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○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは質問通告書

に基づき、大きく４点について質問いたします。 

まず、第１点でございますけども、公共の給食施

設の空調関係、それと病院の入院の居室。やすらぎ

苑等の居室。高齢者の居室。 

そういったところの空調設備についてですね、ち

ょっとお聞きしたいと。 

内容につきましては、地球温暖化に起因している

そう考えられている気候変動。これは世界各地で深

刻な災害が発生しております。我が国においてもで

すね、過去に例のない集中豪雤だとか、異常な降雤

に見舞われている。当道北地方においても、猿払村

においてもですね、異常に気温の高い日が続いてお

ります。熱中症や食中毒が心配な状況が現在９月に

入っていてもですね、まだ続いている。そういう状

況の中で、公共の給食施設、病院の入院居室、特養

施設等の冷房施設の整備について、段階的に整備を

していく必要があるというふうに私は考えるのです

が、村長の考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただ今の質問にお答え

いたします。 

それに際しましても、まず、今、ここで述べられ

たように本当に暖かいですね。 

私も初めての体験でございますし、先日、オジョ

ールスキイからのお客様がいらっしゃいました。そ

の人達とお話を聞きましたら、やっぱりサハリンも

まったく同じ様な状況だと。同じような洪水も起き

ていると。余計サハリンというのは随分近いものだ

と感じたところでございます。 

さて、質問のありました各施設について担当者か

ら現況及び過去の状況について、詳細に聞き取りを

行ったところでございます。その結果、給食部門を

設置している学校給食センター、浜鬼志別保育所、

国保病院の３施設について、指導監督機関でありま

す宗谷総合振興局保健福祉室長から、口頭ではあり

ますが、同様な指摘を受けていることが判明いたし

ました。 

指摘内容については、一部室温上昇防止対策は講

じられているが、多岐に調理場内温度が３０℃を超

える記録があるので、エアコン等を設置し十分な換

気を行い、温度および湿度を適切に管理するとなっ

ているところであります。高温・高湿の環境下での

調理作業は、カビや細菌の増殖に好適となり、食中

毒の危険性を高めることや、調理従事者の疲労が増

大して注意力が散漫になり、衛生意識の低下を招く

恐れや怪我をする危険性が高まる心配もあります。 

このような状況であることから、各施設の給食部

門の改善を図るため、施設規模に合った機種を選定

し、事務事業評価委員会等、所定の手続きを済ませ、

新年度予算で計上してまいりたいと思っております。

今後とも調理従事者の健康管理、衛生管理に一層努

めるとともに、安心で安全な給食の提供をして参り

ます。 

また、国保病院の入院患者居室や特別老人ホーム

やすらぎ苑入所者の居室については、空調設備等が

設置されておりません。現在の調査では、入院患者

・入所者が猛暑により、体調を崩したとの話も聞い

ておりませんが、本年のような猛暑日が長期にわた

り毎年続く傾向であるなら、温度環境の変化に特に

弱い高齢者に配慮する必要も出てくるものではない

かと思っているところでございます。 

この件については、今後、病院長・副院長と懇談

する機会を設けておりますので、協議検討をして参

りたいと思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）：眞田君。 

○議員(眞田勝也君・登壇)：過去の議会でも一般質

問の中でですね、この異常気象について、今から数

年前になると思いますけども、海でも変化が起きて

いるよと、ということは、たて網にブリやなんか南

で生息する魚がですね、たて網に入ったり、そうい

うことは指摘されていたと、当時ブリやなんかも入

ったと思うんですけども、これはだんだん温暖化の

影響が深刻になってきているよと、そういう部分で

は深刻な状況ですね、という一般質問の中でやり取

りしたことを記憶しておりますけども、今年も同じ

こといえますね。 

ブリも獲れてサワラというですか、なんかそうい

う魚なんかも獲れ始めている。たて網に入っている。
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昨日のニュースでは枝幸のたて網に南の本当の南の

方の温暖な海に生息する海亀、何という海亀ですか。

オホーツクには到底生息しないようなそういうもの

が生物が入ってきているというような状況も報道さ

れておりました。 

それで、これは単年度限りの異常気象というふう

に捉えればですね、１年我慢すれば済むのですけど

も、やはり数年前もそういう状況が徐々にこう大き

く変化してきているような気がしてしようがないで

す。だから、単年度限りで終わるというふうには私

は理解してないですけども、とりあえず給食施設に

ついては、これは食中毒の防止、厨房職員の健康管

理という部分ではもうこれは待ったなしというふう

に理解しますし、居室についてもですね、こういう

状況が２年３年と続くのであれば、今のところそう

いう影響もないにしても、やはり今後、整備、段階

的に整備する必要があろうと思います。 

それは今、回答いただきましたから、答弁は要ら

ないんですけれども、そういうことで厨房施設につ

いては、事務事業評価の上、新年度反映していただ

けるということですから、これは是非そういう方向

で実施していただきたいと要望しておきます。 

それでは次に、２番目の住民の体力の維持向上、

健康管理これに対する支援体制について、入ってい

きたいと思います。まず、健康はですね私達の生活

の基本でございます。人の生命は何ものにも代えが

たい貴重なものでありますし、そして健康な日々を

過ごすためには、自分で自分の健康状態を常に点検

把握することが大切であります。健康づくりはあく

までも自己管理これは基本でございますが、医療機

関でも定期的な健診、日常の生活習慣の指導、それ

から食生活・栄養指導、体力の維持・向上と行政と

しても支援体制は重要な課題だというふうに考えま

すし、この対策は急務です。ということを理解しな

がらですね、次の項目で質問に入っていきたいと思

います。 

まずですね、この質問内容について、どうなって

いるかという部分については、これ調査すれば分か

ることだったのですけれども、一応次につながる質

問につながる内容でございますので、聞いていきた

いと思いますけども。 

健康保険組合の加入の直近年における、去年でも

良いですけども、20年でも良いです、世帯分布で

すね。何世帯が国保に入って、何世帯が組合加入、

言ってみれば厚生年金の社会保険の加入になったり、

建設国保だとか色んな組合があろうと思いますけれ

ども、どういう世帯分布になっているのかなと。そ

れをちょっとお聞きしたいという事と、ここ数年の

ですね、健診というんですか、村民ドックも含めて

特定健診と、そういうことで健診状況がどういうふ

うに推移しているんだろうか、これもちょっと興味

があるところで、それとですね、その結果に基づい

てこの健康手帳というのを交付されているんですけ

れども、この交付実績等も分かればお答えいただき

たいと思います。 

まずその点についてちょっとお答えいただきたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただ今の質問にお答え

する前に、先程の温暖化に関して、一言だけ申し述

べさせていただきます。 

議員ご指摘のとおり温暖化の影響は徐々に徐々に

現れているようでございます。私は今、一番危惧し

ているのは海水温の上昇でございます。毎年この８

月末から９月の初めというのは、一番温度が高い時

期でございまして、今年は２２℃ぐらいあると言わ

れており、調べられております。例年からやっぱり

３℃くらい高いと、ホタテは２５℃以上になると生

存・生育できないという学説もございますので、産

業面においてもあまり呑気な他人事の状況ではない

のかなと考えているところでございます。 

議員もご存知のように当村におきましては、地球

温暖化対策協議会もございます。小さい村ながら一

生懸命皆さん取り組んでおりますので、どうぞ議員

の皆様方も協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

それでは、ただ今の質問にお答えしたいと思いま

す。 

まず、第１点目の村全体の健康保険加入の世帯分

布につきましては、８月３１日現在で、国保加入世

帯４２２世帯。後期高齢者加入世帯２１９世帯。共
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済組合加入世帯９７世帯。学校共済加入世帯４３世

帯。その他として協会健保等加入世帯３６２世帯で、

合計で１，１４３世帯となっておりますが、同一世

帯において夫と妻が違う保険に加入している場合も

ありますので、その場合は世帯主を優先させていた

だきました。 

次の２つ目の健診の状況ですが、この数年の健診

状況の推移についてですが、主に村民ドックと言わ

れていた特定健診について、ご説明いたします。 

前は村民ドック（基本健診）と称しておりました

が、平成２０年度からは特定健診として実施してお

ります。その中で厚生労働省から求められた特定健

診実施計画書を平成２０年度を初年度として、５年

を一期として策定しております。そこで、健診の推

移でありますが、平成１７年から１９年度までは４

０％台で推移しておりましたが、２０年度、２１年

度につきましては、２５％台となっております。こ

れは特定健診になりましてから、健診対象者の年齢

枞等が狭まったこと、また、検査項目が尐なくなっ

たことにより、村の特定健診から医療機関での健診

に流れたものと思っておりますが、これは当初から

ある程度予測されており、受診率２５％は、計画の

目標値に近い数値となっております。ただ、今後は

平成２４年度までに６５％を目標値に掲げておりま

すので、未受診者等に対しましては、より一層の受

診勧奨をして参りたいと思っております。 

最後に３つ目の健康手帳の交付実績につきまして

は、村の保健事業、いわゆる各種健診相談等を利用

された方々に交付しております。この健康手帳は、

昭和５８年から交付を開始し、これまで何度か更新

を重ねて現在交付されております。 

人数は３９４名とな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）：眞田君。 

○議員(眞田勝也君・登壇)：村民ドック、特定健診

の一応、目標、計画数値というか目標数値というの

が最終的には６５％ということですけど。１７年か

ら１９年まで４０％とかなり高い数値を維持してい

たというふうに理解します。 

しかし、これは平成２０年度から２１年度にかけ

ては、やはり２５％に落ちてきているというのは、

これは取りも直さず検査項目が尐なくなったとか、

やはりそういう問題に起因しているんだというふう

に答弁がございました。私も後でこれはまた質問い

たしますけれども、やはりそういう対応をきちんと

していけば、健診に繋がってくるのかなというふう

に、これは後程提案させていただきたいと思います

けれど。 

それで、保健手帳でございますけども、今こうい

う保健手帳が出てですね、３９４も出ている。ああ、

凄いなと実は思ったのですけれども、まだまだこれ

を増やしていくべきですね。と思うのですよ。これ

は最終的な基本になるんじゃなかろうかと私はそう

いうふうに理解しますし、これから遣り取りの中で

色々出てくると思います。 

それでですね、今の答弁の中で、健康保険組合ご

との健診状況どうなっているというのは、なかなか

掴むのは難しい。十分理解できます。 

しかしですね、やはり全体的に地元の医療機関で

の健診率はやっぱり上げる。そのためには、やっぱ

りそういう分析が必要だろうというふうに理解しま

す。この調査なくしてやはり対策なしと、私何回も

言いますけども、やっぱり分析結果に基づいてどう

いう対応が必要なんだろうかということが、今後課

題となって上がってくると思いますね。 

それと住民の方々の健診率を上げていくためにど

うしたら良いのか。そういうものが見えてくるので

なかろうかと思います。それで、民間の病院は当然

これは色んな意味で営業しておりますね。病院も経

営ですから、どんどん営業をしてですね、名寄あた

りから車で送り迎え、バスで送り迎えという、そう

いう状況の中、民間かなり生き残りにかける形では

凄い努力をしているのですね。公立病院もですね、

私は来る患者を待っているだけという時代は終わっ

たのだろうと。やはり営業の時代に入ったのではな

かろうかと、そういうふうに理解します。そういう

意味では猿払の国保病院も近年様々な各種検診率向

上のための努力をしておりますね。職員もかなりし

ております。経営や経営改善の取り組み、こういっ

た部分だとか、病院における問題・要望、住民の要
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望・課題そういったもののアンケート調査をしたり

ですね、いろんな取り組みをしております。 

徐々にではありますが、改善はされてきていると、

そういうことも現状でございます。 

しかし、先程も言われましたけれども、平成２０

年、２１年に２５％にこう落ちて来たという中には、

検査項目が尐なくなったというような説明もちょっ

とございました。現状では都会で大病院の志向があ

りますね。 

そして、大病院で受診をして、検査をしてという

のが一般的でございます。自分の身を守るためには、

やはり大きい信頼できる病院という形になるのでし

ょう、希望に要望という部分では。 

しかしですね、やはり地元の病院を守って育てて

いくという取り組みが、何よりも重要だというふう

に私は考えます。そういう意味でですね、先程の一

つテーマとして、検査項目が尐なくなったためにこ

ういうふうになったということも１つの事情でしょ

う。私もそう考えます。従ってですね、地元病院で

受診・検診率を上げていく。これについての課題だ

とか対応についてですね、ちょっとお伺いしたいと。

これは病院の事務長の経験もあります副村長、これ

についてですね、今まで自分の経験も生かした中で

ですね、どういう課題があるのだろうか。こういう

対応については、どうしていけば良いのかというも

のが具体的にありましたら、ちょっとお答えいただ

きたい。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それでは、お答え

を申し上げたいと思います。 

あの病院の課題についてですね、私も経験上ござ

いますけども、現在の先程眞田議員からもおっしゃ

っておりましたけども、病院の方としてはかなりの

努力をしているなというふうに思っております。あ

のアンケート調査さらには、各事業所に出向いてで

すね、営業してるという事で、決算報告等を見れば

一目瞭然でございますけども、公衆衛生活動収益が

増えているという事もございます。 

また、１０月１日からはですね、プチ検診という

ことで、病院自らがそういう考え方をもって、検診

事業を短時間のうちでその結果を出す。それを待た

ないで、郵送で結果を出すというようなことで、今、

回覧もあると思いますけども、そういうことで努力

をしているということでは、非常に頭の下がる思い

でございます。私の方もですね、職員管理という分

ではまだ総合健診というものがあります。共済組合

で。病院が指定されておりますけれども、そういう

中でちょっと受診率が低いということもございます

し、地元の病院の利用が、やはり低いのではないか

なということで、職員も健康が一番の財産でござい

ますし、職員としての人材の財産と合わせて健康の

財産を合わせてですね、これからその健診の方の強

化を機能チェックしていきたいというふうに思って

おります。それぞれ職員は、札幌・旭川等でも受診

して来ておりますけども、その結果については決裁

事項になっておりますので、健康管理の部分につい

てはそういう分でチェックをしておりますけども、

まだまだ地元の病院に未受診といいますか、受診し

てない職員もおりますので、そういう部分を含めて

ですね、連携をとりながら受診の率を上げていきた

いというふうに思っております。そういう部分が一

つ大きい問題だというふうに思っております。 

また、具体策というのは特別にありませんけれど

も、今後９月の末にですね、院長・副院長と先程も

村長が答弁しましたけれども、そういうことで色ん

な課題について、お話し合いをさせてもらうという

ことになっておりますので、そういう点も合わせて

ですね、協議してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員(眞田勝也君・登壇)：まあ、そういうことで

ですね、村の国保病院も検査体制という部分ではか

なり充実しているんでないかなというふうに思いま

す。私自身もですね、血管系の病気を発見していた

だいて、旭川の医大で手術したわけですけども、よ

く見つけてくれたねと。色々そういう部分で、検査

体制もかなり優秀な人材もいるんじゃないかという

ふうに思っておりますし、そういった部分で発見率

もかなり高いというふうに、こう理解しております。

それと先程検査メニューということで、ちょっと尐
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ないということもありますけれども、一般的にでき

る特定健診については大体全部やっているのですね、

病院の中では。 

しかし、できないのは何なのかというと、大腸カ

メラ。昔はここに来てやっていただいたことですね、

１年に１回。それだとかＣＴ画像等の検診だとか。

そういう部分では対応ができない。機器がないです

から、そういった部分では希望してもできない訳で

す。 

したがって、検査では全体の検査を受けたいとい

う意味では他の大病院の方に流れてしまう。それで

は２５％の数値になるのでないかというふうに理解

するんですね。そういう部分では、足りない部分を

補完するところがあれば、健診率が上がっていくと

私は思うのですね。ＰＲすることです。やっぱり。

そういうことで、営業努力をもうされてるというこ

とは十分承知しておりますから。 

したがって、これですね、例えば近隣の稚内、浜

頓別でもいいですから、提携できるところがあれば

ですね、例えば大腸だけでも検診だけでもＣＴの画

像だけでも、もしも受診でそういう希望があるとす

れば、それだけでも検査していただけるような、提

携をしていったらどうなのか。その可能性について、

事務長から一言で結構ですけども、お伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：二津病院事務長。 

○病院事務長（二津忠明君・登壇）：今の質問にお

答えしたいと思います。 

まずＣＴ・ＭＲＩの関係につきましては、近隣の

浜頓別と稚内であれば禎心会にお願いをしている現

状です。ランニングコストも掛かるということで、

浜頓別の院長のところに相談に行った場合には、コ

ストが掛かるのでできれば猿払は介さないで、電話

一本、若しくは情報提供をいただければ、最優先で

猿払の患者さんを見てあげるので、できればその部

分も含めて猿払で持たないで、うちの方でその検査

に来てほしいと。脳疾患の場合は禎心会の方に禎心

会の院長にうちの院長がお願いしに行って来た経過

はあります。 

大腸の関係については、大腸がんの検診、検便で

鮮血プラスの場合については、バリウムでやってお

ります。 

カメラについては、その状況に応じてなのですけ

れども、大腸がんがかなりあの腫瘍マーカーの部分

で血液でもマーカーの部分で検査はできます。その

結果によって、明らかにその結果が悪いとすれば、

その状況、情報提供書を持参で旭川もしくは札幌、

稚内市立へ添書を持って受診している形になってお

ります。 

検診関係についても、今後、院長・副院長も中に

入っていただいて、相談して稚内市立もしくは浜頓

別の方に委託できるのかどうかという部分は検討し

たいと思っております。それと、先程のプチ検診の

関係なのですけれども、１０月１日から今、やる予

定でおります。対象者としましては、忙しくて病院

に掛る時間がないだとか、健康は気になるけど受診

するほどでもない。以前、検診で指摘された項目が

尐し気になるだとかあとウォーキング、ランニング、

その他健康のために運動している効果はどの程度上

がっているかを知りたいだとか、あと家族に糖尿病

の患者がいるのだけれども、大丈夫だろうかという

患者、患者じゃないのですけれども、気になる方に

待ち時間なしの来たらすぐ検査室で採血して結果を

出すというような、項目を今メニューとして考えて

おります。８項目の検査を今考えておりますので、

これは近いうちに回覧等で周知をしたいと思ってお

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)：そういうことでですね、

言ってみれば大腸だけで検査をお願いしたいという

のもなかなか行きにくいですね。 

検査項目が猿払村の国保では無いから、この部分

病院からある病院についてお願いしたいということ

で行くのであればできると。そうなればこの検診率

もかなりアップするというふうに理解しますので、

そのあたり引き続き努力をお願いしたいと要望して

おきます。それで今、プチ検診の話が出ましたけど

も、先日のテレビでですね、市立小樽病院でのプチ

検診のニュースが出ておりました。手軽に６００円、

７００円という形で肝機能だとか、腎臓の機能だと

か色々な検査を、血液検査だとか尿検査ができると。 
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先程、事務長が言われましたけれども、運動の効

果がどう出てるのかな、コレステロールの値はどう

なのだろうか、血糖の値はどうなのだろうか、色ん

なことでですね今までは医師に診断を仰がなければ

そういうことができなかったですけども、自分でそ

ういう管理できるという、非常に効果がある。そう

いう部分では、実は猿払、私も先日、猿払国保の医

療技師と会って、色々と調査しました。こういうも

のはどうなのだと。その時に、忙しくても何とか頑

張ってやりたいというような返答をいただきました

から、それが１０月１日とは思っていなかったので

すけども、是非、これバックアップしていただきた

いというふうに希望しておきます。 

それでは次に入ります。それでですね、先程健康

手帳が３９４も出ている。 

しかし、持っているだけではちょっと意味がない

ですね。それはどう利用されているのだろうか。こ

れが一番大事ですね。 

私も村民ドックでやった検査数値というのは全部

貼ってですね、それで保健師が病院から来ないで、

保健師からコメントを書いて戻ってくるというシス

テムになっているのですけども、どうも後のフォロ

ーがしたらどうなのだということが、ちょっと心配

だった。本当にその手帳を効果的に生かすのであれ

ば、その手帳に基づいて、一人一人の個別の指導と

いうのも必要になってくるのではないだろうかとい

うふうに、であればより生きたものになってくると

いうふうに、私は理解します。そういった意味で、

次の質問に入っていきたいと思います。 

２番目になりますけれど、病院は住民に命を守る

砦ということであると同時に、病気を予防し健康な

住民をつくるための重要な戦略基地の位置づけにな

るだろうと思います。しかし、医療機関だけでの取

り組みでは住民の健康づくりには限界があると。対

症療法というのですか、言ってみれば病気になって、

それを治療する意味でも病院はあるんですけど、予

防医療という観点から見れば、病院だけの取り組み

では到底限界があるでしょうということでしょうね。

それには、医療関係者、保健福祉、生涯学習、スポ

ーツ、これらが一体となった取り組みがやっぱり必

要だ。 

それと、先程、健康手帳にもふれましたけども、

各種検診結果に基づいてですね、生活習慣の指導を

したり、食生活も指導、栄養指導をしたり、これは

なされてるとというふうに思いますけども、より充

実した取り組みが必要だろうというふうに思います。 

それと体力の維持向上、私も何日か前にちょっと

自分で遊びに行きましたけども、体力のなさにやっ

ぱり私の体力のなさにガックリしましたけども、や

っぱり重要だなと、日常のこの動きがですね。そう

いった部分では、医療機関、行政、保健福祉、教育

委員会それはもう一体となって、これは住民の健康

づくりというものに取り組んでいかなければならな

いと、そういうふうに私は理解しますけど、この連

携については現状どうなっているか、今後どうしよ

うかということがというものがありましたら、お伺

いしたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただ今の質問にお答え

いたします。 

各種検診事業における生活・食事・運動における

保健指導につきましては、特定保健指導、運動教室

の開催、栄養教室の開催などを展開しながら、さら

には、保健師、管理栄養士による家庭訪問等で行っ

ておりますが、十分に家庭訪問が対応できていない

のが現状ですが、今年度２名の保健師を採用しまし

たので、人数的には十分とは言えませんが、体制が

整ってまいりましたので、家庭訪問や保健指導の実

施率を徐々に高めていきたいと思っているところで

あります。 

また、組織の連携につきましては、国保病院とは

特定保健指導、栄養管理等につきましては、それぞ

れ医師、保健師、栄養士との情報交換等を行ってき

ております。 

また教育委員会とも連携を図りながら実施してお

ります、ノルディックウォーキングも継続しながら、

さらに新たにどのような事業が実施できるかを検討

する必要があると考えているところであります。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 
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○議員(眞田勝也君・登壇)：各種の運動だとか保健

センターでやっております。栄養教室もやっており

ます。それには私は出ないですけれど、家の女房が

出たり、色んなことでは活動されているというふう

に理解しております。 

それで家庭での、検診の結果ちょっと数値的にや

っぱり改善の必要があるというものについてはです

ね、やはり追跡調査をしながら、あの数値は保健師

は掴める訳ですから、どういう対応をしていけばい

いのかというのは、個別的にですね、継続的に直接

的にやっぱり、やっていくのが効果があるのだろう

というふうに思いますし、住民自身が、意識を高め

るという意味でも効果があるのではなかろうかと思

います。私も、実はタバコを３年前まで呑んでいた

んですけど、やはり、やめなさいと言うのは簡単で

すね。医師もやめなさい。やめた方が良いですよ。

理解できるが中々踏み切れないという現状もありま

す。やはりそういう粘り強くする効果だとか、吸う

ことによってのまずさだとか、そういうものがきち

っと正しく認識させるように粘り強くやらなければ、

中々やめれないということがございますので、直接

的・継続的な指導をしていくべきだろうというふう

に思います。これについてご努力いただきたい。 

それと先ほど、今、村長も答弁の中でノルディッ

ク・ウォーキングというんですか、私もつい先日ス

トックを買いました。やってみるつもりで、まだ２

日か３日しかやっていませんけれども、この中でで

すね、やはり日常、足腰、人間ですね足腰が一番や

っぱり弱るとすべての機能がまいってしまうという

ような循環があるようでございまして、色んな道新

の新聞の中でもそういうことで、寝たきりだとか、

居たきりの高齢者を防ごうやとそういうことで、ノ

ルディック・ウォーキングを推奨して積極的に取り

組んでいると。どこでそれを取り組んでいるのか、

私ちょっと理解できないのですけれども、これは新

聞で運動能力の改善と、積丹町の取り組みが新聞報

道されておりました。これは教育委員会が実はやっ

ております。 

先程、村長の言うノルディック・ウォーキングと

いうのはどこでやっているのかさっぱり私はわかり

ません。そういう意味でですね、これだけに限らず

ですね、このスポーツの力というのがすごいと、や

はり何というかですね、新聞の報道ですけれども、

体を動かすことによって医療費が削減されるという

効果も実際に実証されているのですね。これはやは

り医療機関だけではできないのですね。これは生涯

学習なのですよ、一つのね。何回も私一般質問の中

でも、３月にもやりました。 

生涯学習ですよ。どうもそこが見えてこない、取

り組みが。そういう意味ではやはりもう１回ですね、

総合的に見直して縦割りでものを考えて実行してい

くという時代ではないと。 

やはり同じ組織の中で横の連携をきっちり取りな

がら、そうしたら我々はこういう取り組みをしてい

くと、我々はこうでいったら、同時にこういう並行

してこういう、そしてその効果はどうだという検証

は医療機関でやってもらうだとか、色んな手法があ

ると思うのですね。これについてですね、こういう

データが新聞に出ておりました。新潟県見附市です

けども、２００３年から４年間ですね、平均７０歳

以上の市民約４００人の医療費の変化を、追跡した

ということですけども、これは何というのですか、

メディカルフィットネスというか何かそういう横文

字ですけど、そういう運動も色々組み合わせてみた

のですね、そうするとですね医療費の伸びが極めて

穏やかに、利用して取り組んでいる高齢者は。 

しかし、非運動者というのは、そういう取り組ん

いない高齢者より、１０万４，０００円以上も増え

ているのですね。増えているというよりも、取り組

んでいる人は１０万４，０００円尐ないというので

すよ。掛かる医療費が。そういう効果があるという

ことです。 

だから、これはね是非、一緒になって重要な問題

だというふうにやっぱり意識を持ってもらいたいし、

実は私も５月の議員研修で利尻富士町に行って、利

尻富士町長の吉田町長というのが講演者が札幌から

来るのに天候が悪くて来れなかったということで、

臨時的に講演をやったのですね。その中でその町長

は威張ってました。うちは温水プールやったんだと。

その効果が出て、国保税３年連続で下げたでや、と
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いうかなり訙りのある言葉でホラを吹いてましたけ

ど、あながちホラではないですね。やっぱりそうい

う効果があるのですよね、やっぱり。だから私も、

やっぱりそういう部分では重要だというふうに思い

ます。 

そういうこととですね、これは教育委員会の方に

お聞きしますけども、教育長の方にお伺いします。 

こういう部分について、今、私一連の発言しまし

たけど、これについて感想をちょっとお聞かせいた

だければ。 

○議長（山須田清一君）：ここで休憩をしたいと思

います。 

１１時２０分まで。 

 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時２０分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

一般質問を続行いたします。 

上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは、体力維

持・健康管理、健康づくり、スポーツそういったも

のの関わりの中で、感想ということなので、感想を

述べさせていただきます。 

結論としまして私も、執行方針でも述べておりま

すけども、スポーツ・文化活動というのは、健康で

心豊かな人生を送るうえで欠かすことができないと

いうことで、これをいかに実践していくかというこ

とが大事だというふうに考えております。 

また、生涯学習の範囲の中では非常にこう広い分

野ではございますけども、私たちのスポーツ活動・

文化活動・趣味・レクリエーション活動、ボランテ

ィア活動、こういったものは非常に人生の中でも重

要な位置を占めるので、教育委員会また、教育委員

会のみならず、広い部署の中でも取り組んでいく必

要があるとそういうふうに認識しております。そう

いった中で、先程村長の答弁にもありましたけども、

今年度ノルディック・ウォーキングもやっています

けども、その前段として、平成１７年度から１８年

度にかけて、ウォーキングの推進事業を実施してお

ります。 

これは教育委員会と病院と当時の保健福祉推進課

なんですけども、健康増進のためにライフスタイル

に合わせて実践可能なウォーキング愛好者が増えた

ということで、これも正しい、実践の仕方を２年間

続けて実施させていただきました。そういった中で

は、当然教育委員会だけでできる訳ではないし、病

院あるいは保健福祉の担当の方とですね連携しなが

ら、やっていきたいなと思いますし、そういった形

もこれからも続けていきたいなとそういうふうに思

っています。そういった中で、私の方としても、教

育委員会としても、ある程度形の見えるものを考え

ていきなさいということで、今年度このノルディッ

ク・ウォーキングの講習会を開かせていただいたの

ですけども、これにつきましても、保健福祉の方と

も連携しながらやっていっております。 

いずれにしましても、今後もこういった取り組み

は教育委員会としても、また、色んな面で勉強しな

がら、保健福祉または病院とも連携をとりながら、

村の健康づくりという部分の形の中では、当然のご

とくアクションを起こしていきたいなと、そういう

ふうに考えていることを感想として申し上げて、答

弁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)：そういうことで、執行

方針の中でも今年度の執行方針の中で、スポーツ・

文化活動で方針が述べられているということ。 

それは重要な問題だと、取り組む必要があると、

答弁されている。平成１７年から１８年ウォーキン

グ推進事業をやったと。 

それとノルディック・ウォーキングの何をなされ

て、講習をやるということで今、ちょっと聞いたん

ですけれども、感想は聞き、分かりました。そうい

うことで。しからば、どうそれを実践に結びつけて

いくのか。重要性の認識は当然あるというふうに理

解しましたから、それはしたらどう実践していくの

か。方針の中では必要があるということで、理解は

しますけども、実践しなかったら意味がないですね。 

最近スポーツ活動だとか過去のですね委員会活動
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の中では、我々若い頃もそうでしたけれども、土日

はほとんど休みもないくらい委員会は仕掛けてです

ね、スポーツ・文化そういった部分仕掛けて活動し

ていたという記憶があるのですね。ほとんど今の状

況では記憶がまったくないですね。どういうことな

のかよくそのあたり理解できないし、それをどう実

践していくつもりか、まず第１点お伺いしたい。必

要性の認識は分かりましたから、しからばどうする

か。それと、ついででございますけれども、全国的

な傾向として今年の春にも、子どもの体力の低下と

いう部分で、実態が全国的な傾向として明らかにな

った。猿払村はどうなのだろうか、子ども達は。そ

の心配がありますけれども、これについてもですね、

やはりきちんと押さえられているのかどうか。 

これについて２点ちょっとお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答え致します。

確かに、この１０数年と言ってるんですか分かりま

せんけれども、私も過去のスポーツの関わりの中で

いろいろと出ていたなということで、それがどうし

て途絶えてしまったのか。マンネリ化ということは

よく聞いていたのですけども、そういったものを実

はある程度また、復活といいますか、そういったも

のも、色々と検証してみる必要があるだろうという

ふうには指示しているところであります。 

今の教育委員会の方では、村部局と並んで社会教

育の推進計画を今、策定中でございまして、そうい

ったものもですね、社会教育・社会体育の中で、色

々とこうこれまでの経過がどうだったのか、今求め

られるのはどうなのか、そういう中で十分に揉んだ

中でですね、一つの計画を策定していきたいなとそ

ういうふうに思っていますね。一点目の答弁とさせ

ていただきます。 

それと、体力関係の猿払村の分析ということなん

ですけども、これにつきましては、学校保健委員会

の中でも十分協議されておりまして、今手元に私の

資料がないのですけども、機会があればそういった

ものをきちんと分析したものですね、お示ししたい

なと思っております。いずれにしても、学校保健委

員会の中で持っております。私も関わっております。

手元に細かい資料を持ってないので、その辺はお答

えできるような資料等を用意しておきたいと思いま

す。ご理解願いたいと思います。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員(眞田勝也君・登壇)：こういう部分について

の検証は必要だというふうに理解いたしました。 

それとさらに、社会教育の推進計画も今年立てる

と、教育・体育ですか、そこのところにちょっと問

題があるのですよね。 

私のさっき言った連携という意味は、全組織が共

通理解に立たなければならないということをいって

いるのですよ。教育委員会だけの推進計画を立てれ

ばそれで済むという問題ではない。だから何も進ま

ない。そこを教育長はきっちり理解しなければいけ

ない。 

それについてちょっと。 

○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。 

今言われているとおり、その連携というのは私ど

もも十分に分かっておりまして、先ほど申し上げた

とおり、教育委員会だけでやれる問題ではないし、

また教育委員会が動かなかったらできないものもあ

るだろうということで、病院・保健それと役場内部

の中でもですね、協力を求めたり、そういった努力

はしていかなければならないなと思っています。 

そういった意味で執行方針の中でも体力健康・ス

ポーツの重要性を出しましたので、やっぱりそれは

連携を十分にしていくように心がけていきますので

よろしくご理解願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員(眞田勝也君・登壇)：やっぱりちょっと認識

違っている部分があるのですよね。やはり、私は言

うのはですね、やはり方針には毎年掲げられている

のですよ。スポーツ活動・文化活動と毎年同じこと

を掲げられているのです。それは３月の議会の中で

も私指摘させていただきましたよ。毎年同じ内容で、

やっていることは何もない、そのとおりでなかった

らおかしいでしょう。そこの検証をきちんとしてい

ただきたい。それとやっぱり社会教育の推進計画に
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しても、やはり行政と一体となって医療機関ともそ

ういう形で作り上げていく、ということを聞きたか

ったのです。私は。あの委員会だけで社会教育の推

進計画を立てるのでは、何もまた同じです。何も変

化がないと思いますので、そこをですね、連携をも

ってそういう形で何かそういう協議する機会、具体

的にですよ。協議する機関を設置してでもそういう

方向でやっていきたいというようなことをお聞きし

たかったのですよね。 

それを村長ひとつ。そういう機関も設置しながら

ですね、こういうものに具体的に対応していくとい

う考えはないかどうか。 

そこをお聞きしたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：質問にお答えいたしま

す。 

連携をとるということでございますが、まずその

前に私がまだ村長就任した折、今年の執行方針でも

申し上げましたのですけれども、今年やっぱり解決

したい方向が３つあるというお話をしました。その

１つがホテルを中心とした公園の問題、そして２つ

目がやすらぎ苑を中心とした高齢福祉の問題。そし

てご存知かどうか知りませんけれども、覚えている

かどうか分かりませんけれども３つ目は、地域間交

流というお話しを申し上げました。地域間交流とい

う言葉の裏に、念頭にあったのは、先程、尐し出て

おりますけれども、今、村が一つになってやる行事

がないと。ほとんどないということを痛感いたしま

して、健康増進というのはちょっと私の頭から外れ

ていたんですけれども、村が一つになって運動会を

やるとか、ソフトボール大会をやるとか、そういう

何らかのそういうスポーツ関係の行事を行いたいな

と、思っているのが、私の思いでございます。 

そして、また、連携等に関しましても、横にいる

職員は聞きづらいかと思うかもしれませんけども、

やはり入って痛感したのは、横の連絡が悪いと、横

の連絡が悪いというのは痛感しております。 

そのためにも、朝礼等で自分の本日のスケジュー

ルを申し上げたりとか、そういうことをしながら、

徐々に補っていきたいなと思うところではございま

すが、庁内も一つになって、色んな行事に取り組ん

でいくということは、積極的に今後やりたいと思っ

ているところでございますので、ご理解の程、宜し

くお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：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、是非ですねこの部分について、

教育長も村長も含めて連携を十分とっていただいて、

いかに実践していくかが問題で言葉はいいです。い

かに実践できるか、そういうことで努力いただきた

いと思いますし、今、村長がおっしゃったように、

村が一つになってやる事業がないです。本当にない

です。何かやりたい。そういう思い十分ありますの

で、何か一つ今年どうだということでは無理かもし

れないですけれども、努力いただきたい。 

それで、これは保健福祉課長にちょっとお伺いし

ますけれども、保健センターにですね、実は先程か

ら言っております運動をすることによっての健康維

持だとか、それを医師だとか、医療技師さんがバッ

クアップをしてですね、仮にプチ検診のような形で

運動の効果を検診し合うようなそういうシステムが

できればいいなと、そういう願いを含めてね、保健

センターにメディカル・フィットネスっていうのか、

何ていうのですか、自転車こいだり何かそんなよう

な器具、大した予算ではないと思うのですね。 

これはですね、生活習慣病の改善だとか、機能回

復・病気のですね、これは本当に効果があるという

ふうに、報道がなされておりますね。 

そういったことでですね、実はやった効果を記録

しながら、検査技師がプチ検診をやって、あなたの

数値は運動することによって、こんなに変化しまし

たよと、実感できるような取り組みを何とかできな

いかと。 

そのために、ランニングマシンだとか、バイクだ

とかっていうのは軽いもので結構ですから、こうい

うのは大した予算も掛からないでしょうから、そう

いう取り組みを一緒にですね医療の方と連携を取っ

て、相談し合ってですね、こんなことできないだろ

うかというようなことを、可能性を確認して、反映

できれば新年度に反映していただきたいと思います
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けれど、これは課長にちょっと。 

○議長（山須田清一君）：伊藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の眞

田議員のご質問にお答えします。 

前段としましてですね、特定健診の部分につきま

しては、検診結果としてメタボリックシンドローム

だとか、予備軍該当者という部分で、全体で大体３

４％の方がそういう該当になっております。そうい

う方々の服薬状況。薬ですけども、飲んでいる薬の

状況を見ると、高血圧ですとか、コレステロール、

糖尿病というふうになっております。そういう方々

を保健師・管理栄養士で保健指導するんですけれど

も、そういう部分で積極的支援とか動機づけ支援対

象者が、全体の２０．４％になっているということ

の状況もあります。 

さらには、私も久しぶりに保健の方に携わらせて

もらってるのですけれども、国保の医療費全体の状

況から見てみると、大体高血圧性疾患ですとか、脳

梗塞・糖尿病・虚血性心疾患という部分での医療費

が大体全体の８０％を占めております。そういう分

で、議員さんがおっしゃったこの生活習慣病という

部分を、早急にやっぱり解決していくことによって、

必然的に国保の医療費も下がってくるだろうし、住

民の健康・維持増進にも繋がってくるのだろうとい

うふうに考えておりますので、今議員さんからご提

案のありました運動器具等ですね、導入しながら、

うちの管理栄養士が運動指導員という免許を持って

おりますので、そういう部分で来た方については栄

養指導、保健師についてはそういう問診も含めた血

圧測定等の検診もですね、積極的に実施していきた

いし、そういう部分で先ほど言ったプチ検診の部分

で医療機関と連携をとれるものであればですね、今

後連携をとっていきたいというふうに考えておりま

すので、その器具等につきましては新品がいいのか、

中古がいいのか、それと、どういうような機器が良

いのかとい部分については内部の方と再度検討させ

ていただきたいと思いますので、宜しくお願いいた

します。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員(眞田勝也君・登壇)：分かりました。 

それでは、特定健診だとか一般的な人間ドックと

称される形で受診者のおよそ９割ぐらいが、何らか

の異常を抱えているのだと。正常ではないよと。そ

ういう状況の中で、今は成人病とは言わないですよ

ね、生活習慣病というのですか、そういう疾患が８

０％、やはり、これは運動することによっての効果

も相当ある数値だと思うのですよね。うまくすれば

これ、４０％に減るかもしれない。半分に。そうい

う可能性もあると思うのですよ。だからそういう部

分もやはり、専門家と十分相談しながらですね、早

急にやれるような体制で、保健センターに気軽に行

ってタオル１枚持ってやれるような形ができればな

という希望をしてこの部分については質問を終わり

たいと思います。 

次に、公共交通対策についてお伺いいたします。

先程同僚議員もパークゴルフ場が浜鬼志別に、公園

にある訳ですけども、高齢者で運転免許のない足の

確保とこういう部分では、やはり猿払村というか、

この地域が広大な特性だというふうに理解します。 

しかし、交通公共機関というのですか、公共交通

機関というのは、極めて貧弱だ。都市に比べてね。

都市では１０分に１本走るバスが、うちは１時間ま

たは２時間に１本というようなそういう状況になろ

うかと。そういったことでですね、国土交通省が地

方の地域住民の足として不可欠な公共交通への支援

を強化する地域公共交通確保維持改善事業の創設を

決めた。 

そして、前年比の約２倍というから、前年が１９

０数億円だというふうに理解しておりますけども、

１９４億というふうに覚えてますけども、前年度の

倍、約４００億円を概算要求で盛り込むという事で、

方針は発表されました。具体的には、公共交通の維

持や活性化に向けた地域の自主的な取り組みに対し

て、一括交付する仕組み。こういうことで、新聞発

表された訳ですけども、昨日も政権与党の代表選挙

の結果が出ました。 

しかし、一括交付という方針はですね、できるだ

け補助金じゃなく、一括交付にしていこうという流

れは、これはどちらが首相になっても変わらないと

いうふうに私は理解しますので、こういう方針にな
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りますと、かなり規制が、国の規制という部分で緩

やかになるというふうに考えるんですけども、これ

についての対応、今までの取り組みと若干変わった

対応を求められると思うんですけど、いかがでしょ

うか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：それでは、ただ今の質

問にお答えいたします。 

国土交通省では、８月１９日に地方の路線バスや

離島航路など地域住民の足として不可欠な公共交通

への支援を強化する地域公共交通（維持改善事業）

の創設を決め、来年度予算に、総額４５３億円を概

算要求するという方針でありますが、新設予定の事

業の内容を見ますと、３つの事業に分けられ、一つ

目は、全国のどこでも誰でも利用できる移動手段の

確保が可能となる社会を実現するため、地域の交通

ネットワークのうち、国による継続的な支援が必要

なバス交通、デマンド交通、地域鉄道、離島航路、

航空路等の確保・維持について、地域の多様な関係

者よる議論を経た計画に基づき実施される取り組み

を支援するというものであります。 

２つ目は、地域公共交通バリアフリー改修促進事

業と称して、バス・タクシー、旅客船、鉄道駅、旅

客ターミナル等のバリアフリー化等の事業を支援す

るという。 

３つ目は、地域の公共交通の確保、維持・改善に

資する調査支援等であります。本村に該当する事業

といたしましては、天北線代替バスの路線維持に関

する国の補助金関係、猿払村地域公共交通活性化協

議会が計画実行する事業への支援であり、現在のと

ころ天北線代替バスの路線維持に関する国の補助金

については、現行どおりであるということでありま

す。 

しかし、猿払村地域公共交通活性化協議会の事業

支援等については、どのような事業に該当するのか。 

また、補助金の一部交付についても、現時点で国

はどのような方法で一括交付するか等、内容につい

ては具体的に決定していないのが現状であります。

従いまして、詳細な内容が決定した段階で村の対応

について協議して参りたいと考えております。 

以上でございますが、具体的な方法等については、

総務課長から今、説明させます。 

○議長（山須田清一君）：佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤栄治君・登壇）：それでは、私の

方から答弁させていただきます。 

村長の答弁と重複する部分となりますけども、眞

田議員のご質問の部分の記事については、今年の８

月２０日の道新にですね、地方の公共交通に重点、

国交省関連予算倍額要求へということで、記事が載

っております。この件について、私どもの担当者が

国土交通省所管の北海道運輸局旭川支局に具体的に

内容についてどうなっているのか、何度か問い合わ

せてみましたけれども、運輸局によりますと、まだ

新聞報道以外で出せるものはないというような返答

でございました。従いまして、新聞の部分をよく読

んで分析してみますと、国交省は自家用車が使えな

いお年寄りや体の不自由な人にも、移動の権利を保

障することを柱とした交通基本法案を来年の通常国

会に提出する予定だという予定の段階。 

それからこの法の趣旨を踏まえて、既存の支援事

業を衣替えする形で、改善事業を創設し、支援の内

容も拡充する考えだということで、これもこれから

創設するということであります。こういった部分を

ですね、より地域住民の意向を反映させた制度にし

たいということですけども、具体的には公共交通の

維持や活性化に向けた地域の自主的な取り組みに対

して、できるだけ補助金を一括交付する仕組みであ

るというようなことでの骨格が示されたという事で、

一括交付金はもう私ども、こうした規制が撤廃され

て一括交付金になるということになれば大変望むと

ころでありまして、まして今、１９３億円今年度つ

いている予算の路線バス維持の予算が、４００億程

度に膨らむということは大変良い方向だと思ってお

ります。 

国の方も是非これを予算化していただきたいと思

いますし、そういったことの情報に我々、電波を張

っていきたいと思っていますし、その前にもう既に

我々も来年、今、天北線代替バスということで、沼

川曲渕経由で音威子府の方へ走っておりますけども、

それが来年１０月には稚内から海岸線を廻ってです
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ね、バスが天北線代替宗谷バスが走る予定というこ

とでなっておりまして、それに合わせて、私どもも

小石鬼志別間が空白になりますので、そうした部分

の対応。 

それから、先程から質問がありますように、パー

クゴルフ場へ行けないだとか、病院に行くのに非常

に苦労するだとかという高齢者の部分についても、

来年１０月１日に何とか間に合わせてですね、介護

タクシーのような形のものを創設させたいというふ

うに考えております。 

以上で答弁を終わります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員(眞田勝也君・登壇)：新聞の報道でのみおお

よその骨格が見えるという段階で、施策、この施策

も固まったものではないというふうには理解してお

ります。それでですね、それは十分承知しておりま

す。国の規制もあるでしょう。 

しかし、私が言わんとすることはですね、色んな

地域の特性があるというふうに理解していただきた

いし、前段でちょっと話しておきますけども、高齢

によって判断力が低下してくると。運転免許証を返

納するという状況がですね、昨年全国で５万１，０

００人。昨年ですよ。前年度、一昨年より２万２，

０００人増になっているのですね。 

北海道はというと、自主返納者は前年比の約２倍

で、１，１０３人と出ておりました。これに対して

ですよ、旭川何というのですか、旭本管内というの

ですか。これで７９人。まあ、横ばいだというので

すね、ずっとですね。 

どうしてなんだろうか。これは私なりに分析をし

てみました。そうするとですね、やはりそういう統

計があるということは、やはり広い生活圏で公共交

通の対策という部分では、極めて希薄で薄い。対策

が薄い。 

したがって、返したくても返せないという事情が

あるんですね。私はそう思うのです。札幌・旭川に

住んでいればいらないのです。免許。ほとんど。こ

れは十分わかるのです。猿払村でもやはり同じ傾向

だと思うのですよ。自主返納者がそんなにドンと右

肩上がりで増えている訳でじゃないと思うのです。 

しかしですね、返したくても返せない事情がある

のですね。この前新聞記事に載っていましてね、幌

加内町のある高齢者が返したくても返せないのだと、

幌加内で生活してりゃ免許なかったら生活できない

のだ。どこも同じです。過疎地は。そういう状況な

のです。しかし、その自主返納している人はごく一

部なのですね。免許は手続は返納しなくても、免許

は懐に入れていても車乗らないという人が、その何

倍もいるというふうに何か言われていますね。そう

いうものはね、やっぱりそういう対策っていうのは、

いくら施設を充実してもですね、先程同僚議員も関

連質問していましたけども、施設がなんぼ充実して

も移動の権利がまったく保障されていなかったらど

うしようもできないじゃないですか。それと国の規

制もわかります。 

だから難しいという部分十分理解できますけれど

も尐なくとも職員として、住民のために何をするん

だ、しなければならないのだという目的意識ですか、

それをきちんと持っていただけばやっぱり国と若干

でもやりあってでも地域の実態にあったような、施

策そういったものがやっぱり、考えるべきだし、で

きない場合やむを得ないです。最大の努力を願いた

い。それとそれは要望。 

それともう１つちょっとお聞きしたいのはやっぱ

り今の新聞報道の中ではいろんな極めて根拠の薄い

報道かもしれないですけど、なんか地域の実態に合

致したような施策がとれるのではないかという期待

が出てくるのですね。出てきているのですよ、私自

身は。だから、今言う猿払村の地域公共交通に沿う

連携計画がこれもありますけども、やはり幅広い柔

軟な対応をやっぱり求めていきたいと思います。 

それについて一言で結構です。やっぱり十分検討

していただきたい。 

○議長（山須田清一君）：佐藤総務課長。 

○総務課長（佐藤栄治君・登壇）：それではお答え

したいと思います。 

まず１つ目の自動車運転免許の自主返納者という

ことですけれども、猿払村では正確な数字をつかん

でいないというのが現状であります。しかしながら、

稚内警察に問い合わせてみたところ７０歳以上で現
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在１５４人の方が運転免許を所持しているというこ

とで、男性１２５名、女性２９名ということでござ

います。７０歳以上になります７０歳ということは

大丈夫だと思いますが、７５歳を過ぎてくるとやは

り運転に不安を持つ方も多くなるのかなというふう

に思っております。そうした７５歳人口が猿払村で

は先程村長もおっしゃいましたけども、３６０人程

度それが平成２６年になりますと、４００人を超え

るというような数字が介護保険計画の人口推計で出

ております。 

こうした人達がやはりあの病院への足の確保、買

い物それから、今のような、パークゴルフをやりた

いだとかそうした部分に支障を来すのかなというこ

とを思っております。そうしたことで、私ども先ほ

どの答弁の繰り返しになりますけども、来年１０月

に、天北線代替バスの路線が海回りになるというよ

うなことで、それに合わせて今小石、鬼志別間が空

白になる部分それと芦野、狩別、豊里への買い物バ

ス今走らせているのですけども、これをより充実し

た形で猿払村独自のデマンド交通。これは、バス停

に立つということではなくて、電話が予約があれば、

玄関先までバスを付けますよというようなバスを創

設していきたいというようなこれは特交対象になる

というような報道もありますので、こうしたことを

やっていきたいと。 

それからもう１つは先ほど尐し触れましたけども、

介護タクシーというような、福祉有償運送事業、す

べての人が対象になるというわけではありませんが、

実施していきたいと。戦略的には実施していきたい

と。ただ、戦略的に細かい部分について今調整が私

どものところで、案を練って皆様にお諮りする前に、

案を練っているわけですけども、例えば対象年齢を

６５歳にするのか７０歳にするのか、あるいは料金

が一人当たり片道３００円５００円７００円がいい

のか、往復５００円ですとか１０００円とかという

ような部分だとか、あるいは場所はどこまでが対象

にするのか。今のところ村内のみという考えでおり

ます。 

そうした部分で今調整していて、早ければ来年の

３月に住民説明、それから４月には猿払村地域交通

会議での承認、そして来年の６月ごろには調整を終

えて村議会に条例規定の制度、補正予算の計上と、

いうような日程で、進めてまいりたいなと思ってお

りますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げ

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）：ちょっとしつこくて

申しわけないですけれども、地域の特性として、猿

払村は８つの集落の分散が大きくされていますね。

そういう部分で公平ではないのですね。それと中心

市街地っていうのは、鬼志別に当然役場の所在地に

なりますけども。他の町村と比較してですね、中心

市街地としての位置づけというか、形態をなしてい

ないのは猿払村ぐらいではないかと私は思うのです

よ。ということは、いろんな集落から来てもらわな

ければならないですね。賑わいの創設もあるのです

よ。ただお年寄りだけの問題でないのです。やはり

鬼志別中心集落賑わいがあって活力を生ませなけれ

ばならないと思うのですね。 

そういうことを考えなければ、介護だけ福祉だけ

でバスを走らせるというわけにもいかないから賑わ

いの創設、いろんな方向があると思いますからそう

いう部分でもうちょっと幅広く考えていただきたい

なと。例えば地域振興券、やっぱり十分村内でどん

どん使っていただきたいし、そのために鬼志別に来

て買い物してもらってもいいし、それとそういうも

のがセットでなければならない。一つ一つ単独にな

されて、その効果はどうですかと検証するときには

極めてあいまいな形になってしまうと心配もありま

す。私はですよ。それぞれの考え方があるでしょう。

だからセットでものを考える。地域振興券はした、

こういう部分でどこへ行っても使えるような形、ま

だまだお年寄りが鬼志別で買い物をするような足も

ない、何もないというようなことで、振興券だけ発

行してどういう効果がありますかというとなかなか

難しい、そういうことも含めて言うのです。 

それと村長が標榜している孫の代まで安心して暮

らせる村づくりこれですね、まさに。私も年をとっ

てもここに暮らすとすれば移動手段もなければ住め

ないです。どうしても。やっぱりそういうことをぜ
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ひぜひ考えていただきたい。 

そういうことでこれについては質問を終わらせて

おきたい。 

○議長（山須田清一君）：昼食のため午後１時まで

休憩いたします。 

 

休憩 午後 ０時００分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

一般質問を続行いたします。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは３番です。 

一番最後になりますけれども、免許証の自主返納

者もしも村で実態をつかめれば免許証が身分証明書

代わりにしているというようなことがありました。 

隣の浜頓別町や何かでは住民基本台帳のカードを

発行しているというふうに何町村かそういう取り組

みをしてるということを聞きましたので、そういう

考え方についてもしか可能であればそういうことも

ＰＲすべきというふうに考えますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（山須田清一君）：荒井住民課長。 

○住民課長（荒井輝彦君・登壇）：ただいまの住民

基本台帳カードの関係でお答え申し上げます。 

住民基本台帳カードはご承知のとおり現在１，２

００円という手数料をいただいております。それで、

先ほど眞田議員のご質問の中にございましたこの免

許証の自主返納に代わる身分証明ということで住基

カードをということですが、現状では、今申し上げ

ましたとおり１，２００円という手数料がかかるの

ですけれども、今後ちょっとその部分で正直なとこ

ろ検討はまだしておりませんので、これからですね、

条例の特例事項という部分も規定がございますので

無償にするか、料金を下げるかという部分で検討し

てまいりたいというふうには思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことであく

までもこれは無料での話でそういうことで、もしも

特例もしか条例改正しなければならないものであれ

ば条例改正というようなことで、そういう利便も図

っていただきたいというふうに思います。 

最後に電子行政システムの集約と共同運用という

ことで、国と道で電子行政推進ということで複数自

治体でシステム統合をして行政コストを大幅に削減

すると。横文字でなんか自治体クラウドの施行を検

討しているということ、これについてですね、過去

もう４、５年前の一般質問の中でやはり何というの

ですか。村の例規集だとか、国の制度の例規集そう

いったものをどこかで統合して南町村全部統合して

一か所で見られるようにする、コストだって削減で

きるはずというようなことで提案申し上げた記憶が

ございます。 

これは議事録を調べようとしたのですけど、ちょ

っと怠ってその時にですね、走り始めてすぐのもの

随分ありましたね。財務会計だとか、いろんなシス

テムがあって、そういったことで、そういう部分が

集約されてせめて南宗谷の町村で共同にすることで

コスト削減できるはずだと提案したんですけど、な

かなか難しい課題だということで、現在に至ってお

りますけれども、国はどうもですね、こういう部分

ではコストの削減ということで、ようやく目を覚ま

して、こういうことが新聞報道されている。これは、

とりもなおさず定住自立圏構想こういうのも、まさ

に合致するのですね。 

だから今なかなかこういう部分で定住自立圏も、

何から手をつけていけばいいのか、できるところか

らということで、過去の一般質問の中でも、たしか

言われていましたけれども、これはやはり、もう考

えるべき時期に来ているのだなというふうの思いま

すし、そういう意味で、検討をやっぱりこういう例

にならって検討していくべきと考えますけど、いか

がでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

現在総務省で進めております自治体クラウド北海

道での開発実証におきましては、現在ある総合行政

ネットワークＬＧＷＡＮの利用を前提としており、
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さらにこのＬＧＷＡＮを将来現在に比べて広域で柔

軟なネットワークとして利用したいということであ

ります。例えば、地方公共団体において、大規模な

災害や事故が発生した場合必要な業務を継続できる

ようにするため情報システムの共同化でありますと

か、さらには電子申請とか、地方自治体同士の業務

システム間における業務データの連携ということで、

例えば、人事・給与、公有財産管理等の事務での共

用が期待されているようであります。しかし、詳し

い利用方法や費用負担のあり方等の情報は現在では

入ってきておりません。 

また、一部報道では、既にＮＥＣなどの情報技術

ＩＴ各社が本州の地方自治体に対し、ネットワーク

を通じてソフトウエアを共同利用するクラウドコン

ピューティングを活用したサービスの販売を行って

いるという内容の記事がございました。これについ

ても詳しいことはわかっていませんので、いないの

が現状であります。 

いずれにいたしましても、来月札幌において担当

者レベルの会議が予定されておりますので、今後の

内容について明らかになってくるものと思われます。

議員ご指摘のとおり村や村民が使いやすく、コスト

削減と定住自立圏構想の方針にも合致すると判断さ

れる場合には、積極的に対応したいと考えておりま

すので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：わかりました。 

それでですね、北海道でも既に先行的に取り組ん

でいる市町村があるというふうに報道をされており

ます。広域連合ということで胆振管内室蘭・登別・

伊達・壮瞥、財務会計などの６８業務について統一

し稼働させていると。０８年から稼働をしていると。 

そして、５年間で人件費など９億７，０００万円

以上のその削減効果があるというふうに試算がされ

ているということでございますから、いろいろ複雑

なそれぞれ、自治体で何と言うのですか、持ってい

るのですね、あの業務処理の手順だとか書式だとか、

なかなか統合が進んでいかないというのが実態だろ

うと思いますけれども、猿払村から仕掛けていく必

要もあろうと思いますので、村長そのあたりひとつ

意識していただきたい。これは要望で以上で終わら

せていただきます。 


