催回数や議題等、その検討状況と議論の内容につい

て明らかにされたい。 

そこでお尋ねします。今年５月、宗谷地域自治体

病院等広域化・連携検討会議が開催されたと思いま

すが、会議の目的、構成、村からの参加者、会議の

開催回数をお伺いしたい。問題等、その検討状況と

議論内容等を伺いたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：自治体病院の広域化

・連携構想の関係でございます。お答えを申し上げ

たいと存じます。 

この関係については一回しか実施されておりませ

ん。このような広域的な大きな問題を一回しか実施

されていないということ自体が私はおかしい、そう

いうふうに感じます。それも市町村職員を集めての

会議です。このような重要な問題をこのような形で

行って良いものか、どうなのかと非常に疑問を感じ

てなりません。批判ではこれはありませんけれども、

私は単なる国に対するアリバイづくりをしていると

しか考えられないと思っております。もしそうでな

ければもっともっと内容を中身を詰めた会議をやっ

ても良いのではないかというようなことも考えられ

ますし、私は単なる会議であってはならないと、や

はり広域行政というものは道が担うべき、道の広域

行政は道が担うべき性格なものであって、道の職員

が各構成市町村にあれだけの人数が居るわけです。

出向いてやはりその意向を聞き取る、そういうよう

なことがあったって私はしかるべきだと考えます。

そういう意味から全ての会議に、道がやる会議につ

いてはこの会議ばかりではなくして同じような手法

でやられているということに対しては果たして広域

行政に対する考え方だとか、地方分権に対する意識

だとかというものがまるっきり欠けているのではな

いのかとこのような感じがしてなりません。 

やはり道の職員がですね、支庁の職員が出向いて

来て行政の意見を聞くなり、やはり地域の村民の住

民の意見を聞くなりして、そこで改めてやはり問題

等の発掘が出来るのではないのかと私は考えている

ところでございます。やはり、その調査等これらを

こういう連携会議、広域化を図るのであればそのよ

うな調査等を明確にやはりしていただいて、構成町

村の意見等を十分に把握することがやはり必要であ

る。単なる会議だけで済ませること自体問題である

と私はそう考えます。その場で意見の出ない町もあ

るでしょう。そうなるとどうなるのですか。これは

大変な問題だと私は思います。検討とか課題をやは

り発見するためには、為す術は私はこの会議ではな

いと思っております。それが道の手法と言えば手法

であると考えざるを得ない、そういうふうに私は思

います。道職員が市町村を回って歩くところにやは

り検討材料とか課題が見つかるものであります。こ

の会議ばかりでなく全ての会議等、この手法でござ

いますので、道職員はもっともっとやはりそういう

今の道財政も含めた行財政改革も含めた形の中での

危機管理意識をきちんと持った形の中でやらなけれ

ばならないと思います。このような自治体病院等の

広域化・連携構想についても行財政改革の一貫であ

ると、道の行財政改革の一貫であると私は認識をし
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ているところでございます。そういう意味におきま

しては、道の職員をやはりどんどんどんどんとやは

り地域に降ろす、そして地域の直接会って意見を聞

くなり何なりしなければやはり明確なこの連携構想

何て出てこないと私はそう考えております。一回し

かやっていない、まだ今だに何も伝わっていないと

いうことはどういうことなのかと、まずそこを私は

考えなければならないだろうと思っております。こ

れが重要なものであるのであれば、もっともっとや

はり早急に会議を煮詰めてどんどんどんどんとやっ

ていかなければならない問題であろうと思います。 

従って先程言ったように単なる国から降ろされた

アリバイづくりに過ぎないのではないのかなと言っ

たのはそこにあるわけでございまして、決して道を

批判するつもりはございませんけれども、その手法

に私は問題があるのではないのかなと考える次第で

ございます。 

よろしくその点ご理解賜りたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：一回しか実施してい

ない、道の手法が悪いと村長の答弁ですが私もそう

思います。村長の話聞いていると道は何をやってい

るのだろうかとそう思います。 

 続いてその中の議題とか、検討、議論内容等をお

伺いしたかったのですが、これではお伺いするのが

ないですよね。分かりました。良いですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：若干また補足的な説

明をさせていただきます。 

 この会議には当村の二津事務長が参加していると

ころでございます。構成町村は先程議員もおっしゃ

ったように稚内市・猿払村・豊富町・利尻町・利尻

富士町・礼文町・天塩町・幌延町の８市町村の構成

となっております。浜頓別・中頓別・枝幸町につい

ては、上川北部というふうになっているところでご

ざいます。検討会議は稚内市で５月１９日一回のみ

の開催で、この会議については先程言いました事務

長が出席しておられます。そういう状況の中でうち

の事務長が質問に立って、その問題点等を十分説明

あった問題点について質問をした結果、道の職員は

黙りこくってしまったという実態も事務長から報告

を受けて、復命を受けているところでございます。

やはり道としては、稚内市を中核とする周辺町村立

病院を診療所化にするという考え方がありありと見

えると、これが一つの検討材料の大きな目的であっ

ただろうと思うところでございます。このような地

方分権を無視するような動きに思われる地域医療の

崩壊に繋がり兼ねない内容であったということであ

りますし、事務長はそういう考え方には立っており

ませんし、そういう意味におきまして質問をしたと

ころ道は黙りこくってしまって後は進まなかったと

いうことも事務長から復命を受けているところでも

ございますので、その点も合わせて報告をさせてい

ただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：事務長が出席したと、

でも事務長が質問しても答弁がないということでよ

ろしいのですね。地域医療の放棄という感じですか。

大変遺憾なことです。 

 続いてこの中で、道はこの連携構想案の住民の集

約を各自治体が行うものと見解を示している。道の

連携構想にしても総務省の経営改善ガイドラインに

しても多くの地域住民がその内容を認識しているか

疑問である。村はこのことについて村民へ周知、住

民の声を集約する考えはありますかお伺いしたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私、前段での道の見解として集約を各自治体が行

う等、これはもっての他だというふうに私は考えま

す。道が国から指示されてこのような考え方に基づ

いてやられていること、これはやはり道が広域行政

として、道がやるべきことであって、先程も言った

ようにやはり何で市町村がこれをやらなければなら

ないのかということですよ。この問題に関してはや

はり道は道としてのきちんとした行政をやってもら

わなければならない。道庁にはこれに対する責任と

いうものがあるわけですよね。単なる市町村に対す

る責任の転嫁でしかないと私は考えます。そのよう
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に考える中で村におきましては、道がそのようなこ

とをやる前に村は、自分達の出来ることは自分達で

という形の分権の主旨に基づいて住民の声を集約す

ることはこれまで幾度か実施しております。平成１

６年にはまちづくり会議、村民１１名と職員・委員

６名で有床の診療所について協議・検討していただ

きました。提言では一概に無床の診療所への意向は

考えづらい、病院の問題を議論すると安心感を取る

か、金を取るかという選択になってしまいます。結

論としては病院の存続が必要であるという結論付け

がされております。こういうような提言を貰ってお

ります。また、平成１８年度に実施した病院のアン

ケート調査、これはインフルエンザの時だったと思

いますけれども、回答者４１０人の自由記載欄にも

診療所化するという希望する意見はまるっきりござ

いませんでした。 

従って住民の意見集約は、現段階ではするつもり

は私としてはございません。あとやっていただくの

であれば道がきちんと自分の道の責任においてやっ

ていただくということが私は必要であろうと考えて

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（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：今の村長の答弁では、

現在は集約をするつもりはないということで良いの

ですね。 

○村長（森 和正君）：はい。 

○議員（須藤武保君・登壇）：分かりました。 

 この連携構想は自治体病院ごとの規模縮小や診療

所化の方向が示されている、また昨年暮れに総務省

が公立病院経営改善ラインを示し、公立病院の経営

改善を求めているが、経営面だけではなく真の自治

体病院のあり方について地域から議論すべきと考え

るが理事者の考えを明確に伺いたいということで、

これの答弁いただけませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 この連携構想案は、自治体病院ごとの規模縮小や

診療所化の方向が示され、総務省は公立病院の経営

改善を求めていると、経営面でなく真の自治体病院

のあり方について地域が議論するべきことと考える

と、これは当たり前のことだと私は考えます。これ

が私の理事者としての当たり前のことだということ

で、自分達のことは自分達で行うということがやは

り基本に立った形の中でこういう問題はきちんと整

理していかなければならない問題だろうと考えてい

るところでございます。 

また、先程申した住民の意見集約の関係ですけれ

ども、これはあくまでも診療所化希望する場合につ

いての意見の集約であって、その場合についてはや

りませんよということでございますので、その点そ

のように思っていただいて、いただければと思って

いるところでございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：村長の言うことは十

分分かります。もうこれはそのとおりだと思ってお

ります。この連携構想は、北海道の押し付けで村長

が日頃おっしゃっている地方分権に反するものであ

ります。今日の自治体病院の課題というものは、上

から押し付けでなくガイドラインを示し公立病院経

営改善プランの提出を求められていますが、総務省

のガイドラインに添って病院のあり方を検討するな

らば、病院経営の面からだけの検討となるのではな

いでしょうか。村の財政から考えますと病院への助

成は１自治体では限度があります。地域のあり方に

ついて、地域住民を巻き込んだ議論をすべきと考え

ます。総務省の公立病院改善ガイドラインは特例債

にふれておりますが、そのお考えはありますか。お

伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一つ須藤議員さんに

お伺いしたいのです。特例債の意味というのは何か

お調べになったことございますか。 

○議員（須藤武保君）：特例債を使うのか、使わな

いのか。 

○村長（森 和正君・登壇）：使うのか、使わない

のか、特例債の意味というのは。 

○議員（須藤武保君）：私は知りません。 

○村長（森 和正君・登壇）：特例債というのは要

するに不採算病院、そういうような赤字の部分にこ
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れを不良債務ですね。不良債務を抱えている病院に

対したもの、これがやはり特例債ということであり

ますので、うちの場合についてはそういうようなも

のは抱えておりませんので、特例債の必要性という

のは私はないと考えているところでございます。色

々とこれから病院を経営していく上において色々な

問題がまた色々と発生してくるとは思います。こう

いう制度も国の方でもってもらっても私は当然のこ

とだろうと考えているところでございます。 

しかし今の段階としては、特例債は使う必要性はな

いと考えているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：私もちょっと聞きた

かったのは、これからの病院経営には特例債も使っ

ていかなければ成り立たないのかなという気持ちで

質問をいたしました。 

今後、今のことろは特例債を使う必要がないとい

うことですね村長。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：そこで冒頭私お伺い

したのは大変失礼とは存じますが、特例債の意味と

いうのはお分かりですかと聞いたのはそこなのです。 

従って病院で不良債務を抱えているという場合に

ついて特例債が発行出来るということなので、うち

の病院の場合、不良債務というものは抱えておりま

せんので特例債を使う必要性はないということでご

ざいます。そういうことでございますのでよろしく

お願いします。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：私も病院経営の実態

を再三村長の方から聞いて分かっておりますが、あ

る程度こういう赤字財政になっていないということ

は伺っております。 

今後こういう状態が出た場合には、その赤字財政

とかこれに向かって病院経営をやっていくためには

その後、特例債を使ってでもまだ今の病院を現状維

持しなければならないのかなということを聞きたい

のです。分かりますか言ってること。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私はこの特例債の関

係につきましては、一応現在不良債務を抱えている

病院に対して２０年度限りの時限的な取扱いでござ

いますので、その後の問題についてはまた別に考え

なければならないものだと考えておりますし、やは

りその不良債務を出さないような形の中での病院経

営というものをやはり今後目指していく、それが本

来の責務であると私は考えているところでございま

すので、その点はご理解を願いたいなと思っている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：分かりました。 

 赤字財政を出さないように、これらからも本来の

責務、村長に本来の責務を遂行していってほしいと

思います。 

続きます。次にさるふつ温泉についてお伺いした

いのですが、平成１０年１０月から始まったさるふ

つ温泉についてです。 

当初３５０円の入浴料が５００円に値上げされた。

その後の利用者数がどうなっているかお伺いしたい

のであります。 

例えば、３５０円から５００円になったので今ま

で鬼志別辺りから入浴に来た人が５００円になった

ら車代が負担になってとっても行くような状態では

ないとありますが、その辺は利用者数どうなってい

るかお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：質問の途中ではあります

けれども昼食のため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（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当初から入浴料は５

００円に値上げされたが、その後の利用者数がどう

なっているのか伺いますというようなご質問だった

というふうに午前中記憶しております。 
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本年４月から公共料金の見直しをさせていただき

ました。利用者数の変化ですが、改定後が４月から

８月までと数値でございます。前年度同期と比較し

た結果、１９年度では１万４，９５４人であったも

のが、平成２０年度では１万２，００８人、約２割

の減少となっております。主な要因は１８歳以上の

入館者が２３％減少しているものの、高齢者の入館

数は若干ではありますが約１０％程度伸びておりま

す。回数券購入状況等も同様、１８歳以上の落ち込

みに対しまして、高齢者は約４割の伸びを示してい

るところでございます。料金の関係ですが、１８歳

以上で約１０％の伸び、高齢者の分については約５

３％伸びを示しております。 

また、入館者の推移、判断基準といたしまして回

数券の購入状況について調べたところ前年度比では

約２６％減少しているところでございます。入館者

が１８歳以上、１日券、回数券双方が落ち込んでい

ること、高齢者の購入が増えていることは値上げに

よるものなのか、どうなのか判断はちょっとつきに

くいのかなというのが今の現況かなと思っていると

ころでございます。値上げ以外の要因としては、や

はりガソリンの高騰等始めとしたやはり生活関連の

諸物価の高騰も大きく左右されているのではないの

かなと思っておりまして、マスコミ等でもよく報道

されておりますけれども、やはり近くに憩いを求め

るというようなことが大きく報道されているところ

でございまして、そういうような関係もあった形の

中で、さるふつ公園への全体的な入り込み数も減少

したのかなという関係があると思っているところで

ございます。観光客や昨年から比べまして自衛隊の

利用の減少とこういうことも見られるような状況に

もなっているところでございます。 

よろしくその点ご理解賜りますようお願い申し上

げたいと存じます。 

因みに、道の駅利用者、全体では４万３，４８４

人と対前年比で約２４％の減、キャンプ場では６１

１人で３４％の減、バンガローにつきましては１９

６人で約２２％の減少となっております。これらの

関係につきましても、先程申したような関連性が出

ているのではないのかなと思っているところでござ

います。ただ単純に値上げだけではというふうには

考えられない部分もあるのかなと考えているところ

でございます。 

よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：さるふつ温泉の減は、

観光客が今年度は減っているのでその部分もあった

のかなと思ってはおりますが、自衛隊も少なくなっ

たということで良いのですね。 

 それでふるさとの家の方も同じポンプを使ってや

っていますよね。その辺はどうなのですか利用者。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一応ふるさとの家の

関係につきましては、データ等はちょっとつかんで

おりませんけれども、この前も社長とお話しをした

時については若干の落ち込みがあるというようなこ

とは聞いているところでございます。管内全体的に

落ち込んでいるというような一般的な見方だという

ふうに考えているところでございます。 

よろしくその点お願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：観光客も少ないしと

いうことですが、ふるさとの家の利用者の中に百寿

大学の関係もありますよね。その辺は利用者はデー

タとってますか。百寿大学の関係も温泉利用してい

ますよね。温泉の方。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 今、百寿大学と言いましたけれども、百寿大学は

温泉特に固定的に使うということではなくて、社会

福祉協議会の方でふれあいの方だと思いますので、

その辺ご了解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：教育長、百寿大学が

あれですけれども、そしたら高齢者の方の利用、教

育委員会でやっている、利用しておりますよね。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：百寿大学では恐らく

利用はされていないと思っております。社会福祉協

議会、保健福祉センターでやっておりますけれども、
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この関係については一応利用しているというような

実態に高齢者の方達はあるとそのように伺っている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：質問の仕方が悪くて

すいません。 

 福祉の方の老人の人達がふるさとの家を使ってい

ますよね、実際に定期的に使っていますよね温泉を。 

○議長（山須田清一君）：小林産業建設課長。 

○産業建設課長（小林勝彦君・登壇）：今の須藤議

員の質問ですけれども、先程も村長も言いましたけ

れども、社会福祉協議会の方から入浴の免除申請あ

げて年２回程入浴されていると思っています。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：すいません私の勉強

不足で、続いてさるふつ温泉なのですが、大体入り

数とかそういうのは村長の答弁で分かりました。 

それで今後ポンプが故障した場合、入替え費用が

８００万円とか言われていますが、その後故障した

場合にはふるさとの家の方はどういうふうになって

いくのですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ちょっと確認させて

いただきたいのですけれども、今温泉が故障した場

合に温泉施設じゃなくて、ふるさとの家がどうなる

のかということですか。 

○議員（須藤武保君）：さるふつ温泉についてです。 

○村長（森 和正君・登壇）：だから今、ふるさと

の家がどうなるのかということだったものですから、

ちょっと確認したかったのですけれども。 

○議長（山須田清一君）：ちょっと休憩します。 

 

休憩 午後 １時１０分 

再開 午後 １時１１分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：ふるさとの家は入り

込み数が確認していないということ解らないという

ことですね。その後、さるふつ温泉について、今高

齢者のことで言ってたのですが、私の勉強不足でち

ょっと質問の仕方が悪かったかなと思います。お詫

びいたします。 

 続いて②ですが、ポンプが故障した場合入替え費

用が８００万円かかると言われているのですが、そ

の後故障した場合に村長はどのようにお考えですか

ということをお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ポンプの温泉のポン

プの故障の関係ですが、大体２年耐年として２年か

ら２年半、これはどこの町村も大体そのぐらいの時

期で故障が起きているというのが実態があるようで

ございます。従いまして、以前からの見積もりから

いたしますと大体ポンプから電気系統からやぐらを

組んで管を全部引っぱり上げてポンプを上げなけれ

ばなりませんので、大体１，５００、１，６００ｍ

の所にあるわけですから、今は大体６００ｍから７

００ｍの所にポンプを置いていますけれども、そう

いうような状況で上げなければならないということ

になりますと、かなりなやはりお金が掛かるという

ことが今までも７、８００万円かかっておりますし、

場合によっては故障の程度によっては１，０００万

円かかるかもわかりません。そういう状況の中でそ

ういう金額に置いた形の中でこのような金額が２年

か２年半に毎年かかっていくような状況であるので

あればですね、やはりちょっと問題なのかと、今の

財政状況から考えていきますと果たしてどうなのか

なと私は考えているところでございます。これらの

関係につきましても、やはり温泉は今の施設はなく

はいたしません。ただ銭湯にするか、それとも湯花

を使った温泉にするか色んな手法があろうかと思い

ますので、そのような方法も考えていかなければな

らないのかなというふうなこともありますけれども、

普通の銭湯で良いのだというのであればそれはそれ

としてあそこを憩いの場としての用途として使って

いく必要性があるのかなと思っているところでござ

います。 
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従いまして、これらの金額につきましても、不透

明な部分がかなり多いということもございまして、

果たしてそのやった業者に対する信用度合いという

問題も私もちょっと問題もあるのかなとも感じては

おります。従いまして、これらの部分について今後

その金額等につきまして十分私は考えた形の中で、

議員の皆様とも協議をしながら進めていかなければ

ならない問題であろうと考えているところでござい

ます。 

その点よろしくお願いいたします。いくらだった

ら実施します、いくらだったら実施しませんよとい

うことは今の段階としてちょっと申し上げるのは無

理かなと思っ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。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：さるふつ温泉、今の

機械が故障した場合にはもう続けられないというこ

とですね、村長の考えは。銭湯みたいな形でもって

であれば続けていけるということにとってよろしい

のですか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 その辺につきましては金額の問題も当然あります。

従いましてケースバイケースで、やはり議員の皆様

と協議をしながら進めていかなければならない問題

だろうなと考えておりますし、またいつかの時点で

はきちんとはっきりと明確にしなければならない時

期が来るのではないのかなとも考えているところで

もございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：須藤君。 

○議員（須藤武保君・登壇）：これで私の質問終わ

ります。 

○議長（山須田清一君）：次に２番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは質問通告書

に基づきまして５点について質問いたします。 

質問に先立って村長にお願いがございますけれど

も、私議員として質問の実績を残すとか、質問の内

容を住民に周知してもらうとそういう意味での質問

もあるでしょう。それはまったく否定しないのです

けれども、あくまでも私は政策の実現に向けての提

言という形で質問してまいりますので、その分十分

承知した上での答弁をお願いしたいとそのように要

望しておきます。さらに議長が許すのであれば村長

の反問権も私は否定しないと考えておりますので、

その場合については議長の許可得た上で対応してい

ただいても結構ということで質問をしていきたいと

そのように思います。 

まず１点目、原油高での各種の農業を含めた資材

の高騰、国民生活にとっては日常生活用品の価格の

高騰、これらの影響はかなり大きい、この対策につ

いてお伺いいたしますけれども、猿払村において産

業別にもそれと日常の住民生活のうえにもどんな影

響を及ぼしていると分析されているか。ということ

はどのような分野でどんな影響を与えているのかな、

そういう影響の度合いだとか影響の大きさ、範囲、

それとその対策をどうするのだという部分について

広い意味でまず１点質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 原油の高騰、各種資材の高騰、また酪農家におか

れましては配合飼料等の高騰等、様々な世界的食糧

危機という問題も起こっていることは事実だと思っ

ておりますし、また一般日常生活用品についても高

騰されていると、それぞれ村民の皆さんご苦労され

ているのではないのかなと感じているところでござ

います。従いまして、私も大きく広く答弁をさせて

いただきたいと思いますけれども、やはりこの問題

につきましては、国際的な問題にも当然発展してい

っている問題であろうとも考えられますし、日本で

起きた問題ではないと言えども日本に大きく問題が

降りかかってきているということでございます。 

従いまして、私は広く考えますとやはりこういう

国際的な問題、全国的・広域的な問題、やはりこれ

らの問題につきまして国が政策的なきちんとした単

なるお金をばらまけばそれで良いという問題では私

はないと思っておりますので、やはり恒久的なそう

いう制度等を早めに何か起きたらやるという問題で

はなくして、きちんとそういう制度始めから想定し

て築いていくことがやっぱり必要ではないのかなと
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つくづく感じているところでもございます。そうい

う意味におかれましても、今村がどのように対応す

るかということについてはなかなか問題が大きいだ

けに難しい問題であろうと感じております。 

従いまして、国だとかの政策、またそれに伴った

道の政策とか、そういうものを見た形の中で村とし

てどう対応していくのかということも考え合わせて

いかなければならないのかなと思っております。 

当然、その国がやる制度そのものにつきましては、

当然財源等も付いて回ってくるのは、これは当然の

ことだろうなと私は今感じているところですが、そ

のような見方で村の行政も進めていかなければなら

ないのかなと考えているところでございます。 

よろしくその点、広い視野に立った形の中でちょ

っと申し上げたつもりではおりますけれども、狭く

なったのかもわかりませんけれども、その点よろし

くお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この高騰の背景には

国際的な背景がある。これは当然そのとおりです。

それについては国で対策を進めていくのは当然だろ

う、これは私も共通する認識だと、しかしですね、

然からば金もばらまけば良いということも村長と同

じ共通認識です。 

ただしかし、国で対策を講じなければならない、

こういった部分について村長はただ国が対策打つべ

きだ、首長としたら何をやらなければならないです

か。そうしたら何も持ち合わせていないというふう

に聞こえますけれども、そこをちょっと一番最初に。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私として何も持ち合わせていないということでは

ございません。先程も申したように、まず村として

当然やるべきことはやらなければならないというこ

とは、これは当然のことでありますけれども、やは

りまだ今国の方としてこの制度、このような問題、

社会問題をどう対応していくのかというそういう不

透明さがあるというような状況の中で、それとやは

り私は連動した形の中でまた考え方も進めていかな

ければなりませんし、また独自でもやっていかなけ

ればならないべき性格のものであろうと考えている

ところでございます。具体的にこれはこうするとい

う問題だけは今の段階としてはちょっと述べるのは

無理なのかなと思っている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この際、議長にちょ

っと言いますけれども、答弁によって内容がこうい

ったりきたりする部分があるけれどもお許しいただ

きたいと思います。 

 それでは国が当然とるべき対策というのは、これ

は大半が国の政策に基づいたこういう上官ながらし

かし国でもどうしようも出来ない。日本国だけでは

どうしようも出来ない国際的な背景もあるというこ

とも承知しながら、しかし国が対策をすべきなので

す。 

しかし、国も対策打つけれども、村で対策打たな

ければならないこともある。これはやはり十分行政

の中で、村長わきまえていただかなければならない

問題、これは後で提言いたしますけれども、それで

は個別に一次産業の部分で個別に質問してまいりま

すけれども、漁業における今燃料の高騰、それによ

って一斉休漁までしてイカ・サンマそういったその

燃費がかかるものについては値段と捕ったものの値

段と追いついていかないというこれ現状ありますね。

猿払村の実態は、私が判断するには漁場も近い、操

業の時間も短いという制約の中では、あまり影響は

ないのかなと判断しますけれども、この影響はどの

ように分析されておりますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：当然、村で十分対応

しなければならない部分もあると考えているところ

でもございます。 

ただ今、議員が申されました漁業関係の部分につ

きましても、漁場が近いからどうのこうのというよ

うな問題では私はないのではないのかなと、やはり

高騰は高騰としてやっぱりそれだけの経費がかかっ

ていると、時間は短いけれどもさほどそう営業には

大した影響はないということでは私はないと考えて

おります。やはり少なからず当然影響は平年度から
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すれば当然出てきていると考えております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この後で総論的に私

提案してまいりますけれども、次に農業の問題です。

牛に食わせる飼料と畑に撒く草地に撒く肥料こうい

ったのは軒並み高騰してますね。もう赤字で離農し

ようかという考え方相当数十勝あたりであるという

ふうに聞いてます。猿払村でこういう実態をどうい

うふうに村長分析されているのか。その対策もまた

これ新たに、もしか対策が村でとれるものがあると

すれば答弁していただきたいし、これは当然、国の

やっぱり食糧政策、農業政策によるところが大きい

と考えますけれども、これはやはり相当国民全体で

考えなければならない大きな問題だと思うのです。

それらも含めて物を考えれば、今農業についてはど

んな影響が本当に与えているのだろうか分析されて

いますか。されているか、されていないかで、イエ

スかノーかで答えて。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：農業関係については、

特に一次産業として北海道は日本の食糧基地と言い

ながらこのような状況になっているということは、

非常に私といたしましても非常に悩んでいるという

ような実態にあります。個々酪農家の経営状況によ

って、それぞれまた経営の中身も違いますし、また

かかる経費も違いますでしょうけれども、原油の高

騰、それと穀物飼料の高騰、生産資材の高騰、これ

はもう軒並み上がっている、間違いなく上がってい

る。その中でどうしてやっていくのかということが

やはり大きな問題だろうと思っております。これは

今国の臨時国会の中で予算が組まれるというような

報道もされておりますけれども、実際に予算が組ま

れると思って私はおります。 

ただしそれだけで満足出来るのかどうなのかとい

うことは、やはり私は考えなければならないと思い

ます。これは恐らく今後についてもやはり国際関係

の中ではまだまだ私は続いていくだろうと、特に昨

日ですか、アメリカの証券会社等がああいうような

形になった。それにつれて日本の金融機関の影響と

いうのは莫大なものです。そういう状況の中でドル

が余っているというような状況の中では、また石油

に対して先物買いしていく可能性というものもまた

あるだろうと、ないだろうとは言えないだろうと思

いますし、そうなってくるとまだまだ穀物の高騰、

生産資材の高騰というものもまだまだ続いていく可

能性というのは十分にあると思っております。そう

いう状況の中でこの問題は考えていかなければなら

ないと思っているところでございます。一応、国の

方に向けて以前から要請していることについては、

生産資材の安定供給と価格の安定化と、それから消

費者の流通業界に対する理解の情勢ということ、そ

れから勿論、原油の高騰対策は勿論のことでござい

ます。このようなことを一応国の方には要求をして

いるところでございます。 

やはり収益性の高い地域農業の確立を図っていか

なければならないというのが、北海道としての農業

のあり方だろうと思っております。それには農業・

農村の整備事業の計画的な推進とそれから国営事業

の新規地区の直営とか団体事業の新規採択の確保、

これらを十分確保した形の中で今ある問題等を比較

しながら十分検討を加えていかなければならない問

題だろうと思っております。 

また、優良農地の確保等の促進、また農業の水資

源・施設利用の更新整備、今もう盛んにやられてこ

れからやられる部分もございますけれども、莫大な

お金を投資するというような状況に入ってきており

ます。 

従って、そういう今投資、個々酪農家が投資しな

ければならない段階において非常に大きな国際的こ

ういう問題が浮かび上がってきて、酪農家個々が苦

しめられているということに対しては偲びがたい。

このようなことも思っているところでもございます。

やはりそういう面においては地元負担の負担金の軽

減対策の充実とか、色々な面でのやはり対策がこれ

から中央に向かって出していかなければならない問

題だろうと考えているところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今、国に対して強烈
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に抗議行動と要請をしていくと。今食料自給率とい

うの約４０％、そういう状況の中では危機的な状況

だと言わざるを得ないという学者もいます。その中

でこれは国が対策打てば良いという問題だとか、そ

ういう問題だけではない。消費者もやっぱり同じ認

識でこれ向かっていかなければどうしようも出来な

いのです。例えばですよ、牛乳これの取扱いという

のですか、これ各メーカーも生産者も一生懸命やっ

ている、努力していながらも販売するところの大手

のスーパーだとかそういった所、安売りの目玉とし

てこれを利用しているのです。言ってみれば牛乳で

儲かるつもりはないのだと言ってるのです。平然と

言っているのですよこれ、牛乳で儲かるつもりはな

い。これを餌に消費者を集めると、こういう今のシ

ステムですね。こういうところからやっぱり訴えて

いかなければならないと思います。主産地の首長と

してこれは必至になって訴えていかなければならな

い問題、村長が出来るところとすればそういうこと

だと思うのです。そして生産者団体が抗議行動を起

こしている、むしろ旗あげて抗議行動起こしている

のですけれども、行政だとか市民レベルでそういう

こと一切やっていないですね。これをリードしてい

くのはやっぱり主産地を抱えている猿払村の存続が

今危ぶまれているこういう状況の中で首長だと思う

のですよ。そこをやっぱりしっかりしていただきた

い、まず第１点、これについてちょっと考え方短く

て結構ですから後で答えて下さい。 

それともう１点、やはり同じような今農耕飼料が

こんだけ上がる、そういう状況の中ではカロリーの

高い餌ばかり食わしてばかり、そういう経営だけで

はもう限界があるような気もするしおこがましい、

私が言うの素人がおこがましいのですけれども、そ

ういうことも経営の中に取入れていく方向の形態を

変えていくということも必要だと思うでのですよ。

変えていくって検討することも必要だと思うのです

よ。そういうことを行政はリードしていく、そして

またそういう調査、分析や調査をするのが村で金出

しても良いのですそういうことは、そのぐらいの意

気込みが村長はあるかどうか、それ２点についてお

伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 自給率の関係については先程４０％というような

ことを申しました。４０％ぎりぎりでしょう。一般

的に言われているのは３９％と、後の６１％につい

ては海外から頼っていると言われております。この

自給率を何とか上げようという形の中で今回つい最

近ですね。自給率を５０％目標という問題が出され

たと、しかし今の国の予算で組まれているこれに対

する予算額は、全部使い切ったとしてもわずか０．

１から１％しか上がらない、自給率は上がっていか

ないという現実、こういう現実を何十億突っ込めば、

何兆円突っ込めば５０％になるのか、これは恐らく

５０％に自給率を引き上げる何ていうことは到底無

理な話しではないのかというように私は感じている

ところです。 

それと牛乳の問題の関係でございます。これらに

ついてはやはり今の自給率の問題の国の財源も含め

て、やはり内需の拡大なくして景気の回復なんてあ

り得ない。今公共事業何てどんどんどんどん減らさ

れていっているわけですよ。毎年３％、来年度の概

算要求では２％プラスされて５％、これが削られる

だろうと言われております。それは無駄な部分もあ

りますから、無駄な部分と言うより無駄とも思える

部分もありますから、それはそれとして致し方ない

かも分かりませんけれども、地域の活性化というこ

とを考えればこれもまた大変大きな数字になってく

ると思います。それとやはり一番大切なのは私考え

るのは内需の拡大、消費者が財布の紐をぎちっと締

めているのではなくて、開けてもらってやはりお金

を使ってもらう、これがやはり内需の拡大であって、

景気対策の一貫にずっと繋がっていくのだろうと、

それによって国に対する納める税金もまた違ってく

るだろとも思っております。そういうことを考えて

いるような状況でもございます。簡単にということ

なものですから、そのような言い方をさせていただ

きます。 

また、抗議行動の関係でございますけれども、こ

れらにつきましても農業団体・水産業団体、それか

ら運輸業関係団体、その他色々な団体が奇声を上げ
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ております。 

しかし、行政で何もしていないかとかそうではご

ざいません。行政としてやはり私達町村会の団体と

して、国に向かって行動をしております。これに町

村長全員が揃って行っているわけではございません。

これは間違わないようにしないでいただきたいので

すけれども、一部その分野、分野で町村会の場合あ

るものですから、分科会等その常任委員会があるも

のですから、その常任委員会単位で一応抗議行動を

行っているということです。 

また、私も当然所属している土地改良団体連合会

においても、この部分について国の方に向かって抗

議行動をしているということは事実でございます。

それから飼料の関係ですけれども、そのような飼料

を食べさせて高い飼料を食べさてどうなのだという

ような問題もあります。 

やはり、今芦野で進めているＴＭＲ等でこれから

の問題が集約分業という形をとっていかないと、そ

ういう形の中で搾るものは搾る、採草するものは採

草するという形そういうものをきちんとやっぱり分

けてこれからの酪農経営を進めていかなければ、な

かなか個々採草もする、朝晩乳も搾る、だんだん年

をとってくる５０歳代くらいになるともう腰痛くて

どうにもならないという人も中にはいるわけですよ。

だからそういう形の中ではやはり法人化だとか、Ｔ

ＭＲセンター協同的な法人組織、こういうものはや

はり進んでいかなければ私はやはり今後の酪農行政

というものは非常に難しい問題であるのかとも思っ

ている次第でございますので、ひとつよろしくその

点ご理解賜りたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小林産業建設課長。 

○産業建設課長（小林勝彦君・登壇）：先程の眞田

議員の農協飼料の関係であれなのですけれども、今

眞田議員もご承知のとおり、畜産担い手事業の関係

でもって草地料の拡大ということで草地更新はして

おります。 

それと合わせまして、今出ました農耕肥料の関係

で村営牧場を利用しましてデントコーンの試験栽培

を普及センターとか、酪農家の皆さんの意見を聞き

ながら試験的に栽培をして、何とかしてその農耕肥

料にかかる部分のコストの低減に努めたいというこ

とで試験的にやっておりますので報告します。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：農耕肥料から粗飼料、

農耕肥料も自給出来る可能性等一生懸命探っている

というような部分では、これはやっぱり継続してや

っていただきたい。 

それと最後にこの農業の方に入りますけれども、

今年の農業経営の決算の見通しは村長大方正確な数

字はいらないのですけれども、赤字決算なるのでは

ないだろうか。黒字に何とかぎりぎりでいくのでな

いだろうか。黒字は何とか維持出来ると３つの答え

しかないのです。その３つの中でどれを村長やりま

す。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：答弁させていただき

ます。 

 大変今の状況から考えますと、とてもじゃないけ

れども黒字になるなということは到底考えられない

だろうと私は思っております。中には黒字にしてい

る人も、経営が良くて黒字になっている人も中には

おられるようでございますけれども、それも僅かで

すね。そういうような状況の中で非常に厳しい状況

が迫られているだろうと思っております。ただ言え

ることは、生乳生産量が１００％を超えている、良

い状況にあるという乳質脂肪率もかなり高いという

ことがやはり管内的にも良い傾向にあるという状況

から踏まえて、これらを何とか大いにＰＲして活用

していく方法というものもあるのではなかろうかと

いうふうにも思っているところでもございます。特

に猿払の牛乳についてはおいしいと、他の所から比

べるとおいしいと言われている、猿払というよりも

東宗谷関係ですね。そういうふうに言われておりま

すので、そういう部分も含めた形の中でやはり農業

経営というものをきちんと赤字になっても苦しい時

ばかりでは私はないと思いますし、苦しい時は苦し

い時なりにやはり忍ばなければならない、これは一

般の生活者でもまた皆同じだというふうには思いま

す。そういうような意味合いから頑張っていただき
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たいなと思っている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この問題については

内需の拡大しかあり得ないと村長、先程答弁されま

した。あんまりそういうふうに、本当に内需だけの

拡大しか方法ないのかと、もう国際的と先程言いま

したね。国際的ですよ正に、色んな所にこれ町村独

自でも良いのですよ。一東宗谷の農協に単協が出向

いて行って道を開いても良いと思うのですよ。それ

には首長も一緒に行って、それは国際交流という一

つの色々議員さんから同僚議員の方から質問もあり

ます。国際交流金かけない国際交流もあるじゃない

か。そういうとこに糸口を見つけて、ロシア・サハ

リン牛乳出せないだろうかというそういう可能性も、

村長これはやっぱり内需の拡大しか俺もう方法ない

って投げ出してしまえばもうこれで終わりなのです。

そういうぎりぎりの努力をやはりしてみてほしいと

思います。それについて意気込み一つ、これ短くて

結構です。それと後産業と言えば大きく言えば加工

業になりますけれども、運輸・加工・そういったも

のに対する影響どうですか。これは一つ、一つ詳し

くはちょっと分析出来ないでしょうけれども、村長

の認識の中で答弁いただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 先程、内需の拡大と、それしかないのかというこ

とでございますけれども、まず日本の内需拡大、日

本の人の牛乳に対する意識、そういう問題がやはり

国際協調関係に結びついていくものだろうと私は考

えております。従いまして、やはり日本の人達が牛

乳を飲まないでそれこそペットボトルのお茶や水を

飲んでいるようではちょっと問題があるのではない

かと私は思っております。牛乳何ていうのはそれこ

そ健康食品としては最も適したものであって、単な

る水をぶら下げている方達が札幌市内ではよく見か

けます。ペットボトルで、ああいうような形の牛乳

の作り方、単なる紙パックとかああいうものではな

くして、そういうものがあればまた違った意味合い

もまた内需の拡大として出てくるのではないかとこ

のような感じを持っているところでございます。ま

ずそういうところから目を付けて国際的な形の中で

問題の発掘をしていかなければならないとも考えて

おります。後押し方一つよろしくお願い申し上げた

いなと思っております。 

それから加工業、それから運輸等につきましても

やはり非常に同じような厳しい状況に実態には変わ

りはないと、大小はそれはさまざまであると思いま

すけれども、同じような状況に置かされている状況

は同じだというふうに思っているところでございま

す。 

特にまたそれに加えて今年の場合ですね、今年と

れる生貝等がやはりなかなか中国のオリンピック等

も影響しているのか、色んな問題も影響しているの

かどうか解りませんけれども、なかなか新しい産物

が市場に早く出まわっていっていないというのも一

つの実態なのかなとも考えておりますし、ダブルパ

ンチできているのかなという感じもしているところ

でございますので、その点も何がどうだということ

は具体的には申し上げられませんけれども、こうい

う実態ですから誰しもが、誰に聞いて同じようなこ

とだろうなと思っているところでもございます。 

その点につきましてもご理解の程、よろしくお願

い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは最後に農業

の問題について、これについてはやっぱり単に単協

に、または農家個々に計画云々という部分で任せる

というのではなく、行政も一緒になってものを考え

ていくと、こういうシステムをやっぱり作っていた

だきたい。この部分について要望しておきたいと思

うのです。 

それと次に移りますけれども、住民の日常生活に、

特に生活用品はみな軒並み上がっております。さら

に大きいのはこれから冬に向かいます。灯油の消費、

これは去年の７月の時点では７７円と聞いておりま

す。そして去年の１２月は９８円になった。約２０

円上がりました。今年２０年の９月１２０数円、こ

れまだちょっと正確な数字は聞き漏らしたのですけ

れども、異常な高騰ですね。月１５０リットルの灯

油を焚くのです。低所得、または中等所得の人達に
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受ける生活費のダメージというのは、村長どのよう

に考えておりますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：一般生活者におかれ

ましても非常に苦しい全ての商品が値上げをしてい

ると、これは原因は原油高騰にあるわけですけれど

も、そういう状況の中で非常に苦しい生活が強いら

れているのではないのかなというふうに思っており

ます。 

また、一般商品については辛抱すれば、辛抱出来

る部分も工夫すれば工夫する部分も出来るのかなと

も思いますけれども、苦しい実態は変わりはないと

思っております。 

また、特にこれからの問題として生活者の油の問

題、灯油の問題、燃料代の問題、この問題について

はやはり非常に特に所得層の低い方達につきまして

は非常に厳しい実態に置かれる部分だろうなと思っ

ております。まだこれから下がるというようなこと

もなく、また逆に上がるのではないのかなというよ

うな話しもちらほら聞こえてくるような感じもして

いるところでございまして、そうなってきますと果

たしてどこまで青天でいってしまうというようなこ

とも考えられる状況にあります。従いまして、それ

らを十分に見極めた形の中で果たしてこれから推移、

国際的な問題にも触れてまいりますし、これらの推

移を見た形の中で例えば１２月なら１２月、現在の

推移を見た形の中で、また十分な検討を重ねてまい

りたいと、今回一部予算化は若干してますけれども、

それに係わらずこれからの推移を見ながら１２月、

私は１２月１日段階で推移を見た形の中での問題発

生、問題を考えれば１２月に十分に予算措置も出来

るのだろうなとも思っておりますので、そういうよ

うな形をとっていかなければならないのかなと思っ

ている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今回の補正で対象者

７９世帯、１万５，０００円ということで補正が組

まれているように承知しております。それで果たし

て昨年も１万５，０００円なのです。８５世帯で１

万５，０００円だったのです。金額が多ければ良い

というものの考え方しているわけではないのです私

も、どこでラインを引くかというのは非常に難しい

ところだろうというふうに思うのです。 

ただ、村長から今１２月にも改めて見直す必要が

あると答弁いただきましたから安心しましたけれど

も、やはり今回の１万５，０００円にあまりがんじ

がらめにならないで、これだけ上がっているのです

よ。９８円が今１３０円もしか、へたしたら１３０

円いくだろうと、去年のガソリン並みなのです、灯

油がですよ。１５０リットル焚けばいくらになりま

すか１３０円で、１万円、約２万円くらいいってし

まいますね。そういう状況の中で今具体的に年金だ

けで生活している人、そういう人達が生活に耐えれ

るかどうか。村長分析したことありますか。副村長

でも結構です。 

例えばですよ、猿払村の住民で国民年金で生活し

ている人達が満度額でいくらになるか。そして、今

猿払村で受給している人達の平均額が何ぼになるか

というのはデータ出せますか。担当課長でも結構で

すけれども。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今現在でそのデータ

についてはとりあえず出しておりません。 

従いまして、先程言ったように１２月段階までに

そういうデータをきちんと固めた形の中で、今の予

算にこだわらず対応してまいりたいというふうな考

え方で先程申したところでもございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：因みにですね、昨日、

一昨日ですか「みのもんたの朝ズバ」という番組が

ありまして、その中でちょっとデータ私急遽控えて

みたのですけれども、これは今回質問する内容と一

緒だなと、平均額が国民年金のですよ、日本のおし

なべてる日本全国の国民年金受給者の平均受給額は

満度に貰っている人はいるのですけれども、平均す

ると２万円の人も３万円の人もいるのです月額、４

万７，５８７円というのが平均の受給なのです。だ

そうです。猿払村ではその実態どうなっているのか

な、恐らく動かないそんなに大差はないと思うので
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す私は、やっぱり５万弱が平均なんだろうと、猿払

村もそうなのだろう。因みに満度に貰っても６万６，

０００円ですね、１人月額年金、その中で２万円が

飛んでいくのですよ。へたすると灯油だけですね。

そういった部分、村長はもう十分承知されておりま

すのでその部分、１２月に是非対応していただきた

いと、もう一度その何とかその部分検討して、さら

に枠を広げたり支給額をちょっともう少し上げて対

応していこうかと、ただただ金を増やせば良いとい

うふうに物の考え方はしませんけれども、もう一回

だけちょっと簡単にそこ。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 十分にその点対象者の人達の状況を把握、きちん

と把握した形の中でどうあるべきかということをき

ちんと捉えながら金額的な問題も含めて定めていか

なければならないそういう決意でおります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは１番目の最

後になりますけれども、助成額金額だけで助成して

いくというこの限界もありますし、ばらまけば良い

という物の言い方もありますから、並行してですね

村長、出来るだけ引込む高齢者が冬の間引きこもら

ないように家にですよ。テレビと会話して一日終わ

る、毎日が終わるという形でじゃない方法、何とか

これ教育長も含めて社会教育、生涯教育、生涯学習、

そういったものを福祉の方では色んな表に引出して、

出来るだけそういう色んなイベントやることによっ

て消費量も減ってくると思うのです。そういうこと

も含めてこれをやっていかなければならないと思い

ます。教育長このあたり社会教育だとか、生涯教育

だとかも含めて、こういう連動した形でやっていか

なければこれ単発にやっても意味ないのです。教育

長のこれに対しての考え方。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではお答えい

たします。 

 確かにそういった全体で考えていくという物の考

え方、これは今していかなければならないと思いま

すし、私共も当然力合わせしていく考えております

ので、そういった意味では連携、教育委員会として

も連携することがやぶさかでないし、していかなけ

ればならない時期だと思います。そういった意味で

は、議員さんもみんなでもってやっていくというこ

とでご指導、ご支援お願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：今の関連性でござい

ますけれども、今の保健センター、保健センターを

利用して冬の間皆さんそれこそお茶飲み話し、特別

な目的がなくてもお茶飲み話ししたり何なりして、

また遊ぶ道具もありますし、またそのような形の中

で過ごしていただければ家庭にいる時間も少ないで

すから火も止めることも出来ますし、そういう部分

では若干でも節約に繋がっていくものだろうと思っ

ております。ただ金をばらまくだけでなくして、そ

ういう制度の仕方ということも既に社会福祉協議会、

また保健福祉課の方でもそういうような方策を方向

性を考えて今おりますので、それについても十分Ｐ

Ｒをして、そのような方法をとってまいりたいなと

思っております。ただ問題になるのは、鬼志別に住

んでいる方はまた良いのですけれども、他に住んで

いる方のうちの場合については散在して集落が散在

しているということはあるわけでございますから、

その人達のことをどう考えていくのかなと、どう考

えていけば良いのかなということについては非常に

難しい問題なのかというふうにも考えているところ

でもございます。 

また、バス等でも引きこもりの人達を引出してく

るかということも一つの方策としては考えなければ

ならない問題であるのかも解りませんし、その辺に

ついてはまたこれから十分協議していきたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞坂保健福祉推進課長。 

○保健福祉推進課長（眞坂潤一君・登壇）：答弁が

重なるかもしれませんけれども、今社会福祉協議会

さんと協力いたしまして、保健福祉センターの一室

を役場で使用していないソファー、机等を活用させ
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ていただきまして、集まって座ってお話し出来るよ

うな部屋の体制を作るまでは今いっております。 

ただ、ＰＲについてはこれからになりますしとい

うことで皆さんにご活用いただけるかという部分に

ついてはこれから内々検討して進めてまいりたいと

考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この高齢者の引きこ

もりの問題については、鬼志別の空き店舗を利用し

て、村長にも何回か提案しておりますね。一回提案

したことは村長はかなり前は抽象的に一般論として

は必要だと、是非そういうこともやってみたいなと

言うけれどもさっぱりアクションは起きてこない。

そういうところにちょっと歯がゆさを感じてきて今

日話しはしたのです。それと教育長は、今議員も云

々と言いますけれども、そういうことでないのです。

もうそれはそれで、持ち場は持ち場で色んな角度か

ら連携してやっていくという議員も当然やっていま

すそれは、ボランティア含めてそういう活動積極的

にやろうとしているのです。しかし、人がやらない

から俺もやらないと言っていたら駄目なのです。そ

ういうことじゃなく、とにかく我々こうやりたい、

みんなトータルな議論をしてほしいということを今

言っているのですね。その上そのことを理解してい

ただきながら、次の質問に移ります。 

 村営バスのハイヤー方式の転換についてというこ

とでお伺いします。 

 これはまちの活性化だとか住民の利便性、特に福

祉の部分で高齢者が病院に来る、決まったバスの時

間しかない、そういった状況で足が確保出来る人は

良いのですけれども、出来ない人の対応をやっぱり

考えていかなければならないのではないだろうかと

いうことでは、今村営バス云々というような部分で

は相当の金もかかっておりますから、ハイヤーと比

較してどうなのだろうという部分で村長は私の前の

質問の部分で同僚議員の質問の中でも、やはり先程

の同僚議員の質問の中で費用対効果、この分析が先

だと言われています。ところが私の３月のまた１２

月の質問の中で運輸局との調整もございます、経費

がどのぐらいかかるのか、車両台数が必要な車両台

数が何ぼなのか、オペレーターはどうなのか、色ん

な問題がありますというふうに答弁されております。

問題はしたから当然課題はそのあたり分析されたと

私は思うのです。公共交通協議会云々というような

部分、それで先程村長は２分の１の道の補助もバス

については魅力的だから云々ということで言われて

いますね。安易に変えれないような言い方答弁され

てましたけれども、これ分析されているはずですね。

ハイヤーにしたら車はこうなって、人間の配置はこ

うなって、だから費用が何ぼかかるというぐらいは

簡単に出るはずなのです。その結果を知りたい。ま

ずそこをお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：１４時２０分まで休憩し

ます。 

 

休憩 午後 ２時０７分 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：村営バスのハイヤー

方式の転換という問題でございます。 

 まちの活性化と住民の利便性の向上を図る意味か

らも、ハイヤー方式に転換した方がやはり交通の利

便性という意味からいっては確かに良いのかなとい

うふうに考えているところでございます。内容の部

分について検討はいたしました。そういたしますと、

まずタクシーの許可の関係ですけれども、これは村

でも民間会社でも条件は同じだそうでございます。

これについては北海道陸運局旭川陸運支局というよ

な形の中でちょっと聞いた話しでございます。この

中ではタクシーの許可は村でも民間会社でも条件は

同じと、それから村内で営業する場合は、現在タク

シー業者がいないことから最低２台以上の車両が必

要なこと、それから休憩・仮眠施設を用意している

こと、自動車車庫を有していること、運転手が普通

二種免許を有していること、運行管理者・整備管理

者が必要なこと、運転者は労働関係法令の規定に低
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触しないこと、最低賃金労働時間の関係だと思いま

す。申請者の役員が運輸局での試験に合格すること

ということになっております。それから資金計画を

提出しなければならないこと、これは運転資金・人

件費・油代・消耗品・修繕等の２カ月ごとの資金計

画を提出するというような形になっております。そ

れから受付員を常駐させることということになって

おります。それから料金等が決まっていることとい

うふうになっているところでございます。後で計数

の部分については今総務課長の方から後で説明いた

しますけれども、見解といたしまして北海道運輸局

と旭川運輸支局にその見解を聞いたところでござい

ますけれども、全道の市町村においてタクシーの運

行している所はないというようなことでございます。 

また、国等の補助も一切ないということでござい

ます。運輸局からも小規模自治体でタクシーを運営

するのは間違いなく大きな赤字が見込まれるため、

当然企業も手を出さないであろうということであり

ます。今回、地域公共交通活性化協議会では連携計

画策定を行っており、その計画策定の中には有償ボ

ランティア輸送の検討もしているところでございま

すが、この有償ボランティア輸送というのは非営利

法人、例えば社会福祉協議会やＮＰＯが運営するこ

とにより、タクシー通常の２分の１以下の運賃で金

額を定めることが出来るとういうふうになっている

ところでございます。 

また、通常のタクシー許可とは違い、かなり許可

内容も柔軟になってくると、しかしながら目的は一

般人ではなく、高齢者や身障者等、福祉目的とした

場合のみの運行許可であるため、誰でも利用出来る

わけではなく運搬人の混乗乗り合わせですね。福祉

ボランティア輸送しか道はないというふうに思われ

るところでございます。このような運輸局の方から

の見解を得ているところでございます。中身の部分

について計数的な部分については今総務課長の方か

ら説明をさせたいと思いますのでよろしくお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：私の方からハイ

ヤーにした場合の費用という部分で若干お話しさせ

ていただきます。 

 この部分では一応ハイヤーに転換するという部分

で車両２台、先程言いました村長言いました地区に

よって２台が必要だという運輸局での決めがござい

ます。それにおきましては一応７００万円ぐらいは

かかるだろうという試算しております。失礼しまし

た２台分で７００万円ですね。車庫これについて、

車庫も必要だという部分の条件ありまして、車庫に

ついて３００万円、問題は人件費これが２台分で乗

車する人が２名用意します。交替要員として４名が

必要になります。その他に受付員もこれも必要とさ

れます。これも２名用意して６名体制で実施するよ

うな形になります。総体的な人件費の人件費として

は１，３００万円以上かかるということで今のとこ

ろ踏んでおります。車両維持費、その他の経費では

年間２００万円程度はかかる。よって初年度一応運

営するにあたっては、一応初年度においては２，３

００万円以上はかかるのではないかという方向で一

応私らの方としては経費をおさえました。この部分

につきましては一応、先程言いました地域公共交通

事業と知来別線の部分のやつとどうなるかという部

分を合わせた検討した中で、この部分を考えていき

たいと、現段階では今そのような状況であります。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：こういう実態を聞け

ば、村長が前向きにやはりこういうこと考えていか

なければならない。ただ費用対効果という問題があ

ると費用の問題、そういう分析もしなければならな

いと言ってましたね。だけれども私感的な報告でし

かないのですね今、然からばバスで今費用が何ぼか

かっているか。収益が何ぼなのか。補助金が何ぼな

のか５０％でしょう。それをちょっと教えて下さい。 

○議長（山須田清一君）：松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：村営バスの収支

の実績ということでの質問だと思います。 

 これ１８年度の部分でお話ししますけれども、収

入合計が２２６万６，０００円、支出においては１，

６５５万２，０００円、差し引きしまして１，４２

８万５，０００円、この部分が村からの持ち出しと
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なっております。中の詳しいのはありますけれども、

一応頭だけの説明とさせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：だからこれでいけば

初期投資費用だけじゃないですか村長、車・バス２

台、車庫どこでもありますね。宗谷バスの所うちの

施設だと思いますよ代替バス、人件費受付もそした

ら宗谷バスと一緒にやってもらう方法がないだろう

かとか、按分してやろうとか、４名の交代制でそれ

を３名に何とか３交代制で、時間は深夜これはやめ

ようとか、早朝は何時からにしよう、終わりは何時

にしようとしたら３名体制に出来ないかとか、色々

運輸局の方と運輸省の方と色々あるけれども、そん

なにその制約は気にする必要はないと思いますよ。

村長の言う地方分権じゃないですか。自らの村のこ

と自ら決めようと、決めれるのですよこれ、さっき

村長誰かに答えてましたよ。国でやること何も制約

される根拠一つもないと、だけど言っていることが

また違うのですね。運輸局とこういう制約あると、

法律に基づいたものであれば良いです。通達だとか

そんなもの関係ないのです全然、この時代です。も

しも村営バスでいけば１，４００万円の持ち出しあ

ります。１，４００万円の２分の１あるのですか補

助、補助入っての話し、であれば持ち出しが将来的

には大した変わらないのですよ。変わらないのです

よこれ数字は、中頓あたりは病院に来るにも高齢者

がタクシー乗って来ますよ、ハイヤー乗ってどんど

ん来ますよ。朝行ってみてご覧なさい、少なくても

５、６人はハイヤーで病院まで乗り付けて来ます。

こういう実態は村長把握していますか。中頓の例で

言います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：中頓別の例というこ

とでございますけれども、その部分については一応

私としては把握していないというのが実態でござい

ます。 

この部分につきましては今計数等、総務課長の方

からお話しをいたしましたけれども、この部分につ

きましても十分内容等、精査し金額についても概算

的な部分もございますので、十分精査した形の中で

の運輸局と十分話し合いをした形の中で自分のとこ

ろでやるというようなことも、これはもう当然やっ

てやれないことはないわけですけれども、法律的に

縛られているのであれば別ですけれども、通達関係

については対等、協調関係の中では同じことでござ

いますので、条例化することによってそれは出来な

いことではございませんので、そういう部分も含め

た形の中で十分対応を図っていかなければならない

問題であろうと考えておりますのでよろしくお願い

いたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今日の道新のかわら

版というのにこういうの載っている。高速道路より

生活道路という部分でタイトルだったと思います。

道路交通法の改正で７５歳以上のドライバーに高齢

者マークを付けなさいと義務化された。先程も休憩

中に議題になっていました。猿払村でも随分走って

いるなと、確かにあのマークを付けた車があちこち

に見られると、そういう状況になっております。た

だ、今は何とか運転出来ても、これから年をとるご

とに出来なくなる可能性っていうのはあるのです。

我々も含めて、私も後何年かなというふうに思って

いるのです。もしも免許返上した時に何に頼ればい

いのだろうと、やはり定期的に走るバスだけではサ

ービスとしては足りないと、行政サービスとしては、

特に鬼志別に住んでいるのであれば歩いてずっても

這っても何とか行けましょう。やはり集落が点在し

ている浅茅野、以下猿払、浜猿色々ありますけれど

も地域は、そこからどうやって通って来ますか。交

通の足の手段としては。やはりだけだけのものは払

ってもいいから、その足が無ければどうしようも出

来ないという実態ですよね。そういう現実というの

は、ここにかわら版に載っております。腰が悪い妻

を認知症の夫が病院に連れて行くケース、こういっ

たものもあるのだよと現実に、だけどもうこれから

は何年かするとそういうものはちょっと自分で運転

出来なかったらどうします。やっぱりハイヤーそう

いったもので多少ですよ、経費的に多い少ないその

また別の問題なのです。そういうものに金使うべき

なのです。何か間違ってやしないかというふうに思
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うのです。費用対効果、こういうとこにして費用対

効果というような部分は村長、使い方間違っている

のじゃないかと思います。多少のそういう経済的な

理由、費用的なリスクがあってもそういうサービス

を展開していくのが行政の役割じゃないですか。そ

ういう意味から今一度これについて具体的に時期的

にこれはいつ頃までに検討してやっていこうと、検

討しましょうという約束をいただけませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私、費用対効果とい

うふうに言っておりますけれども、極端にそればか

りにこだわっているわけではございませんし、また

これからの今議員さんが新聞の欄で見たことを申し

上げましたとおり、これから段々と高齢者が増えて

いく、そういう時代に少子化はどんどん減っていく、

下が下がっていく、そういう状況の中で何をすれば

良いのかということは当然考えていっているつもり

でございます。それで例えば免許を返還した場合に

誰に何を頼ればいいのかということは、その時その

時によって個々対応も違うでしょうからハイヤーが

一番良いということはこれは間違いないと思ってい

るところでございます。今は特に老々介護何ていう

ことも勿論出てきております。 

従ってそういう部分も含めた形の中でやはり検討

等はしていかなければならない、特にこれから費用

を費やしたとしても私は老々介護という意味におい

てはこれは非常に辛い問題でございますので、そう

いう部分については十分な措置を図っていかなけれ

ばならないと、そういう面からもやはり足の確保と

いうことについては当然考えていく必要性というの

は十分にこれからはあるし、していかなければなら

ないというふうに感じているところでございますの

で、単なる費用対効果という部分だけにとらわれな

いで、私はそういう考え方を持っておりますので、

そういう部分でご理解願えればと思っております。

それと一応この結論は今公共交通の活性協議会、こ

れが最終年度終わるまでの間に一定の結論を出した

いなというふうな考え方を持っているところです。

３月末と。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは何とか実現

出来る方向で検討いただきたいと思います。これは

呑気にしている状況ではないというふうに思います

ので、出来るだけ速やかに出来るものは目標年次定

めてそれに向かっていくと方向で一つよろしくお願

いしたいと思います。よろしく。 

それでは３番目に入りますけれども、はしおって

いきます。 

これは何回も質問しているところでございますけ

れども、村長・副村長・教育長、個室の問題でござ

います。それと議会のこういうところですね。あま

り使われないのです。年に定例で４回です。日課平

均試算してみても臨時で５、６回で２０日も使えば

良いところです。やっぱりこういう所は、ちょっと

無駄とも思えるようなそういう所やっぱりコンパク

トにしていかなければならない。だから１階から３

階まで含めて議会が特権だなんて言ってないです。

誰も言わないと思います。従って庁舎に入ってきた

ら、机はガラガラあるけれども人が居ないというよ

うな実態も見受けられると、もう少しコンパクトに

するべきではないだろうか。それと９月の８日の新

聞で北海道道庁ですけれども、個室が必要なのだろ

か部長クラスに、知事・副知事ならともかくも、だ

けれども知事・副知事でさえも表に出て住民と身近

なものでなければならないという議論もあります。

そういった状況の中で、特に管理職、課長は部下が

仕事をして対外的に色々なお客さんとやり取りして

いるもの聞こえる範囲、そこに移るべきではないで

すか。部下が何をやっているか、お客さんが来て何

か話しているか解らないような所に管理職が居て座

っていて、私は決して仕事はうまくいかないと思う

のです。このあたりも含めてこれを改善していくと

いう気持ちがあるか、ないか、これについてお伺い

します。それは村長は検討しますということですけ

れども、やるか、やらないかで、これはもう何回も

やり取りしていますから。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：内容はよろしい。や

るか、やらないかだけで良いということでございま

すので、私の考え方としては一応現行どおりやって
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いきたいと、現行どおりというと今までどおりとい

うことです。そういうような考え方を持っておりま

す。その中身について必要はないということでござ

いますので、一応省かせていただきたいというふう

に思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ということは、この

道新にも載っていますね。上司が引きこもるから職

場の風通しも悪くなるし、緊張感も薄れるだとか、

部下の仕事をきちんと見ていないだとか。いいです

か。こういった部分で行革に取組む姿勢というのが、

上司が率先して見せるべきだという北電の会長がこ

んなこと言っています。まったく役所で今までどお

りやっていくという意味なんですか。住民に対して

非常な損失を与えているのですよ村長、例えば燃料

一つにとっても、それをただ今までどおりやってい

きますですか。住民と村長、または副村長・教育長、

役場に来て住民方が来て村長副村長の顔何て見れま

すか教育長の顔、身近でないのですよ、あまりにも

遠すぎるのです。もう少し近くならないかと言って

いるのです。 

それと役場に入って来ても暗いという一般の風評

があります。それと空いた机が１階に何ぼあります

か。２階に何ぼありますか。職員何人いて１階は何

人配置されていて、机は何ぼあって何人配置されて

いるか。それをちょっとお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：１０分ほど休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４２分 

再開 午後 ２時５０分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

松谷総務課長。 

○総務課長（松谷 厚君・登壇）：すいません、資

料不足で時間をとらせてしまいました。申し訳ござ

いませんでした。 

 まず庁舎内の人数なのですけれども、全部合わせ

まして５６名庁舎内にいます。階ごとにいきますと、

１階２０名、２階２０名、教育委員会１１名、３階

２名、それと特別職３名、５６名になります。机の

空きなのですけれども、役場については全部で１７

個一応空いています。内訳は１階８個、２階９個、

それと３階ちょっと３階１個で、１８個になります

ね。空きという部分での詳細の部分ではこの部分に

パソコンのプリンターとか、そういったコンピュー

ターに携わる機械関係がおかさっているという状況

になっている状況です。 

 以上でございます。失礼しました。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：やはり単純に今のま

までいきたい、何故なのかと、何故村長は何故今の

ままなのか。私は具体的に行財政改革という意味か

ら言ってみれば、住民に今高い負担を求めているじ

ゃないですか。色んな料金上げたり、国民健康保険

税を上げたりして住民に負担を求めているじゃない

ですか。そしたらあなたのここにいる執務する所は

そういう改善するという気持ちは全然ないというこ

と良いですか。住民にだけ負担を求めて、あなた方

血を流すということないのですか。私そこを言いた

いのですよ。今言っているように空いている机が相

当数あります３割から４割、コンパクトにすること

によって暖房費も違うだろうし、部下の仕事にも今

何をやっているか、今どういう課題があるかという

ことも目配りが出来たり色々な利点があるのです。

ただ難点と言えばコンピューターの配線があるから、

それに若干金かかる、前にも議論したはずです。多

少かけても良いから住民に身近な役場でいてもらい

たいということで質問しているのです。村長も個室

に入って、副村長も個室に入って、教育長も個室に

入って住民に全然顔見せない、来ても顔も見えない、

管理職さんはどこか遠くの方でどっと座ってます、

職員とはかなり距離あります。職員が何を今仕事や

っているのかも解らない、そういう現状で住民サー

ビスが満足に出来るというふうに考えていますか。

お答え願います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私はそのような状況であったとしても住民に迷惑
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をかけるようなことはないと思っておりますし、仕

事は横断的な形の中では出来るとは私は思っており

ます。それでこれは私ばかりの考え方だけではなく

して、来庁された人達の意見も私実際にお伺いいた

しました。その結果、やはり何故というのが来た人

の来られた方のご意見でございました。やはりどこ

でも同じような形をとられているのではないですか

というようなことも申されたところでもございます。

また、個室を持っているということについては、来

庁者に対しその目的の部屋に入れないということは

大変相手に対しては私は失礼なことではないのかと

存じます。確かに行革の意味から言えば議員が言っ

ているとおりかもしれません。 

また、対外的な混乱、また個人情報の問題の解決

やら連絡調整と、また報告・相談やら意見の具申や

ら提案・苦情処理・教育の訓練とか、また職員に対

する叱責だとか、または褒め称える称賛だとか、忠

告人事・カウンセリング等、さまざまな観点からや

はり考えた場合に個室の方が事務的に能率の向上が

図れると判断したところでもございます。他の市町

村も個室が主流を占めているような状況でもござい

ます。民間会社も同様と考えられます。特に計画・

実行・チェック・アクションこれはＰＤＣＡという

ふうな言い方をしておりますけれども、このような

企画・立案段階の時には、職員もそうですけれども、

かなり個室が便利なのです。だから例えば、会計検

査員が来る、仕事１カ月整理をしなければならない

ということになると個室に閉じこもりというような

形になってしまいます。そういう部分も色々な面で

の個室の良さというものもある。ただし行革に反す

る部分も中にはあるということも当然承知をしてい

るところでもございます。そういう状況の中では、

特に教育長あたりの部屋に来ていても先生方の人事

の問題、色々な問題がありますし、色々な個室でな

ければならないという問題もあるわけでございます。

それは別な部屋でやれば良いのではないかといえば

それまでの話しですけれども、そうにもまたならな

い部分もございます。書類等の問題もございますか

ら、そういう部分では私はやはりこのようなものが

あっても良いのではないかと思っております。 

また、これが行財政改革の全てでは私はない、そ

の他にも行財政改革をしておりますし、そういう状

況の中で村民の皆様にもご理解も願いたいなという

ふうな感じを持っているところでもございます。以

上が私として現行の状態でまいりたいと言ったのが、

そのような内容の主旨でもございますので一つよろ

しくその点ご理解を賜ればと思っております。また、

情勢の変化によって今議員さんのような質問がまた

情勢の変化によって出てくる可能性というものは当

然あろうかなとは思いますけれども、今現行として

は今のままの状態でということを申し上げてご理解

を賜りたいと思っている次第でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今村長の答弁による

と、利点だとか必要性の認識だけ話しされている。

何かこれによって問題はないのですか今までしたら。

職員がきちんと管理出来なかったり、問題発生して

いないのですか。こういう体制で問題が発生したら

やっぱり速やかに次の手を打つべきじゃないですか。

何が悪かったのか、何が問題だったのか、そういう

ところきちんと分析されているのですか。されたう

えで答弁されているのですか。やはり職員と管理職

という部分では、やっぱり職員が今何をやってどう

いうこと仕事してどういう悩みを持ったり、言って

みれば精神的なカウンセラーそういったものも見な

ければならないでしょうし、やっぱり常に状況はや

り取り聞いていなければならない立場なのです。そ

れがみんな離れて全然職員がどんな仕事やっている

かも解らない状況の中で本当に村長良いと思ってい

るのですか。村長、責任とれますかそういうことで、

部下の管理・監督というような部分で責任とれます

か。今一度ここ答弁求めます。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 とりあえず先程申したように現行のままでいきた

いと、色々な問題が発生することは、当然個室に居

たとしても下に居たとしても問題の発生することは、

やはり問題は発生するだろうと私は考えます。そう

いう状況の中では発生した時点では、当然私共の立

場としては責任はとらなければならないというふう
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な考え方でおります。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：どんな状況において

も、問題が発生する時にはするだろうと、そういう

村長の認識です。呆れ果ててものも言えないという

のが私の実感です。そういうことを未然に防ぐ努力

は必要じゃないですか。そういうことを起こる、起

こさないような形にしたらどうしたら良い。そうい

うことを考えるのが村長じゃないですか。起こした

ら起こす時、どこいっても起こすやつ起こす、今の

村長の答弁にしたらそうです。あなたじゃあ責任き

ちんととってますか。責任はとらないで、そういう

言い方するということは大変な問題だと思います。

これは後でまた改めて問題提起したいと思います。 

 次に移ります。 

 ４番目に資源ゴミの処理の広域化についてお伺い

いたします。 

 まずは資源ゴミ、リサイクルの部分で処理経費と

いう部分では支出がトータルで何ぼあるのか。そし

て、資源ですから売り払って経費が何ぼあるのか。

これについて先に１点だけお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

ただいまの眞田議員のご質問にお答えします。 

 細かい内訳はよろしいですか。歳入・歳出全体で

よろしいですか。 

 歳出につきましては２，１４７万２，１１１円と

なっております。 

歳入ですがこれは資源ゴミ袋・専用袋の売り払い

収入と、それから資源化した缶とか瓶とかペットボ

トルの売り払い収入です。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ゴミは袋はいらない。

売り払った分。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

売り払った分だけですか。 

 売り払った分だけで、これ全体でよろしいですか。

１５８万５，５８７円です。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：言ってみればリサイ

クルという環境という意味から考えれば、理解出来

ないわけでもないのです。費用が収集してつぶした

り仕分けをしたり、そういうことでかかる費用が２，

１４７万円もかかっています。そして、出来たそう

いう製品というのですか、リサイクルに回すものが

１５８万円収入があります。差引きすれば２，００

０万円の持ち出しなのです。これを各々の町村でこ

れをやっていると、中頓は中頓、浜頓は浜頓、猿払

は猿払、枝幸は枝幸という形でやられている。これ

は私、衛生施設組合の議員として出ておるのです。

問題点聞きました。何故、広域的にこれをやらない

のでしょうかと、じゃあやることを検討しますと組

合長言いました。だけれども私ちょっと組合長と色

々やり取りしていて、具体的にそしたら首長同士で

話しがなされたのかどうか。そういった部分で話し

が一回かされた経過があるかどうか村長にお伺いし

たい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 首長間で話し合いをしたことは今までかってござ

いません。以前に議員から協議会の首長が集まって

協議との発言がありました。前回の南宗谷衛生施設

組合の議会で一部問題があり、休憩をとって議員間

で協議した経緯があることは議員もご承知のことと

存じます。その協議をしている間に、あの時は中頓

別の町長が居なかった、来られなかったということ

で私と枝幸の町長でしたけれども、組合長に管理者

に一応こうしたらどうですかという助言を持ってい

ったのですよ、二人でですね。持っていったのです

けれども、管理者は全然受付なかった。我々、副管

理者の言うことは受付なかったということは大変失

礼な話しであって、全体で協議をするという雰囲気

何てまるっきり感じられなかったというようなもの

です。そういうこともありまして、何かこうあの時

はかなり興奮していたということもあるかもわかり

ません。あるかも解りませんけれども全然受付ない、

自分の思ったとおりまっすぐいく、そのような感じ

でございました。そういうこともありまして、恐ら
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く全部揃っての協議会ということについてはなかな

か難しい問題なのかなと感じているところでござい

ます。 

今、計数的なことは申しましたので、資源ゴミの

広域処理についてでございますが、昨年の議会でも

議員からリサイクルセンターの維持管理の面から構

成町村で有しているリサイクルセンターを有効的な

運用が出来ないかとの質問を受けてございます。本

村から担当課長、会議の場で協議事項として提案し

て協議をしていただきましたが、明確な結論にはい

たっておりません。その後、南宗谷衛生施設組合の

議会におきましても構成町村におけるゴミ袋の統一

化や資源ゴミの資源化を構成町村で分けて処理をし

てリサイクルセンターの経費節減に結びつかないか

というような質問も出されておりました。 

現在の進捗状況といたしましては、先の担当者、

担当課長会議で一定の協議を聞いております。また、

１０月には担当事務係長会議で立ち上げて、具体的

に協議検討をまとめる予定であるというふうに聞き

及んでいるところでございます。私としては専用ゴ

ミ袋の統一化をすることによって大量発注が出来る

中で、購入単価が安価になり資源ゴミが構成町村で

有するリサイクルセンターで分割して資源化する中

で、維持管理経費が節減出来るのであれば積極的に

進めていきたいと考えております。 

ただ進めていくうえにおいて、さまざまな諸問題

もあろうかと思います。南宗谷衛生施設組合が窓口

となってするのか。また、４町村で契約を結んで進

めるのか。さらに収集運搬経費等どうなるのか、諸

問題の整理がやはり必要かというふうに考えます。

構成町村におきましてさまざまな諸問題もあること

と思いますが、そこをクリア出来るように歩み寄り

ながら広域化が出来ればと思っているところでござ

います。 

いずれにいたしましても費用の軽減措置のため、

あらゆる面で取組んでいかなければならないと感じ

ているところでございますので、その点につきまし

ては出来るだけゴミには莫大な経費がかかっている

ことから、出来るだけ少しでも経費の節減を図るた

めに取組んでいかなければならない、そのような決

意を持っているところでもございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これでいけば資源リ

サイクルのゴミを収集・運搬、それを処理するだけ

で２，０００万円、売る部分も差し引いたら２，０

００万円の支出ですよ村長、これ広域的に処理すれ

ば車は収集車は一台で済みますね。そういう機械の

維持も一台で済みますね。それぞれの町村は全部そ

れを備えているのです。こんな非効率的なこと村長

ないと思うのですけれども、そのあたり理解出来ま

すね当然。それでこの２，０００万円、極端に言え

ば５００万円で済むかもしれないです。私、分析す

れば７００万円で十分出来ると思う。広域的に処理

すればですよ。 

だからこれは担当者レベルで議論して方向性出せ

る問題ではないといふうに大体理解するのですよ。

やはり、首長同志少なくても、枝幸除いても結構で

すよ。中頓・浜頓・猿払村そのあたり首長同士で話

し合いすれば良いじゃないですか。どうしたら良い

と、役割分担しようと、猿払はそしたら収集をして

くれ、処理する所は浜頓に任す、そういう役割分担

明確にやっていけば出来るのです。それが駄目であ

れば稚内に出しても良いじゃないですか。村長は広

域連携を叫んでおります証言してますね。何一つ広

域連携何ていうものは匂いも感じられない。そうい

う状況の中では一つのきっかけになるような気がす

るのです村長、だからこれもう少し村長、担当者レ

ベルでこれ議論されててももう結論が出ないと私は

思いますよ。やっぱり首長同士で方向を確認してい

くと、その目標年次決めていかなければ各々の雇用

の問題がありますから、今年決めて来年出来る問題

ではないのです。これ何年か、そしたら５年後にこ

れをもっていこうとそういう方向、早く出せなけれ

ばだんだん遅れていくのです。毎年２，０００万円

投げていかなければならない。実態を良く承知して

いただけますか。そこだけ一つ答弁して下さい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 かなりな南宗谷衛生施設組合に対するお金につい

てもかかっておりますし、また、ゴミに対する埋め
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立て、村のやっている埋め立て処分の分野について

もお金もかかっていると、ゴミとしては莫大なお金

がかかっているというようなこともございますし、

そういう中でやはりそういうリサイクルをするうえ

においての経費の節減化を図っていくためにはどう

したら良いかということをこれから私達管理者含め

まして話し合いをする機会を是非作ってもらいたい

という要請をして管理者の方に要請をしてまいりた

いと思っておりますので、ひとつよろしくお願いい

たします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これは早急に積極的

に村長しかけていって下さい。住民の負担の問題で

すから２，０００万円ですよね。今１，０００戸あ

りますから１戸２万円ですよ。１戸で負担するのは、

うちは１，０００戸の世帯があるとすれば２，００

０万円というと、２万円年間リサイクルのために出

しているということになりますから、そういう何と

かいうかあまりにも負担が大きすぎる、無駄も多す

ぎると、そういうこと十分承知のうえ一つ対応して

いただきたいと要請しておきます。 

 次に５番目、後期高齢者の医療制度についてお伺

いいたします。 

 ４月に導入された後期高齢者の医療制度、これに

よって西濃だとか何か色々な運輸会社がありますけ

れども、大企業の健康保険組合こういったものもも

う耐えられないから解散しますと、国民健康保険に

入ってやりましょうとか、厚生年金・社会保険で対

応出来る、それも厳しいから国保でどうだろうかと

色々な検討されている。支援金という後期高齢者医

療制度の財政調整分の４割、これみんな押し付けた

結果がこういうふうな状態になった。言ってみれば

７０％の組合が赤字で、保険組合が解散に追い込ま

れたというケース今西濃の部分ありますね。それと

後期高齢者の医療制度については、当初は後期高齢

者本人の負担ばかりが議論されていた。 

しかし現実はどうでしょう。現役世代にも非常に

大きな負担を強いる。そういうことが明らかになり

ました。言ってみれば北海道の後期高齢者連合組合

で財政調整負担、言ってみれば支援金として４割、

こういう形を保険の事業、保険者それとそれに入っ

ている被保険者、国民健康保険も被保険者、両方と

も耐えきれないだけの状況になってきているのです。

村長これ承知されていると思いますけれども、猿払

村も支援金として３，０００万円北海道の連合から

広域連合から支援金として請求されたと、だからそ

の分に見合うだけ国民健康保険税を改正しますとい

うことで改正しましたね。臨時議会でいや改正した

のは専決処分で改正されたはずです。これは通知来

てびっくりですよ。本当に住民の人達にこれだけの

負担を背負わすということを村長正気でないなとい

うふに私考えましたよ、後で通知を来てですよ。 

実はここははっきり言いますけれども、稚内市で

これは大変だということで問題起こすということで、

署名活動やろうという組織されたようですけれども、

頓挫しちゃった、その人亡くなって、そんな実態で

猿払村はまだそういうことないから良いけれども、

大変なやっぱり負担なのです。だからこれは２００

万円、３００万円という世帯がものすごい大きいし

わ寄せ、中間層にしわ寄せが来ているのです。これ

からは、これについて例えば国民健康保険会計で国

保の加入者に全額支援金として請求する、きた分だ

け賦課をするというあり方について今後も続けるつ

もりかどうか、お答えいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：後期高齢者医療制度

の問題でございます。 

 私もこの制度については大変疑問を持って、疑問

というよりもなくした方が良いのかなという感じで

思っております。４月に導入され後期高齢者医療制

度、大企業の保険組合が苦境に立たされ支援金とい

う後期高齢者医療制度の財政調整の名目で支援金を

押し付けられた結果、赤字で保険組合が解散に追い

込まれたケース、これは１３件今現在であるそうで

す。１３件の中にうち２団体が自治体だそうです。

自治体まで追い込まれていると、これはそれぞれ独

自でもっている団体ですね自治体でも、それが追い

込まれていると、これは全部政府管掌保険に入って

いっているというふうな実態、どこに政府管掌保険

に入っていたとしても、国の財源的な部分にしてみ
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ますとそう大した変わりはないと私は思えるのです。

だからその支援金の部分の制度についても国がきち

んとやはりそういうような形をとれれば何のことは

ないのではないのかなと、そんなに国保の中堅層に

負担をかける必要性というのはないのではないのか

なと思っているところでございます。やはり今現在

としてこの制度ですね、高齢者支える側の現役世代

と双方が納得出来る制度何て私はあるのだろうかと

いうふうに考えます。これからもっともっと高齢者

が多くなってくる、医療費もかさむと、そして支援

する人達が少なくなっていく、そしたらどうなって

いくのかと将来、そんなことを考えた場合に非常に

恐ろしいような感じしてなりません。そういうこと

を灸に据えた形の中で早くこの後期高齢者医療制度

というものをどうするのかということをやはり責任

を持って国として考えなければならないし、要する

に見切り発車したっていう部分が広域連合を作って

見切り発車したというところに一つは大きな問題が

あると思います。それとまた支援金の十分な説明が

なされていない中で見切り発車と、何故このような

形で急いだのかというようなことを非常に疑問に思

っているところでございます。 

そういう意味におきましては、私はやはり村民に

そんなにそんなに負担かけるわけにはいかないだろ

うとは思っております。そういう状況の中ではやは

りそれ相応のそういう状況になった場合については

軽減措置の対応なり、当面取組む必要性というもの

もあると考えているところでもございますので、一

つその点ご理解を賜ればと思っているところでござ

います。非常に制度的には良いのか、悪いのか解ら

ないような制度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：全くそのとおりなの

ですね。はっきり言って、今高齢者の今の保険制度

は現役世代も一緒に支えると、それは十分に理解出

来ます私も、当たり前のことだろうと、そしたら年

齢一斉に区切ってやる必要ないと私は理解するので

す。それでうまくいかなかったら公費を投入すべき

だと言っているのです。ただ、自治体の首長として

その不足分を連合から要求されたから即条例改正を

して増税をしていく、それが当たり前なんだという

感覚が恐ろしいと私言っているのです。疑問を持つ

べきだというのですそこで、何故そこで国はおかし

いぞと、そういう流れの中なら解らないわけではな

い。国から言われてきた当たり前でしょうと、それ

で上げてしまう。それも極めて高い率で上げてしま

う。住民の生活を全く考慮していないと、見ていな

いのか、見れないのか、そこは解らないですけれど

も、そういうその例えば国民健康保険税にしてもお

かしいぞと、そんなふうに思うのです。そして私は

国費、公費の投入をすべきじゃないのですかと、村

長は主張すべきだと思うのですよ。何故、４割も現

役世代無理ですよもうこれ以上と言うべきじゃない

ですかと、それ平気で条例改正で上げてしまう、解

らないのですね。私から言わせれば国保の中でさえ

４割分をそしたら公費で村の激変緩和は措置として

何か公費でそしたら我々もちょっと公費で負担しよ

うかと、そういうこともやっぱり考えないで要求さ

れたものを１００％乗せて専決処分でやってしまう

というその手続きに私問題だというふうに思います。

この反省、村長ございませんか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 当然、手続き上の問題についても、またその支援

金の部分についても条例改正したことについて非常

に今になってみますと疑問に、非常に疑問に思って

おりますし、疑義を感じておりますし、これからの

部分についてはきちんと整理をした形の中で国保の

問題、国保税の問題等も含めた形の中で考えていか

なければならない問題だろうというふうにも思って

おります。 

まず、今の問題も大きな問題ですけれども、これ

からがまだまだ大きな問題になっていくだろうと思

っておりますので、そういう部分も含めた形の中で

考えてまいりたいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今日のテレビで朝出

る前に後期高齢者のその保険料の問題で、世帯分離

をすれば保険料、極端に安くなるのだと、知ってい
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る人間はそれを利用する、知らない人間は知らない、

知り得ってやつ、福祉の保健福祉推進課長これの実

態について理解されていますか。 

○議長（山須田清一君）：眞坂保健福祉推進課長。 

○保健福祉推進課長（眞坂潤一君・登壇）：お答え

いたします。 

 確かに世帯分離することで税が大幅に減るという

事例は確かにございます。実際のところ村内でもそ

ういう事例はあります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでやっぱり国民

健康保険税にしても同じことが言える、介護保険に

ついても同じことが言えるというのが事例があるよ

うですね。今回のことでこういう問題が分かったと、

それである市は世帯分離については足かせをかけた

と、そういう所もあるようです。やっぱりまだまだ

この制度については不透明とおかしな部分たくさん

あると、そういうことなのです。 

それで村長にお伺いしますけれども、国民健康保

険税の限度額の問題になりますけれども、この課税

限度額と自主課税権という部分ではどういう位置付

けなされていますか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 国民健康保険税限度額等については地方税法等で、

また村税条例等でその限度額が決められているとこ

ろでございますので、自主課税権という部分も当然

ございますが、何も限度額いっぱいまで持っていく

必要性というものでもまたこれはないわけで、前は

限度額をいっぱいまでいかなかった時期もあったわ

けでございまして、そういうような形の中でこの限

度額の分野、部分を考えていく必要性というのもま

たあるのかなとは思います。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この度の条例改正で

限度額も変わりましたね。５９万から今度は５０何

万になりましたか、ちょっと数字は忘れましたけれ

ども、であればこの課税限度額というのは条例の中

でその限度額は設定することは可能だというふうに

理解してよろしいでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：眞坂保健福祉推進課長。 

○保健福祉推進課長（眞坂潤一君・登壇）：お答え

いたします。 

 条例で定めることは可能でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：やはり何故こういう

質問もしたかと言いますと、やっぱり年収１，００

０万円の人と３００万円、５００万円で例えば５０

０万円と１，０００万円比較しますと、税額が保険

税だけで言えば上限の例えば前の額で言いましょう、

５９万円だとしたら５００万円では４７万円ぐらい

の計算になります１０万円ぐらい、１，０００万円

で１０万円高い、やはり１，０００万円であって１

０万円高くても大したことはないと、しかし年間１

３０万円の人が１０万円も２０万円もといったら大

変な話しですよ。そのレベルの話しだから、確か村

長は前の私の答弁の中に、保険税は北海道で２番目

だ、１番目だ、いや違う３番目だ４番目だという議

論ありましたけれども、この前の議員研修会での資

料によれば北海道２番目です。鶴居村の次に猿払村

となっていました。そして、それはこんなに高いの

おかしくないかと私言いました。いや年収が高い人

が多いのだとうちは、そう言いましたね。そしたら

当然高くなって当たり前だと、なるほど分かりまし

た。然からば、医療給付費は何ぼになっているので

しょうかと言いました。北海道で中位です。だと思

った確か記憶違いでなければ、であれば会計の運営

ってものすごい楽じゃないですか。給付は少なくて、

入りは多いのですから、そういうからくりあるので

すよ。 

であればまだまだ公費として若干の余裕はあるの

だというふうに私は他の町村から比較すればあると

思うのです。会計を単独、自主単独で独立採算でや

るのであれば徹底してやれば良いし、出来ないので

すよ今の状況の中で、独立採算でやれば住民に負担

が耐えれないのですよ。そういうこと村長、その現

象をどう感じます。今の医療給付と保険税。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 
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 議員の調べた中におかれましては保険税で２番目

に高いと、給付は中位だということであれば会計自

体はっきり言いましてこれは楽ですよね。それが楽

でないというところに問題がある。どこにあるのか

ということを私はやはりその問題点を探る必要があ

るだろうと考えております。どこにあるかというそ

の問題点をやはり私は担当職員と一緒になってやっ

ぱりその辺を探っていかなければならないかなとい

うふうに思っているところでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：探っていくという状

況ではないでしょう。もう恐らくこういう状況はも

う分析して公費の負担もやむなしという判断にたた

なければならない。住民にこれ以上求めていけない

よと、だけれど平気で増税する。そういう考え方に

言っているのです。これについては村長十分考えて

いただけるというふうに理解しました。それで自主

課税権で認められていますから色んな税体系という

のは分権議論の中では町村自ら独自な課税方法って

色んなこと検討して可能になってきたわけです。だ

けれど限度額もある部分では引上げ出来ると、何故

今回の改正で限度額を下げて中位のもの上げたのか。

そこを村長お伺いしたい。明確に理由があるかどう

か。 

○議長（山須田清一君）：１５時５０分まで休憩し

ます。 

 

休憩 午後 ３時３４分 

再開 午後 ３時４９分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

眞坂保健福祉推進課長。 

○保健福祉推進課長（眞坂潤一君・登壇）：限度額

の下げた理由ということのご質問だったかと思いま

す。 

 ２０年度、昨年度１９年度までは医療分で限度額

５６万円、それから介護分で９万円の設定で合わせ

て６５万円、最高限度で６５万円ということでござ

いました。２０年度についてご存知のとおり支援金

という形で新しい項目が出たということで、支援金

の限度額が１２万円という設定となった。それで介

護は変わらず９万円、そして医療費分については支

援金という新しい項目が出るということで、国の税

法の改正の限度額に沿った形で４７万円という形で

うちの条例の方も設定をさせていただいたわけです

けれども、総体で言えば１２万円、９万円、４７万

円ですので、６８万円ということでは１９年度より

は限度額は３万円程増えているという形でございま

す。お答えになったかどうかは解りません。そうい

うことでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：だから１，０００万

円を超える所得と、２００万円、３００万円、５０

０万円とそういう状況の中で４０数万の負担と、バ

ランスが私は著しく欠いているというふうに感じる

のです。だから１，０００万円であれば１００万円

の範囲ということであれば理解もすると思いますよ。

ところが年収３００万円ぎりぎりで４０数万円、率

からいっても大変な負担だと思うのです。 

もう少しそのあたり村長計算し直して、これにつ

いて検討を加えてもらうというお約束をいただけな

いでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：大変中堅層の負担が

大きいという形の中で、確かに１，０００万円と３

００万円との負担の比率というものについては非常

に大きなものがあろうというふうに考えます。 

そういう状況の中では十分検討を加えた形の中で

精査をしてまいりたいと考えておりますので一つよ

ろしくその点ご理解賜りたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：その点やはり最終的

に、後期高齢者医療制度そのものが欠陥だらけだと、

矛盾が渦を巻いているというこういう状況、村長も

十分今の答弁の中で知りましたし、これやっぱり廃

止という方向を訴えていくべきだろうと思うのです。

これって一時的な手直しで果たしてこれがきちんと

した運用を成されるというふうに私理解しないので
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よ。やはり足りない物は国費の投入をやっぱりきち

んと対応していくという流れの中でなければ、これ

は対応出来る制度ではないというふうに私は思うの

です。これ１年やって２年やって、また足りなけれ

ばどんどんどんどん膨らんでいく、高齢者はどんど

ん増えていく、そういう状況の中でいつまで続けら

れて、続けていけると思いますか村長これ、支援金

と称して連合で、広域連合の中でこれを算定してい

けば来年度は４，０００万円、その次は５，０００

万円、その次は６，０００万円という形はもう見え

見え、ありありですよ。根本的にこれ国の政策とし

て公費の投入を図らなければ、このまま制度につい

てやっていけないと私は思うのですよ。村長その理

解はどういう理解されています。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 同じような理解をしているところでございます。

当然、このような形の中でやはり対象者の意見も聞

かずに見切り発車したと、この制度を見切り発車し

たということについてはこれは大きな問題だと、国

の責任をきちんと明確にしなければならないという

問題は私はあると思います。 

そういう中では保険者にどんどんどんどんと負担

をかけるのではなくして、やはり公費を投入して国

の費用を投入してどんどんどんどんといく、また市

町村の保険税の部分についても一定程度の水準で保

っていくということがやはり私は必要だろうと思っ

ておりますし、やはりこの問題については大都市優

遇政策みたいなものだろうなと私は考えるのです。 

要するにそういうような大都市であれば人口も多

い、被保険者も多いという形の中でやはり全国画一

的にその小規模町村も大都市も政令都市も一緒にな

って同じなことやるなんて当然無理な話しなのです

はっきり言って、そういうところにやはり大きな欠

点というものがこの制度の中にはあるのだろうと私

は考えております。そういう状況の中で、当然そう

いう要求等も含めた形の中で対応してまいりたいと

思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで村長

は、常日頃やっぱりそういう疑問に感じている部分

ははっきりさせて、この制度はもう一回出直すべき

だと、廃止すべきだという形で訴えていくべきと私

は思います。それで国の骨太の方針ということで、

今年も概算要求されて既に２，２００億円は毎年削

っていくという方向は、概算要求の中でも減らして

きているという状況ありますね。 

今回議会の中で意見書を提出するというふうに私

も意見書の中身で提出者となりますけれども、当然

そういうことを議会としてやりますけれども、首長

としてもそれ廃止に向けてこれもう一回見直してや

り直せと、やっぱりそういう形を訴えていく必要が

あると思うのです。最後にその部分だけで、廃止に

向けては是非頑張りたいとこの問題については、そ

うでなければ小規模町村の持ちきれないぞというと

ころも含めて、最後答弁いただいて終わりたいと思

います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：私も要請、中央に向

かって要請するといっても独自で出来る問題でもな

いです。 

従って町村会の一員として、町村会ではそういう

保険・財政等の常任委員会等もございますので、そ

ういう所にでも働きかけてそういう方向性に持って

いってもらうような形のことを目指していただきた

いなと思っておりますのでひとつよろしくお願いい

たします。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：終わります。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 

 


