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◎ 日程第５ 一般質問 

 

○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。 

７番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：おはようございます。 

では、通告に従い、質問させていただきます。 

早速ですが、エゾシカによる交通事故対策につい

てお伺いいたします。 

全道的にエゾシカの被害が問題視され、その対策

を各市町村も本格的に取り組み始めているところで

ありますが、道庁もその動きに合わせ、今年６月に

は道庁内にエゾシカ対策室を設置いたしました。 

明治初期には、大雪と乱獲により絶滅も危ぶまれ

ていたエゾシカでありますが、今やその生息数は全

道で６５万頭、被害額は昨年度５０億８，０００万

円と公表されております。 

しかし、この被害額は、商品作物や牧草といった

農業被害であり、交通事故等の社会的損失は含まれ

ておりません。 

また、その被害額のほとんどが道東地域に集中を

しております。 

しかし、本村を含む道北地区においてもエゾシカ

のその出没状況から見て、決して尐なくはない被害

があると考えられます。 

また、本村においても平成１８年と１９年にはエ

ゾシカが原因とみられる痛ましい交通死亡事故も発

生をしております。 

自動車は、過疎地である本村の住民にはなくては

ならない交通手段であります。住民に安心安全な生

活環境を提供するためにも、エゾシカ対策は今後の

最重要課題であると考えます。 

そこで最初の質問ですが、エゾシカの生息数は年

々増加をしており、深刻な社会問題になっておりま

す。それに伴い、エゾシカに関係する交通事故が後

を絶っておりません。本村において現在どのような

交通事故対策を行っているのかをお聞かせください。 

○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。 

ただいま議員がご指摘のとおり、エゾシカの生息

数は増加しております。議員もおっしゃっておりま

したが、ただいま推定で全道で６５万頭となり、大

きな社会問題となっているところでございます。今、

そのシカの個体数を減らすためには１３万頭以上の

捕獲が必要とされておりますが、昨年度は市町村が

行う有害鳥獣駆除が５万４，０００頭、一般ハンタ

ーによる狩猟が５万５，０００頭となっており、合

計でほぼ１１万頭であります。したがいまして、こ

のままでは、また本年度も増加するということにな

ってまいります。 

これも先ほど議員が申し上げておりましたが、シ

カはもともと道東を中心に生育しておりまして、近

年は道北地方にも増加し、猿払村におきましてもあ

らゆる場所で現れ、村民の生活に影響を与えており

ます。 

さて、ご質問の当村における交通事故の件でござ

いますが、本村におけるエゾシカに関する交通事故

発生状況は、平成２２年１月から１２月までが１９

件、平成２３年１月から８月末現在で１５件発生し

ており、この７月、８月には４件ずつの事故が発生

しており、事故の８０％が夜間に集中しております。 

本村における交通事故対策としては、稚内開発建

設部及び宗谷総合振興局道路管理課、元の土木現業

所でございますが、管理する道路においては、エゾ

シカ注意の標識看板の設置や、侵入防止柵、反射板

の設置がされているところが数カ所ありますが、な

んせ相手は野生動物であり、交通ルールなどを知り

ませんので、運転の方にもエゾシカとの衝突事故を

防ぐため、以下の５原則を頭に入れ、注意して走行

していただく必要がございます。 

１つ目は、エゾシカの出没は、秋冬がピークであ

り、日没と夜明け前後に集中します。 

２つ目に、エゾシカの後にはエゾシカあり。１頭

が飛び出したら後ろにもいるという認識。 

３つ目には、エゾシカはマイペースです。車が近

づいても逃げませんので、まず減速を。 

４つ目に、夜間に光を見たらブレーキを。エゾシ

カの目はヘッドライトが反射して光ります。 
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最後の５つ目に、森はエゾシカの通り道です。樹

木の多い地帯を走行する際は、エゾシカの飛び出し

に注意して走行する。 

運転する方がいくら注意を払っていても、相手は

野生動物です。村といたしましては、広報や回覧等

を利用してエゾシカに対する注意を喚起するととも

に、エゾシカによる事故が多発する地帯にあっては、

関係各機関に予防あるいは防止策の要請を行ってま

いりたいと考え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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：村としてもさまざま

な対策をとっているということでございますが、ま

ずエゾシカの対策の実施に当たって必要なものは、

可能な限り正確な生息数と被害額の把握であります。

国や道、近隣地域との連携を強化するためにも、ま

た住民に現状把握と自己防衛の必要性を認識しても

らうためにも必要であると考えますが、本村におい

て現在そのエゾシカの生息数の把握はされているの

かをまずお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：高松産業課長補佐。 

○産業課長補佐（高松伸浩君・登壇）：ただいまの

質問ですが、平成１３年ぐらいから本村において１

０月に夜間のライトセンサスによる決まったコース

によるエゾシカの頭数調査は行っておりますが、全

体の把握までには推計でライトセンサスによる頭数

調査の数でしかおさえていない状態です。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：生息数の把握はまだ

まだこれからということですので、その対策を望む

と考えます。 

それでは、これは答弁は要りませんが、一言エゾ

シカの侵入を防止する対策としてＬＥＤを活用した

対策措置が開発されたとの報道が最近されておりま

した。 

そのほかに現在注目されているのは、乾燥ヒトデ

を散布または設置するという方法であります。この

方法は、エゾシカ等の鳥獣がヒトデに含まれるヒト

デサポニンという物質を嫌うのを利用したものであ

り、ほとんどの鳥獣に効果があるとのことでありま

す。また、ＪＲ東海などではこれを線路脇に散布し

て、その成果を上げております。 

本村には、漁業で駆除したヒトデが大量に水揚げ

をされております。すでに処理工場にて粉末処理を

されており、昨年度は５８３トンのヒトデを処理し、

１５７トンの製品を製造し、販売しております。村

内で製品化されたものを有効に活用するのは、地産

地消という観点からも検討すべきと考えます。 

では、次の質問をさせていただきます。 

エゾシカを駆除した場合、その残滓を処理する施

設も必要となるわけですが、現在浜頓別町・中頓別

町・猿払村の南宗谷衛生施設組合で焼却施設建設計

画の計画があるとのことですが、この焼却施設は建

設に係るイニシャルコスト面では建設可能であると

考えておりますが、しかし保守管理や燃料費等のい

わゆるランニングコストは非常に高くなるとの予想

もあります。その点も今後協議すべきと考えます。 

エゾシカ対策は、その規模や状況から見て、市町

村単独では不可能な対策であります。捕獲や駆除し

たエゾシカの処理など、今後、近隣地域との連携強

化が不可欠と考えますが、現在の状況をお聞かせく

ださい。 

○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。 

ただいま議員もおっしゃったとおり、エゾシカ対

策につきましては１町村単独で対策を講じても解消

できないところまで増えており、北海道も振興局ご

とにその対策を進めてきており、追い込み柵による

捕獲試研や、本村の区域では昨年同様、草地の被害

状況とくくりわな等の試験が行われてきております。 

また、捕獲や駆除をしたエゾシカの処理につきま

しては、先ほど議員もおっしゃっておりましたが、

現在宗谷南部４町村の課長レベルで焼却施設の建設

やその処理の方法などを協議しているところでござ

います。また首長レベルでもシカ対策の協議会が発

足し、今後協議する予定となっているところでござ

います。 

以上でございます。 
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○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今後の対策に期待を

したいと思います。 

それでは次の質問ですが、エゾシカの駆除対策を

実行する場合、ハンターとの連携が非常に不可欠で

すが、高齢化によるハンター不足を補うため育成強

化や規制緩和などの環境を整える必要があると考え

ますが、考えをお聞かせください。 

○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。 

エゾシカの駆除を実施する上で、猟友会との連携

は大変重要なものであり、これまでも駆除期間は猟

友会と連携をとりながら行ってまいりました。現在

猿払部会の人数は８名で、平成１２年当時は１３名

おりましたが高齢化等により５名の減尐となってお

ります。 

また、道内的に見ましても１９７８年には２万人

のハンターがおりましたが、現代は８，０００人ほ

どになっております。このように道内的に見てもハ

ンター不足が生じており、北海道としても試験日を

休日に行ったり、地域の要望により出前で講習会を

行いながらハンターの育成に努力しておるところで

ございます。 

本村の猟友会も農協やさまざまな場所で、猟につ

いての免許や猟友会について説明していただいてお

りますが、村としても、講習会の開催などを周知す

るなどして、育成対策を講じていきたいと思ってお

ります。 

現在、狩猟に至るまでには、まず銃砲刀剣類所持

等取締法による許可、また鳥獣保護及び狩猟の適正

化に関する法律に基づく狩猟の免許と狩猟者登録を

しなければなりません。これらの手続は、近年銃に

よる事故事件が多発しているということから、年々

審査項目等が厳しくなってきているところでござい

ますが、人命にかかわることでもございますので、

規制の緩和についてはなかなか難しいのではないか

と思われます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：では、エゾシカの質

問で最後になりますが、これは答弁は要りません。 

エゾシカの繁殖率は２０％と公表されており、そ

の生息数は確実に増加をしております。 

また、ただいま村長がおっしゃったとおり、全道

で２万人いたハンターも、現在では８，０００人ま

で減尐しております。 

市町村の中には、地元ハンターの減尐に伴い、道

外からのハンターを呼び込むために、狩猟期の延長

や宿泊施設の紹介など、受け入れ体制の充実にも取

り組んでいる地域もあります。本村においても、今

後さらなる努力が必要と考えます。 

では、次の質問をさせていただきます。 

告知端末機の取り扱いについてですが、本年度全

村に光ファイバー網が完備され、その多様化に今後

期待するところでありますが、それに伴い以前の防

災無線から告知端末機へと入れ換わりがありました。 

その中で、多くの方々から指摘を受けているのが、

端末機を増設したいとのことであります。 

特に１件の住宅で、２つの世代が同居する家庭で

は端末機を居間や台所などに設置をしており、夜間

など就寝時に緊急情報があった場合気づかないとの

指摘を受けております。 

特に消防団員等は、緊急出動があった場合、この

端末機からの情報で行動しております。 

この端末機には、外部スピーカーを取り付けられ

る仕様になっております。行政が窓口になり、住民

に対し希望者にはスピーカーの取り付けの案内をす

るべきと考えます。この件についてのお考えをお聞

かせください。 

○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。 

地域情報通信基盤整備事業において、村内の各世

帯・事業所に音声告知端末を整備いたしました。防

災無線につきましては、平成２２年度末において運

用を廃止し、本年４月１日より音声告知放送システ

ムの運用を開始しておるところでございます。 

音声告知放送システムでは、普段の一般放送や今

回のこの議会中継のほか、有事や大震災の大災害の
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際に消防庁の全国瞬時警報システムＪーALERT との

連携による自動起動放送や火災等による消防団員へ

の出動伝達を音声告知端末と野外拡声機を通じ、情

報の伝達を行う仕組みであります。 

運用を廃止した防災無線につきましては、無線と

いう性質上、電波の受信環境の良い鬼志別や浜鬼志

別の世帯では持ち運びが可能でありましたが、今回

の音声告知端末につきましては、光ケーブルによる

有線放送であるため、固定の設置となっており、居

住環境やその方によっては、告知端末の設置場所か

ら離れることで、最大音量で緊急放送を流したとし

ても気づかないこともあろうかと思います。 

そのため、この告知端末には、防災無線のときと

同様に、スピーカー出力を１ポート有しており、外

部スピーカーや出力増幅器アンプへの接続が可能な

仕様となっております。 

昨年の工事施工中や運用開始後に、村に対しまし

ても数件の問い合わせがあり、個別に接続方法を案

内し、新規または防災無線時に使用していた外部ス

ピーカーやアンプへの接続について、既に行ってい

る事業所やお宅もございます。なお、この際、この

費用につきましては、個人負担で行っていただいて

おります。 

議員ご指摘のとおり、今後このことについて広く

住民に周知する方向で、製造メーカーや施工業者に

再度取り付け可能な仕様等を確認し、その仕様によ

り動作確認を行い、施工方法や機器の一例を周知し

たいと思います。 

また、同時に、近隣の電気工事業者で施工が可能

であるかを確認したいと思いますので、ご理解のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：光ファイバーに関し

て告知端末機の取り扱いについてですが、今後とも

適切な対策を求めるところであります。 

最後に、光ファイバー網は今後まだまださまざま

な利用方法が期待できるものであります。将来的に、

その有効活用を期待いたします。 

以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：引き続き一般質問を行い

ます。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：質問をさせていただ

きます。 

まず１番目に、職員研修についてお伺いをしたい

と思います。 

今後の村政を担う上で、若手職員あるいは中堅職

員の研修ということがやはり一番大事なことの柱の

１つになるのではないかなと、そういうふうに考え

る一人でございます。 

組織というのは、確かに組織は形がつかれてあり

ますが、組織を動かすあるいはその組織を活用する

というのは、やはりその任に当たられた人の個人の

力というのが大変大きい位置を占めると、そういう

ふうに考えているわけでございます。 

巽村長も一昨年の１１月に就任をされたわけでご

ざいますが、村長自身も大変いろんな経験をされま

した。その人格を認められて、村長に就任をされた

と思いますし、私も個人的なお付き合いもあります

けれども大変すばらしい方だと、そういう方が村長

になっていただいてよかったなとそういうふうに思

っている一人でございます。 

さて、この村長も就任もう尐しで２年になるとこ

ろでございますが、やはりこの猿払村あるいはこの

宗谷というものをこれから広く動かして、どういう

方向で発展をさせるのか、そういうことが一番大き

なことではないのかなと、そんなふうに考える一人

でございます。 

現状の今、課長方あるいは村の三役方がこの議場

におられるわけでございますが、近い将来を担う人

材について、やっぱり今から若手、役場採用間近な

方々、あるいはそれを踏まえながら尐しは経験をし

た中での中間・中堅そういう方々を、これからやっ

ぱり人的に育てていくと、こういうことが非常に重

要なかぎになるものではないのかなと。 

我々の村の将来を託す上で、やはり方向性を決め

る、それでこの村が存続をしていくということから

鑑みても大変主要なことの１つであると、そういう

ふうに考えます。 
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ただ、今まで私もしばらくそういう場所から遠ざ

かっていたので、今までどのような職員研修をされ

てきたのかということをまず１つお伺いしたいこと

と、それと村長自身が就任１年８か月か９カ月にな

るわけでございますが、今はどのように感じて、こ

れからどのような方向でその職員の研修をされてい

きたいとそういうふうに考えているのか、まず基本

的にお考えを伺いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：野村さん、こちらの席に

座ってください。 

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。 

最初の今の研修経過と研修はどのように行われて

るかということについて、まずお答えしたいと思い

ます。 

さまざまな研修が今行われておりますが、私も先

ほどの議員と同様、初期、最初の研修、鉄は熱いう

ちに打てということわざもありますけれども、最初

の研修が非常に重要ではないのかなと思っていると

ころでございます。 

それでは、現在行われている研修についてご説明

申し上げます。 

毎年、年度当初にその年の職員研修計画を策定し、

職員研修を実施しております。実施してる職員研修

について、主な内容についてご説明いたします。 

まず、宗谷町村会が宗谷管内の町村職員を対象と

して行っている職員研修で、新規採用職員を対象と

した「新規採用基礎研修」、採用後、２年目の職員

を対象とした「初級職員研修」、採用後４年目程度

の職員を対象とした「中級職員研修」に職員を参加

させております。接遇や地方自治制度など、地方自

治体職員としての基礎的な知識を習得することを目

的とした研修でありますが、それぞれの対象となる

職員を全員参加させております。 

また、稚内市が市職員の研修として実施する「法

制執務研修」へ参加し、条例・規則の制定や改正と

いった専門的な知識の習得を行っております。この

研修には、広く各部署から対象者を選定し、毎年４

名程度ずつ参加させております。 

このほかにも、北海道市町村職員研修センターと

いった他の機関が実施する研修機関を活用し、税務

の徴収実務等、その部署において必要な専門知識や

教養・資格の取得などの研修に派遣をしております。 

村独自において実施している研修としては、４人

を１グループとし、その４人が協議し独自に研修テ

ーマや視察先を決定し実施する「国内先進調査町村

視察研修」のほか、今年度からは新規採用職員を対

象として、実際に業務を体験し村の基幹産業である

漁業・酪農業に対する知識を深めてもらうことを目

的として「基幹産業体験研修」を行っております。 

また、オジョールスキイ村との姉妹村交流事業に

おいて、これまでにはサハリンを訪問する際に担当

課長だけではなく、広く庁内各課から職員海外特別

研修として職員を随行させることとしてきました。

今年度は７年ぶりの再開ということで、担当職員２

名のみの随行となりましたが、再来年度に予定され

る訪問の際には、研修として同様な形を考えており

ます。 

このほかにも、職員の知識の習得や研さんにつな

がる機会があれば、予算の範囲内においても職員を

参加させることとしており、今年度の議員の道内視

察においても担当職員を研修を目的として随行させ

ることとしております。 

職員研修の主な内容をご説明させていただきまし

たが、研修機会を通じて気づき・振り返りを行うこ

と、村民に信頼される職員像を目指すこと、自治体

職員として必要な法制執務能力の養成を行うことの

３つを職員研修の基本方針として実施しております。 

中堅、若手職員はもちろんのこと、すべての職員

に必要な研修の場面を確保し、参加させ、村の職員

としての知識・能力の向上を図ってまいりたいと考

えております。 

次の感想と、研修に対する感想ということでござ

いますが、今さまざまな説明したようなさまざまな

研修が行われており、当然それなりの効果が出てい

るはずでございます。 

しかし、２年近く私が職員の皆さんと接しまして

感じることは、研修の前にもっと何か基本的な大事

なことを忘れてないかということを感じております。 
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私の尊敬する北海道大学のクラーク博士の有名な

言葉にボーイズ・ビー・アンビシャスという言葉が

ございますが、このほかにもう１つ有名な言葉を残

しております。それはビー・ジェントルマン、紳士

たれという言葉でございます。大学を創設にあたり

生徒のためにいろんな規則を作らなかった折に、ほ

かの先生たちがたくさんの規則を決めて規則を持っ

てきた折に、あれはこんな文字は要らないと。たっ

た一言、ビー・ジェントルマン、紳士たれ、これだ

けでいいということを述べたそうであります。 

私も、職員の皆様には同じ言葉を申し上げたい。

公務員たれ。公務員にふさわしい仕事生活すること

が一番であり、その上で、しっかりとした研修をし

ていただき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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の方から最後の

方にクラーク博士のボーイズ・ビー・アンビシャス

またビー･ジェントルマン、紳士たれ、村長の方の

言葉から公務員たれ、そういう言葉をいただきまし

た。大変そういう言葉に今感動をいたしているとこ

ろでございます。 

しかし、ここ数年来にわたりましては、大変猿払

村も緊縮財政ということで、あの予算も駄目この予

算も駄目と、研修の予算も私が把握しているわけで

はございませんが、やはり通常の旅費あるいはまた

そういう研修の旅費も削減をされてきたというふう

に今感じている一人でございます。 

そういう中で、やはり基本的な研修が行われてき

たのかどうかということにつきましては、それぞれ

見解の相違があろうかと思います。 

しかし村長も今、就任２年目でございますし、そ

ういう村長の基本的な考え方、しかし財政も非常に

大事でございますけれども、やはり年度年度でこう

いう必要な予算というのも体験をさせる、あるいは

研修させるという言葉は悪いのかもしれません。研

修をしていただく、やはりそういうことも非常に大

事な要素でございますので、いろんな観点も視点、

観点もあろうと思いますけれども、そういうものを

１つずつやっぱり積み重ねていくということがやは

り大事なことではなかろうかなと思います。 

なかなか私どもも体験することはできませんので、

やはり村長の言葉の中に村内の産業体験・産業研修

というその辺がどの程度行われているのか。私はま

た村内のそういう産業に従事する方々、本当に真剣

に生業でありますからやられていると思います。そ

ういった中で、やはり若手の方々にも将来を担う上

で本村の産業は何であろうか。どういう生活をして

いるのか。あるいはそれが起こされた歴史は何なの

か。そして、今後この産業をやっぱり守り抜いてい

くんだと、そういうようなことも感じていただきた

いと。そういった体験をする中から、やはり自分自

身が何をすべきかということも掴んでいただきたい

なと。 

いろんな研修があると思いますけども、やはりこ

の村に住んで、村の役目を背負っているわけでござ

いますので、やはり村が村人が豊かになる、そうい

うことであると思いますので、この村内の産業研修

と申しますかそのことについて、村長は今後どのよ

うな形で実施されているのか。今までのやり方もあ

ると思いますが、村長はどのように展開をされてい

くのか、そこをもう１点お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先ほども尐し触れまし

たが、本年度から私の考えで水産業、漁業水産業及

び酪農業、私どもの村は基幹産業は酪農と水産業か

ら成り立っている村でございますので、私としては

入った職員に関しましては、まずこの牧場そして水

産業の加工場等を現場をまず見ていただき、村が何

から成り立っているのか、それを十分に理解してい

ただきたいということで、特に今年から実施してき

たところでございます。１年目、２年目の職員を対

象といたしまして、１週間ずつ行った経過がござい

ました。 

私といたしましては、これはとても大事な研修だ

と思っておりますので、来年度以降も毎年酪農業に

おける牧場とか水産業、できれば船に乗せるとかそ

ういう漁業体験とか、そういうものをぜひ体験させ、

その後の仕事に活かしていただきたいと思っている

ところでございます。 
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以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の方から、本年

度は水産それから酪農の体験研修を１週間ほど実施

させたという報告がありましたので、大変また、私

もそういうことで理解を示している一人でございま

すので、やはり継続をして進められていくべきでは

ないのだろうかとそんなふうに思っておりますので、

今後もまたそういう体験、そしてまた職員方もそう

いう体験を通じて、やはり人、そういう体験をして

いくことだと思いますので、やはりそれなりに現場

を体験するということが人もひとつ成長させていく

ことだとそういうふうに考えておりますので、是非

また継続をして続けていただきたいなと、そんなふ

うに思う一人でございます。 

２番目、新規就農についてということでお伺いを

いたしたいと思います。 

酪農も規模拡大して共同集約が進んでいるわけで

ございますが、そのことは大変喜ばしいことでござ

いまして、農家の件数が尐しずつ営農体としては尐

しずつ減尐しているところでございますが、いわゆ

る牛乳の生産量につきましては落ちることなく、む

しろ増加をしているというのが私どもも新聞等で拝

見をしている数字から見ると推察をできるところで

ございます。 

しかしながら、やはりここ、ここ数年ぽつぽつ離

農された方々が現実に私どもの側におりますし、数

字的に拾って見させていただきましたけれども、離

農が平成１３年から平成２２年まで当初は７６戸、

平成１３年には７６戸の農家であったのが現在は６

１件と１５の減尐になっております。うち、法人に

変わりまして、そのことによって経営体が減ったと

いうのが３ないし４あると思いますので、それにし

ても今営農体がトータルして６１戸という現状でご

ざいます。 

そして新規就農というのが、これまた平成１３年

から平成１９年にかけて新規の就農は４件あります。 

その昭和５９年より以前の新規の就農が、今現在

猿払村で営農されてる方が、１０件というふうにお

聞きをしておりますので、平成５０年以前に新規就

農された方が１０件、それから平成１３年から今、

平成１９年までに就農された方は４件、合わせて新

規で就農されていた方々が１４件入っております。 

こういう言い方をしたらあれかもしれませんが、

今現在、６１戸の営農個体数でございますが、ここ

から新規就農の方１４件を差し引きますと４７件に

なります。 

今まで既存というか、いわゆる最初に入った方々

からずっと営農を継続する、あるいはまた承継をさ

れた方々の数が４７件というふうに今推察できると

ころでございます。 

猿払村の全盛期と申しますか、最初入られた頃は

やはり畑作、いもとか、そういうものを作られて、

たくさんの農家が自分の食糧も兼ねてそういうもの

を継続されてこられて、昭和３０年代に入りまして

酪農ということで、やはりこの冬のあるいは夏が冷

涼だという形の中でいろんな模索をされまして、酪

農ということが住みついたわけですけれども、多く

の方々が今離農をされて後継者がなく、離農された

農家も数多くあるわけでございますが、しかし今こ

の６１件という数字を見てみますと、やはり母体の

数字が小さくなりますと、そこから今度そういう離

農とかそういうものが出ますと、非常に大きな数字

になりまして、しいてはそこに住んでいる人方が大

幅に減尐するということから見ると地域崩壊という

ことにもなりますし、しいてずっと追っていくと産

業の崩壊につながって、バランスがとれなくなって、

そういうことも考えられなくはないとそういうふう

に考えます。 

私はまた、その離農跡地につきましては、皆様方

また周りのその地域の農家等で利用され合っている

というふうには聞いておりますけれども、やはりそ

こで今まで立派な農家として営農されてこられて、

後継者がなくて離農されたというふうにお聞きをし

ているところがほとんどでございますので、やはり

そこでまた新規で入って十分にできるのではないか

と。そんなところが何カ所もまだそのままになって

残っているというようなふうに私は思っております。 

やはりこの際、この個体数、営農個体数を維持あ

るいはまた産業としてこれからも隆盛的にやるんだ
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とそういう観点からも、この新規の就農について積

極的に前向きにやっぱりやるべきではないのかなと、

そんなふうに思っている一人でございます。 

このことについて、今後どのような形でそういう

前向きな方向にされるのか、村長のお考えをお伺い

をしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

ただいま議員もおっしゃったとおり、今農家の戸

数は６１戸ほどになっております。 

ご存じのように、終戦直後には４００以上の戸数

がございまして、ただこの農業の条件がこの地はあ

まりよくなく、泥炭土壌・酸性土壌・冷害・洪水・

熊、また、さまざまな障害がございまして１００数

件に一時減りました。そのうち、酪農業が昭和３０

年代に入りまして酪農業に曙の光を見い出しまして、

今大型経営とそしてまた家族経営の２つの経営体が

共存しているという猿払村の酪農業でございます。

私も営農されている方も見ておりますし、その後な

かなか新規の方が入らないというところも懸念して

いるところでございます。 

質問にお答えしてまいります。 

酪農業の振興につきましては、本村の基幹産業の

１つであることから、生産基盤の整備や資金借り入

れに対する利子補給など、さまざまな施策を展開し

ているところでありますが、後継者の不在や経営者

の不慮の事故等による離農が発生しておるところで

ございます。 

これらの離農跡地につきましては、これまでも新

規就農者として酪農業に夢と希望を持った若者を受

け入れてきた経緯もございますし、周辺の農家の

方々が農地を引き取り、規模拡大を図る場合や、一

時的な農地に対する利用権の設定のみにとどまる場

合など、その位置や規模、施設の状況などにより異

なる対応がされてきております。 

中でも、国の制度などを利用した新規就農者につ

きましては、昭和５０年代の後半から現代に至るま

でに１４名を受け入れ、現在の農家戸数の約２３％

を占めるに至っており、酪農業のみならず地域集落

にとっても中心的な人材として欠くことのできない

地位を占めていると考えております。 

こうした状況から、ご質問にございます離農跡地

への新規就農につきましては、議員と同様に私もそ

の必要性を十分に認識しており、意欲ある若者を積

極的に受け入れていきたいと考えております。しか

し農業を取り巻く厳しい環境から、道内のどの地域

でも同じような状況にあり、先ほど申し上げました

とおり離農跡地の位置や規模、施設の現状などに大

きく左右されることも事実であります。 

特に酪農業につきましては、経営に必要な草地面

積も大きく、加えて畜舎や農業機械など経営を開始

するための投資も多額となりますことから、慎重な

協議を要しますとともに、就農後における地域や関

係機関からの支援も重要でありますので、こうした

ことを念頭に置きながら慎重に取り組んでまいりた

いと存じております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長さんからは

新規就農に向けて取り組んでいくという発言答弁が

ございましたので、私も安堵をしているところでご

ざいます。 

まだ、この新規就農、それから農業全体、こうい

うものを考えますと、今大変大型化共同集約化、合

同集約化と申しますか、いわゆる草、それから餌、

それを共同配送をする大型化の条件を整わせて、そ

れに参画をしている農家、それからまた放牧酪農と

申しますか、そちらの方に進まれている農家も猿払

村の中で数件あるというふうにも聞いておりますが、

やはりそういった中でも草刈りの集約化によって大

きな面積の草が短期間で刈れると。メリットとしま

しては、大変一番いい時期に一番いい状態の牧草が

刈り取れる、飼料が確保できるという、大変一番い

いメリットもあると思いますが、そこには今、農家

以外の方々も参入いたしまして、仮に土木屋さんで

すとか、あるいはまた建設関連運送関連の方々もか

なりそういう現場に行って、農業というのは一つは

地域の重大な産業の一つであると。それに関連する

業界もたくさんあるということも事実でございます
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ので、ぜひこの農業をやっぱりそういう観点からも

ぜひ行政としても、いろんな新規就農の方もいらっ

しゃると思いますが、過去にやはり猿払村を選んで

いただいた１４名の農家もあるわけでございますの

で、いろんな形の中で行政としてやっぱりどこかで、

そういう猿払村の独自制度みたいなものを作られて

魅力のある、そしてまたそういうことを言ってはな

んですけども、やっぱり資質の高い方を選んでいた

だけると、そういうことが新規就農に求められる

我々の期待ではないかな、そんなふうに思いますの

で、ぜひともこの件につきましては村長の決断で進

めていただきたい、そんなふうに考える一人でござ

います。 

次３番目の農業後継者について。 

○議長（山須田清一君）：野村議員に申し上げます。 

ここで休憩を挟みたいと思います。 

１１時１０分まで。 

 

休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１１時１０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。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：それでは農業後継者

対策について、３番目の質問をしたいと思います。 

農業、農業だけではありませんが、その産業を考

える、あるいはまたそういう若者のことを考えます

と、やはりこの後継者、このことにつきましてはや

はり皆さんがご承知のとおり、いろいろ頭を痛めて

いるというのが現況ではないのかなと、大変大事な

ことの根幹をなすものであると、そういうふうに考

える一人でございます。 

この農業後継者のことで、やはり就労の形として

早くかまどを持って一家を構えながら夫婦で一生懸

命努力をされて、また、この農業を盛り立てていく

ということが今までずっと農業、あるいは農業以外

でもそうですが、やはりそれが基本的な一番重要な

ことであるというふうに考えていることでございま

すが、後継者の問題で花嫁さんを迎えるということ

が次世代へのバトンタッチを考えていく上で最も重

要なひとつのことであると考えています。 

資料を出していただきましたけれども、平成１３

年から平成２２年にかけまして花嫁対策ということ

で、平成１２年からグリーンツアーというものを村

あるいはまた周辺の市町村と連携をした中でやって

いるそうでございますが、平成１３年から５組の方

がこの事業において成婚をされまして、現在もやは

り就農をされて立派に酪農業の後継者に就いて頑張

っておられているというふうにこの資料ではなって

おりますが、現在も対象者として男子が１１名、女

子が３名というふうなこの資料をいただいておりま

す。 

仕事柄なかなか休む定期的な休みとかまた、ふだ

ん仕事をしていてどうしても夜も尐し遅くまで仕事

をされると。昼間も朝の搾乳を終わられて夕方から

また夜の搾乳に入るわけでございますが、やはりい

ろんな形でそういう機会が尐ないということがこの

種の商売の難点かなと、そういうふうに思いますが、

現実としてこのグリーンツアーをやって５組の成婚

があったというふうに聞いておりますので、この辺

をもう尐し拡充をしたもの、そういうことで、もう

尐し成果が上げられないのかなと。成果が上がるこ

とによって、またそういう新規の後継者の対策がな

されて健全な営農の状態が保てるのではないのかな

と。またそこの一家にとりましても、大変な喜びで

あるとともに、やはりまたもう１つ、次の世代のバ

トンタッチも考えられる、これは皆様方周知のいた

すところでございますけれども、このことについて

今村として今後また、先ほどの新規就農についても

１つの産業の方向性として、同じことを言いますけ

れども、こちらの方も今現在就農されている方の中

で深刻な問題だというふうに皆様も捉えているので

はないかなと思いますが、もう尐しやはり深く突っ

込まれたそういう形はないのかなと、対策はないの

かなとそういうふうに考える一人でございます。 

村長も先ほどおっしゃられましたけれども、就任

２年目ということでなかなか難しい問題であります

が、これはひとつ正面から取り組んでいただいて、
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やはり農家の方々あるいはまたそういう後継者若手

の方々といろんな形でお話しできる機会があると思

いますので、どのような方法がいいのか、どのよう

にやっていったらいいのか、その辺を端的に村長の

気持ちをお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

農業後継者についてでございますが、これは私が

村長に就任した折の目標が、孫の代まで暮らせる地

域をつくるということでございますので、この後継

者問題も私にとりましても大きな大きな課題でござ

います。 

今、農業後継者対策については過去からさまざま

な方法で行われておりますので、継続してまいりた

いと思っているところでございます。それとともに、

農業が周りの方からも憧れる職業になる対策も必要

と考えております。厳しい労働環境、そして生活環

境、これらの対策も地域の皆さんと協議して整えて

いかなければならないと考えております。花嫁・花

婿の皆さんが、そして都会に行った息子・娘が帰っ

て来たくなるような環境を行政・地域の皆様と関連

団体で十分協議して整えてまいりたいと考えておる

ところでございます。 

もう尐し詳しく回答いたします。 

酪農業に対しましては、厳しい労働環境や生活環

境といった歓迎されないイメージが定着しており、

日々の経営を支える心強いパートナーを見い出す障

害となっていることが事実と考えます。 

村といたしましても、こうした状況に、ただ手を

こまねいているわけでなく、従来より名称等は変遷

してきておりますが、直接的な出会いや交流の場の

設置や参加、農業後継者が組織する団体への運営補

助、主に本州方面から本村に嫁がれた方々の親睦の

場の設置などを行ってまいりました。 

これら活動の成果といたしましては、本村の主催、

若しくは他団体の主催する出会いや交流の事業をき

っかけとした成婚が、この１０年間で７組となって

おりますとともに、こうした出会いから、本村へ嫁

がれた方々が組織する「ニューファーム睦会」の会

員も２３名となっているところでございます。 

また、現在、村内においてこうした活動の対象と

なる後継者は、先ほど議員の言葉の中にもございま

したが１４名ほどとなっており、東宗谷農協などと

連携しながら出会いの場などへの積極的な参加をお

願いしているところでありますが、言うまでもなく

本人にとっても、また親御さんにとっても、その一

生を左右する大きな節目となるものでありますので、

拙速な行動、判断に陥らないよう温かく見守ること

も重要と考えております。 

なお、酪農業に対するイメージといった点におき

ましても、農家経済に対する支援や周辺環境の整備

の促進、さらにはヘルパー組織への支援などを通じ

て、潤いとゆとりのある農村生活を実現しようと努

力しているところでございますので、ご理解をお願

いいたします。 

社会的にも晩婚化が進み、どの年代においても未

婚率が高くなる傾向にあると言われる一方、婚活と

いう言葉が生まれ、これがブームとなるなど、結婚

に対する考え方もさまざまな時代となりましたが、

議員のご指摘のとおり、家族経営を基本とする酪農

業にあっては、人生の苦楽をともにするパートナー

の存在が最も重要と理解しておりますので、今後も

継続して取り組んでまいりたいと存じております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、村長答弁は、こ

れからも継続して積極的にその必要性を感じている

ところであると。そしてまた、積極的にやっていき

たいというご答弁をいただいたわけでございますが、

先ほどの資料の中で、私５組と申し上げましたけれ

ども村長の方から７組、私の方の資料が誤っており

ました。７組でございますが、１０年で７組、今現

在対象者が１１名の３名、１４名でございますので、

やはりその機会がなかなか、何回そういう機会があ

っても尐し縁が遠い方もおられるとは思いますが、

やはり対象者が１４名おられるわけでございますの

で、やっぱりそういう幅広いそういう支援が必要か

なと、早めに必要かなと、そんなふうに考えている

一人でございますので、その辺も踏まえまして今後
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その花嫁対策、後継者対策をやはり充実したものに

していただきたいなと、そんなふうに考えたいと思

います。 

次に４番目、海岸浸食についてお伺いをしたいと

思います。 

この猿払村の全海岸と言っていいと思いますが、

もちろん下場はほとんど砂地でございますので、猿

払村の境界、東浦地区との境界からエサヌカ海岸ま

で全部がほとんど砂地でございます。かつては苗太

路地区あるいは知来別側のシネシンコ地区、浜鬼志

別のシネシンコ地区、あるいはちょうど浜鬼志別の

浜猿払寄りのいわゆる牧場の下、あるいはまたその

インディギルカ号の下のあたりが、また下に昔は生

活の道路がありまして、そこに住居も多く点在をし

ていたと。エサンベに続いていたエサンベ地区、あ

るいは猿骨地区、浜猿もやはり今は裏地の方は草地

になっておりますが、前の方のエサヌカ海岸につき

ましても、しばらく前に見たときは相当数浸食が進

んでいると、そういった状況でございまして、かつ

ての栄枯盛衰をなした港ではなくて、最初の頃のホ

タテ漁業の跡地というのはほとんど今見られないと

いった状況でございますし、現実に昨年、一昨年で

すか、いわゆる知来別地区国道を山の方に持ってい

くと。それは原因は何かというと、国道の確保が難

しくなってきたと。それで簡単に、簡単にしたら怒

られますけども、開発の方としては、道の方にその

海岸の侵食の対策については道の方の仕事なんだと。

我々は道の方に何ぼ言っても会議の席にも出てこな

いんだと。それで開発としてはそういう責任がある

ので、道路を上に上げたいと、そういう説明会の中

でもありましたし、しかし、今、浜鬼志別の牧場の

下あたりにつきましては、先日議会の村内視察でも

漁組さんの海水を取水してるところの周辺を見に行

きましたし、上からもまた時々また見る状態でござ

いますが、ほとんど砂浜がなくて、場合によっては

斜面の下までぎりぎりまでとられていると、そうい

うような状況でございます。 

事業的に見ますと、一部いわゆる針金でカーブ看

板と申しますか塊を閉じ込めて、ところどころから

海の方に突出させている事業もありますが、それも

設置をして何年かしてしまうと壊れてしまうか、あ

るいは海の中に沈んでしまうかというのが、今ここ

何年かずっと私たちもそばにいて時々そういう配慮

をしますが、対策としてなされてはいないのではな

いのかなと、効果が上がっていないのではないのか

なとそんなふうに思っている一人でございます。 

それと、猿払の方のエサヌカ海岸の一部でありま

すけれども、やはりそっちは離岸堤を海の中にいわ

ゆる海面があがっているような形で設置をいたしま

したところ、やはり周辺につきましてはやっぱり侵

食は止まったという報告も我々もまたそういう目で

感じておりますし、また、知来別から知来別港から

稚内寄りにつきましては、私どもも記憶のあるとこ

ろでございますが、かつては侵食が激しくて、陸に

いわゆる防潮堤と申しますか消波堤を作りまして、

そこの本当に底の方までぎりぎりまで波が打ち上が

って、本当に時化が続きますと、ドーンドーンとい

うような響きが伝わって、我々のかつて住んでいた

ところもそうでございますが、そういう波の音が地

響で伝わってきた時代もございますが、その知来別

の稚内寄り側につきましてはここ１０数年ほど前か

らその離岸堤を作りまして、計画的に離岸堤を岩田

さんの前までですか、ところどころ尐し間をおいて

やってきたところ、浜がやはりついて、そしてそう

いう時化のときもやはり波が穏やかな状態といいま

すか１回消される、そういうような状態で本当に成

功していると、そういうふうに私どもも感じており

ます。 

これがもう１つは、その効果は浜がついたという

ことだけではなくて、資源的にも非常にコンブの種

が付着をしてコンブの最大の繁殖地になっていると。

コンブが繁殖をするということはやはりそれを餌と

するウニの資源も回復をしてきていると、そういう

ふうにも聞いてきております。 

何か私も先日このお話しをいたしましたら、当時

その離岸堤を造るのに漁民さんの相当な反対があっ

たという、海を公有水面を埋めるということで反対

もあったと聞きますけれども、しかしやはり政策的

にそういうものを造っていただいたと。 

しかし、今となってはそれが最良の方法で、浜が
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穏やかになっているというのが現状でございまして、

このことはやはり見逃すべきではないと思いますし、

村長さんもいろんなことでそうだというふうに思っ

ておりますが、なかなかその受けとめていただく管

轄のいわゆる道の方では、やはり今大変な予算の状

況の中でございますので、なかなか大きな予算は付

けられないと。したがって、いわゆる塊をコンクリ

ートで固めてちょこちょこと、ちょこちょことして

も相当な予算なると思いますので、やはり私は思い

切ったそういうその土現さんのやっぱりそういう判

断だけではやはりそれ以上の先には進まないのでは

ないのかなと。 

そこで、やはり村長を初め我々もお手伝いできれ

ばそういう形で国の方でやっぱり大きな力でそうい

うものをやっていただきたいなと、そんなふうに思

っている一人でございますので、その点について村

長も今後どのような形で考えていらっしゃるか、そ

れをひとつお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

海岸浸食は今北海道全土で進んでおり、国も道も

財政難の中で優先順位をつけながら対策を行ってお

るところでございます。 

村といたしましても、陳情の機会があるたびに今

の現状を強く訴えておるところでございます。今後

も引き続き現状を今も議員もおっしゃっておりまし

たが、国と道のみならず、さまざまな関係機関に訴

えてまいりたいなと思っておるところでございます。 

もう尐し詳しくお答えいたします。 

猿払村の海岸に限らず、地震や台風、冬季波浪等

の厳しい自然状況にさらされており、津波に高潮、

波浪等による災害や海岸浸食等に対して、人命や財

産を災害から守るとともに、国土の保全を図るため

に今海岸整備が進められております。 

当村の海岸線全延長は３万６，５９３メートルで、

稚内市境界から浜猿払漁港までは国土交通省所管と

なっており、延長は２万３，１２２メートルであり

ます。また浜猿払漁港から、浜頓別町境界までが農

林水産省所管で延長は１万３，４７１メートルと管

理区域が２分割されております。 

知来別地区の漁港より稚内側の住宅地域において

は、沖出し潜堤を設置し、海岸に砂が付いてきてお

ります。 

浜猿払漁港から浜頓別町境界までにつきましては、

道営海岸保全施設整備事業において、平成元年より

侵食が著しい箇所から海岸保全整備を進めており、

平成１８年度から平成２０年度にかけて沖出し潜堤

を実施しております。今後の方針につきましては、

潜堤部の工事を一時見合わせて、状況確認調査を行

うこととなっております。 

また、侵食や洗掘による被害が懸念される箇所に

ついては、対策を講じていくこととなっております。 

稚内市境界から浜猿払漁港までにつきましては海

岸浸食が著しく、国道２３８号線においては、浜猿

地区防災事業で山側に路線の切替を予定中でありま

す。 

海岸管理者の稚内建設管理部とも協議を実施いた

しましたが、北海道予算の関係上、住宅地域等にお

いて危険度が高い箇所については対策を講じるが、

守る対象が道路、鉄道、空港等はその管理者が行う

こととなります。沖出し潜堤は高額でありますので、

費用対効果や漁業への影響を考慮し、消波ブロック

等の護岸工での対応で実施する協議をしております

が、今後においても引き続き海岸保全施設の整備促

進を関係機関に強く要望してまいります。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の答弁にはあり

ましたけれども、大変大きな予算が使われるという

こともありますし、どこの財政も非常に詰まった状

態だといったことで、なかなか対策として難しいと

私もそういうふうに思っております。 

先ほど知来別の稚内寄りの海岸のことも申し上げ

ましたが、この管内では富磯の海岸ですね。富磯の

海岸には随分長い消波ブロックというか、距離的に

はかなり知来別よりも相当長いものだと思いますが、

そこもやはりその離岸堤と申しますかそれを造りま

して、やはり海岸が砂が付いて、伸びて、そしてあ

そこはコンブの産地でございますので、コンブ干し
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場も確保されて、それぞれまた国土の保全もなされ

て、また生活の場あるいは産業の場としても有効に

なっていると。また詳しくは聞いておりませんが、

当然コンブ等生産地でございますので、コンブ等の

種も付着をしたり、あるいはまたその沿岸漁業の花

でありますウニ漁などもそういう資源がたくさん回

復されているものではないのかなと、そんなふうに

思ってあそこを通っている一人でございます。 

なかなか人の住んでいない地域は難しいと、そう

いう答弁の一言もありましたが、やはり浜鬼志別の

港から浜猿払側あるいはまた浜猿払側でも人が人家

がすぐそばにある状態でございますし、冬季の間に

は、やはり大時化になりますとほとんど屋根から何

からもう本当に潮がかぶってくるというのが住んで

いる人方の、我々も通りすがりで見てもそういう状

況でございます。まかり間違ってどこか１箇所でも

破損すると道路まで取られるのではないのかと、そ

んなふうにもう本当に幅が近く、凪ているというと

きはさほど感じないのかもしれませんけど、一度大

きく荒れますとそういう危険というのは切実な問題

でございます。 

それで、やはり今そこも先日その組合の海水の取

水施設をそしたら、組合さんの方も自前でいろんな

形でブロックを見つけてこられて、それらもやっぱ

り補整をなされて、やはり今の生産、いわゆるその

貝の課程につきましては、海水の取水というのはも

う一番効果的だというふうにも聞いておりますし、

それをいろんな形で保全を最重点事項としてされて

いるというふうに聞いております。 

さらに、やはり観光としてさるふつ公園、いわゆ

るインディギルカ号の下も、私たちが記憶をしてい

る最大の砂場というのはかなりありまして、商工会

青年部等で家族レクリエーションをやろうといった

ときにたくさんの砂場があって、子どもたちも遊ば

せて私たちも遊びながら、また岩場もありますので、

尐し泳いで楽しませていただいたという記憶があり

ますが、今現在はあそこはコンクリートブロック、

コンクリートの壁の塊ですね。ほとんど砂浜がない

と。しかし、そのコンクリートのブロックも機能し

ているうちはいいのですが、やはり波の力というの

は相当大きなものですから、それがどこかやっぱり

破損してしまうと公園自体もそうことで亀裂が入っ

てしまったりと、また、生活圏の方もそういうこと

でございますので、今成功している事例として、そ

の離岸堤を設けるということをやはりそこの場所に

は今行っている塊をコンクリートで固めて、コンク

リートで縦に出すよりも、やはり予算はたくさんか

かるかもしれませんが、その辺を政治的な場に持っ

ていけというのは大変これ難しいことかもしれませ

んけど、そのような１つ周りに住んでいる住民また

いろんな観点から申しますとそういうことが必要で

はないのかなと、そういうふうに思いますので、も

う一度そこのところを村長も先ほども強い答弁をい

ただきましたけれども、そういう政治的なそういう

ことも視野に入れてやっていただきたいと、そうい

うふうに思いますので、もう一度村長の考え方を伺

っておきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先ほどもお答えいたし

ましたけども、私も今の質問を聞いて思い出してお

りましたけれども、たしかにあの公園の下の部分は、

私も幼いころ海水浴場でございました。私もよく鬼

志別からあそこへ行って、夏場の暖かい日はよく楽

しんでいた記憶がございます。 

私も去年ですか昨年度はごみ拾いを行いました。

浜鬼志別から公園までですね。あまりの変わりよう

に、正直言ってびっくりしました。こんなに侵食さ

れているのかと。本当に驚いたところでございます。 

先ほどと同じ答弁になりますけれども、あらゆる

機会、あらゆる関係機関を通しまして、その浸食の

対策を切に切に訴えてまいりたいと思っております

ので、ご理解をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長も海岸の清掃と

いう形で参加をされたということで、改めて認識を

なされたということでございます。今後もまたあら

ゆる立場で陳情をしていくとそういう言葉がござい

ましたので、海岸の浸食についてはまた私どももま

た機会がありながら、またいろんな形で私たちので

きることでそういう提案をさせていただきたいなと、
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そんなふうに考えております。 

次、５番目のシカ対策でございますが、前段で同

僚山森議員がたくさん的確な質問をされましたので、

私が考えていたこともほとんど同じことなので申し

ませんが、シカも本当に毎日見ない日がないくらい

ほとんど毎日見ているというような状況でございま

す。そして人家の側に現れて、家庭菜園なども荒ら

されているという状況でございます。 

ただ、当村はその酪農地帯ということで草地、畑

はありませんので、畑の被害であれば１つの畑がま

いってしまうと大体生産物いくらいくらという形で

積算できるかもしれませんけれども、草地でまた食

べたあとまた生えてきたりしますので、どの程度の

食害になっているかというのは私自身もなかなか推

察をすることができない。行政とかプロの方々がそ

ういう形で算定するのはまたどの程度になるのかわ

かりませんけれども、しかしいずれにいたしまして

も今の食害、草の食害もありますし、それから交通

事故もありますし、先ほどもその死亡事故にも至っ

た例もあるということの中で、やっぱり管内的な連

携も必要だと思いますが、やはり村独自で、先ほど

猟友会のメンバーも相当数尐なくなっているのと高

齢化等、それぞれまた猟友会の方々も仕事をお持ち

の方でございますので、その辺の底辺の底上げとい

いますかね、いろんな対策を講じるにしてもやはり

そういう猟友会のメンバーにどう増やしていただけ

ればいいのか、あるいはまた先ほど私農業のことで

申しましたけれども、そういう草の時期とかそうい

う先ほどあれですけど、期限があるところに従事し

ている人等にやっぱりそういう資格を取っていただ

く、あるいはまた草の真っ最中の時期にシカ撃ちを

やれとは言いませんけども、ある程度ひと段落した

時点からやっぱりそういう人方にもやっぱり入って

いただく、協力者になっていただくというのは方策

が講じられるないのか。そういうことによって、や

っぱり農家は自らやはりなかなかそのシカの駆除と

いうことに当たるということになると大変なまたあ

れにもなりますし、そういう最盛期の草の時期を尐

し過ぎてそういう人方が手の空くときにそういうふ

うになれば、１つは猟友会の方々と違いまして終日

そういう仕事を、ですから尐しセミプロになるのか

もしれませんけれども、そこについてはやっぱり予

算の面ですとかあるいはまたその人的な確保という

面で、そういう方面の方とまた銃を先ほども質問の

答弁に出ていましたけれども、やっぱり銃の許可を

取得するということにはそれなりのやっぱり研修も

積みませんとなりませんですから、そういう総体的

なやっぱり対策というものが各市町村と話し合う上

でも、それはやっぱり基本的なレベルで村としてや

っぱりどうして考えていくのかということが大事な

ことではないかなと思いますのでその点、１点だけ

ご答弁いただければなと、そういうふうに思いまし

て、質問を終わりたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先ほどとも同じような

答弁になろうかと思いますけど、ハンターの件に関

しましても先ほどこの数年で全道でも何千人も減っ

ているという状況でございまして、ある人が言って

おりましたけれども、ハンターこそが絶滅危惧者だ

と、そのような言い方もされている方がいらっしゃ

るぐらいハンターの減尐が著しいところでございま

す。 

先ほども言いましたけれども、さまざまな規制が

ございまして、なかなかこのハンターの規制緩和と

いうのは難しいというのが現状でございます。その

中でも何とか育成する方法を検討してまいりたいな

と思っております。 

そしてまた我々先ほど申し上げましたが、首長レ

ベルでも協議会を開催しております。年に１回総会、

臨時総会も何度かされておりますけれども、その中

でもやっぱり一番議論になるのは、財源ということ

でございます。施設をつくるにしても何をやるにし

ても財源が必要だということになります。それこそ

本当にこの対策をするということはもう億単位のお

金が必要なわけでございますので、やはり一番大事

なのは世論ですね。世論をつけるということでござ

います。シカ対策に対してどうしてもしなければい

けないというそういうものを何か皆さんで形成して

それからでないと、なかなか前へ進まないというの

を感じておるところでございます。 
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先ほども議員もおっしゃっておりましたけれども、

特にこの道北地方におきましては、最近になってシ

カの数が急に増えてきたということもございまして、

被害総額ですね、草地という兼ね合いもございまし

て被害総額がなかなか正確に把握できないというの

が１つの世論を作る上でのネックとなっているとこ

ろでございます。それらのことをただいま管内にお

きましては南宗谷４町村の課長レベルで今検討して

おりますし、宗谷総合振興局の方も今そのような検

討しておりますし、また本日の新聞によりますと留

萌の方の振興局では、エゾシカチームができたとか

と、さまざまな形で今取り組んでいるところでござ

いますので、何とかシカ対策解決に向かって市町村

とみんなが一丸となって今取り組んでいるところで

ございますので、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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長から答弁をいた

だきましたので、これで質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：ここで休憩をしたいと思

います。 

午後１時００分まで。 

 

休憩 午前１１時５０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。 

５番、眞田君。 

○議員(眞田勝也君・登壇)：５番、眞田でございま

す。 

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。 

まず第１点の、住民の健康づくりの対策について

でございます。 

通告書に書いてあるとおり、国際的に見て日本は

健康寿命が長く、自分は健康だと考えている国民が

多いと。平均寿命だけでなく健康寿命というものも

もっとも長いと言われております。 

しかし、それと比例して医療費が３７兆円にもな

ろうとしている。こういう実態を見ると、さらなる

国民の健康づくりというものが大切になってくると

そのように考えております。 

先の国会で、スポーツ基本法が成立しました。５

０年ぶりと言われておりますけれども、スポーツ振

興法というものは全面改正されたと。すでに施行さ

れております。 

基本法は、国際大会だとかアスリートの強化、そ

れと国際大会の開催それと学校体育、そういったも

のに主眼が置かれていると言われておりますけれど

も、すべての人々にスポーツを楽しむ権利を認めて

いるものだというふうに理解いたします。 

６月の定例議会でも、この基本法の問題に関して、

施設利用、有効な活用の観点から一般質問しており

ますけれども、これについてはトップアスリートを

作るだとか地域のスポーツ振興、これは大きく２本

の柱が掲げられていると言われておりますけれども、

子どもから高齢者までスポーツをする人、スポーツ

を見る人、スポーツを支える人スポーツを育てる人、

地域全体での新たなスポーツ文化の振興がこの基本

法では期待されていると同時に、子どもの心身とも

健康な育成、大人のスポーツ、軽スポーツを通じて

の健康づくりと予防医療の効果が極めて高い確率で

私は期待できるものだというふうに考えております。 

そこでお伺いいたします。住民が日常的にスポー

ツ、また軽スポーツ、体を日常的に動かすことでの

健康効果または医療費の削減の効果こういったもの

についてはどういう分析をなされているのか、まず

第１点お伺いします。 

さらには、内閣府がまとめた高齢者の社会白書、

これでは高齢者の健康な生活確保それと医療費の削

減の観点から、健康づくり・健康増進対策は待った

なしと言われておりますけれども、今すぐにでも取

り組める、またできるような具体的な環境づくりそ

ういう対策についてもお伺いいたします。 

○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。 

まずは当村におきましては高齢者のパークゴルフ
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・ゲートボールが結構盛んでございます。特にゲー

トボールに関しましては、何回もこの猿払村で大会

が開催されております。宗谷管内・全道にまたがる

もの今年は５回ほど開会式であいさつをしておりま

す。先日のあいさつの折にも、冗談でたまに優勝旗

を持って来いというお話をいたしましたら、席上に

本当に優勝旗を持ってまいりました。聞いたところ

によりますと、滝上町で障害者の全道の大会があっ

て、見事優勝したそうであります。聞いたところに

よりますと、毎日室内でも室外でもゲートボールの

練習をしていると、その積み重ねがこの優勝につな

がったということを聞きました。ゲートボールで優

勝したメンバーの皆様が健康であることは、たとえ

データがなくても私はしっかりと確認したところで

ございます。私も村がひとつになるという目的のた

めに軽スポーツ大会の開催を目指しているところで

ございます。 

先日も８月の２８日ですか、自治会主催によるパ

ークゴルフ大会の開催、そして９月３日は実行委員

会が中心となったちびっこマラソン大会とが開催さ

れました。これからも庁内の財政企画課そして教育

委員会等を中心といたしまして、このような軽スポ

ーツの大会を企画してまいりたいと思っているとこ

ろでございます。もちろん、この目的が当初述べた

ように、みんなで同じことをやってひとつになるん

だということが目的ではございますが、もう一つの

目的として、当然ながら健康推進につながるものだ

という狙いもあるところでございます。 

さて質問の答弁に入りますが、スポーツ・軽スポ

ーツ及び体を動かすことによっての健康効果としま

しては、生活習慣病の予防、精神的にはストレス解

消などの効果があると思います。 

また、医療費削減効果につきましては、新潟県内

のある市では、国保の被保険者対象に、健康運動教

室参加者と参加されていない方の医療費を５年間比

較をした分析結果がありますが、その結果によりま

すと５年後には一人当たりの医療費が運動教室参加

者と参加されていない方の差が１０万４，２３４円

となり、参加されている方の方が低いことがわかり

ました。また調査前と比較しましても、医療費は若

干伸びているものの運動をしていない方より非常に

伸び率も低いという結果になっております。 

猿払村におきましても、国保加入者で過去１０年

間に村の保健事業の中で運動を含む教室、健康教室、

ヘルスアップ教室、アップルエアロビ教室に参加し

なかった女性４０歳から６０歳、４０歳から６５歳

と、継続的に参加した女性の一人当たりの医療費を

比較したところ、教室等に参加しなかった４０歳か

ら６０歳では２３万１，１５２円、４０歳から６５

歳では２２万３，９３２円で、参加した女性では１

２万６，７７０円となっており、運動教室等に参加

された女性の方が約１０万円医療費が低いというこ

とがわかりましたので、今後も保健事業の一環とし

て、運動教室等の事業を継続してまいります。 

次の質問に答弁に入ります。 

具体的な環境づくりと、こういうことでございま

すが、私としましても健康づくり対策につきまして

は、継続性が重要と考えております。現在は、保健

福祉課・地域包括支援センター及び教育委員会が実

施しております健康教室、ヘルスアップ教室、アッ

プルエアロビ教室、足腰元気教室及びノルディック

ウォーキングなど、集団での事業がほとんどであり

ます。中には集団での事業参加が苦手だとおっしゃ

る方もいるようですので、もっと気軽に運動できる

機会を提供してまいりたいと考えております。 

さらに、運動などをして体を動かすことによって、

予防医療にもつながり、医療費の削減効果もありま

すことから、保健師、管理栄養士とで運動と食事の

両面からサポートできる健康増進プログラムの策定

及び施設の提供なども含めた環境づくりをしてまい

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)：今答弁いただきました。 

パークゴルフ、ゲートボールそういったものの日

常的な住民との関わり、いろんな大会イベント、そ

ういった催しをやっている効果、または障害者の大

会、積極的に参加して優勝等の実績もあるというよ

うなことでございます。 

それとさらには、軽スポーツ大会の開催だとかマ
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ラソン大会、これは今までなかった取り組みであろ

うと思います。こういったものを企画して実行に移

すというのは大変なパワーが必要だというふうに私

は理解しております。敬意を表します。まずもって。 

それと体を動かすことによっての効果という部分

につきましては、生活習慣病、ストレスの解消、そ

ういったいろんな効果が期待できるというふうにも

答弁をいただきました。新潟での５年の経過こうい

ったものも答弁いただきました。極めて大きな効果

があるのだなというふうに驚いております。 

さらには、猿払村においての国保の加入者におけ

るこういう数値をはじき出すということは大変な作

業だったというふうに理解しますし、この効果もや

はりすごいものだなというふうに思いますね。これ

は村長も数字を見て実感しただろうと思います。こ

れは十分わかりました。こういう効果についてのご

答弁いただきまして、数値について理解をしました

し、これを継続していくことの必要性も改めて認識

いたしたところでございます。 

それで、具体的な環境づくりというような部分で、

保健福祉センター・教育委員会と集団事業、ウォー

キングだとか今いろんな事業メニューを挙げられま

したけれども、これは集団でやる事業ということで

村長も答弁されました。 

しかし、年齢等を問わないで、また環境も問わな

いで、すべての住民がこういうものに参加していく、

そういう環境づくりが大事だといういうふうに私は

言っているんです。日常的に表に出て、みんなと一

緒になって体を動かす、こういうことに苦手な住民

も存在することは確かです。引きこもっている住民

もおります。そういう人たちをどう一緒に表に出て

もらって一緒に参加してもらって一緒に体を動かし

てもらって、そういうことの取り組みが非常に大事

だと思うのですね。ただ、何々教室をやりますから

参加してくださいとの呼びかけだけで終わっている

事務事業については、やはり私は限界があるだろう

というふうに思います。これをいかに引き出すか。

その機会をどう作っていくか。これが大きな課題だ

と思うのですね。 

そういった部分で考えていけばパークゴルフも苦

手、足もない、なかなか行けない、ゲートボールも

団体的にはちょっと苦手、しかしちょっと行って体

を動かすという場も必要、環境も必要と私は理解し

ているんです。そういったものは大した経費もかか

らないはずなんです。そういう整理をハードの面で

はそういう整備が必要でしょうということと、ソフ

ト面ではなかなかそういう機会に参加しにくいとい

うのですか関心が向いてこない住民をどうそういう

人に参加してもらうか、そういう手立てが大変重要

になってくると思います。それのことにつきまして、

今一度これは教育長の方から教育委員会の立場でも

一つ答弁ちょっといただきたいなと。村長の立場か

ら今一度これについての答弁いただきたいと思いま

す。 

○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）：ただいまの

眞田議員のご質問にお答えいたします。 

確かに医療効果が相当数出ていると。これはしっ

かり拾った数字ではなくて、１０年間の個々のレセ

プトの被保険者の中からいろんな教室に参加されて

いる人されていない人の年齢区分ごとに早期に拾っ

た数字ですので、これは１００パーセントという形

にはなっておりませんけれども、確かに議員おっし

ゃるとおり非常に効果が出ているという形の中で保

健センターとしてはいろんな地域・地区的な部分も

含めて非常にいい場所にあると思いますし、環境的

にも非常に高齢者から幼い子どもたちまで使えるよ

うな場所にあるんだろうというふうに思っています

し、スポーツセンターも運動器具だとかその他もろ

もろハード面の部分は整備はされておりますけれど

も、中にはほとんどが使えない器具等もございます。

その中で、私としては保健センターを中核として、

そこに軽スポーツ、予防医療の観点から体をある程

度動かして、そこで機能を維持して、私も５０歳を

過ぎましてから運動はやりますけれども、非常にや

っぱり足腰が衰えてきたなという感も受けますし、

その中で保健センターの中で尐しでもこの足腰を含

めた形で継続をしていけるような形でそこの場の提

供をしていきたい、環境づくりもしていきたい。そ

のときは当然いろんな運動器具等の経費もかかって
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くるかもわかりません。その部分については今後い

ろんなデータをうちの方ではじき出しながら、また

事務事業評価の中にご提案をしていって、できれば

予算の中に組み込んだ中でやっていきたい。 

また、うちだけではなくて当然教育委員会も含め

てその辺は広域的に相談をしながら今後どうしてい

った方がいいのかという形で取り組んでいきたいと

思いますし、また現在今議員さんおっしゃられたと

おり、これ今行政主導型で場の提供をします。何々

教室、何々教室といった形で団体集団でやるのがほ

とんどの事業でございます。それで今地域包括支援

センターの方で聞き取り調査をいろいろやっており

まして、その中で今議員おっしゃるとおり村長の答

弁にもありましたけれども、やっぱり集団では苦手

だと、ここだったら何とか行きたいんだという人も

中は相当数おられますので、だからここで来られて、

そういう場の提供をしていければなという形の中で

当然その中にはうちには保健師もおります。栄養士

もおります。村長の答弁にもありましたとおり運動

と食事の両面両方からやっていかなければ、生活習

慣病ですとか、そういう部分ではうまく取り組んで

いけない、どちらか片方即効性はあるかもわかりま

せんけれども、長期的にやっていくという形では両

面からやはり取り組んでいかなければならないとい

うふうに考えておりますので、私としては保健セン

ターを今後中核としていろんな形で取り組んでいき

たいなというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：教育委員会の方か

らもスポーツ、身体活動のための具体的な環境づく

りという視点でお話しを申し上げたいと思います。 

スポーツ活動、それからいわゆる身体活動、運動

を行うための基本的条件は３つあるというふうに言

われております。１つは活動する場所があること。

次に必要な活動プログラムがメニューが用意されて

いること。そして指導者がいること。自由に自分が

希望によって何かをやりたいなと思っても場所がな

ければできない、それから行っても自分が取り組み

たいという設備がなければできない。あるいは自分

一人でやっていても、なかなかそれが楽しめない、

長続きしないという点では、これは、指導者が必要

だということで、基本的には３つ条件が必要だよと

こういうふうに一般的に言われております。 

その他に、雰囲気だとか仲間だとかあるいは高齢

者の方々では経済的負担があまりないことだとか、

こういったことが取り組む条件であるというのが国

内の関連アンケート調査で示されているようであり

ます。 

いずれにしても、運動を行う条件というのはさま

ざまありますけれども、具体的な条件を整備して提

供するということは、住民の皆さんにとって大事な

ことでありますし、それがやってみようという意欲

等を踏み出すきっかけになるんだろうというふうに

考えております。 

教育行政としても、具体的な環境づくりには住民

の方々にこの点でどうアプローチをするのかセッテ

ィングするかと、どうセッティングをしていくのか

という、ここは大事なところだろうというふうに考

えておりますけれども、現状では工夫や努力が尐し

足りないというそういった評価であろうというふう

に認識をしております。 

先ほど、村長が各種保健事業に参加をされている

本村の女性の医療費削減の可能性に触れておりまし

た。運動は健康に効果があるという保健あるいは健

康推進部門のこういったエビデンスといいますか科

学的な根拠をこういった具体の情報提供をすること、

それから先ほど議員あるいは担当課長の保健福祉課

長の方からもお話があった身近にハードの面で健康

器具等を利用してトレーニングできる、あるいはそ

ういった場所をつくるというような場の設定、そし

てそこで直接指導をできると、こういった動機づけ

というのは、これは具体的な環境づくりにつながる

のだろうというふうに思っております。 

教育委員会では、こういった保健福祉サイドの動

機づけを連携をしながら、例えば参加者、そこに参

加をしている方々、あるいは対象者の方々を相互に

事業に取り込んだり、あるいは参加を促したり、そ

ういったお知らせをしたり、そういった連携という

のは十分考えられるし、していかなければならない
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というふうに思っています。 

個人あるいは年齢にかかわらず参加ができるよう

な環境づくりということが大事であるというご指摘

がありましたけれども、個人あるいは仲間というこ

とも必要ですので、そういった形でいろいろ取り組

める軽スポーツ・運動の講座・教室あるいはイベン

トこういったものの企画・提供を教育委員会として

もぜひ進めていきたいというふうに思っております。 

加えて、参加をした方々が長続きをすると、ずっ

と継続してやっていけるという、そういった条件づ

くりという面では教育委員会でもそういった方々を

保健福祉サイドと連携をしながらジョイントすると、

仲間づくりに育てていくとかつなげていくと、そう

いった動きも是非検討していきたいと思っておりま

す。 

昨年度から実施をしておりますノルディックウォ

ーキング講座あるいは長年継続しているイチニの会

という行事もあります。それから商工会青年部等が

かつて作り広めていただいておりました現在眠って

いる状況の猿払村独自のあの軽スポーツ、サークル

ボール、それから特に、これから冬ですから身体活

動がそれでも尐なくなってしまうというそういう今

の状況にありますので、そういった冬の事業等々見

直しをあるいは新たな発想のもとで今年度中にぜひ

教育委員会内部でも協議を進めて、１つずつでも住

民の皆さんに提案提供していこうというふうに思っ

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)：答弁いただきまして、

保健福祉課長からの答弁で、やれる範囲のことは今

の施設の限界の中で積極的に取り組んでいくという

基本的な考え方をお伺いしました。安心をしており

ますけれども、一人当たり１０万円の医療費軽減効

果ということになれば、国民健康保険会計の及ぼす

影響というのは非常に大きなものなのです。やはり

猿払村は決して国民健康保険税についても安い方で

はない。あえて言わせていただければ非常に高いラ

インにいるわけですから、こういうことを考えてい

けばすべて連動したものの考え方をしていかなけれ

ば先ほど事業効果・事業評価を云々と言いました。

なぜ事業評価でこういうものを一番先に取り組まれ

ないのかと疑問なんです、私ね。こういうものを積

極的に取り組んで、初めて保険税もこれぐらい軽減

して、それでも足りなければ何か施策を打つと、い

ろんな取り組みというのはあるはずなのですよね。

何も取り組まないで保険税だけ負担してもらいます

という考え方にあっては賛成できないということで、

これについては一人当たり１０万円軽減できたら一

人当たりでも１０万円の機器ぐらいはやってもすぐ

効果があるわけですよね。マイナス効果はないとい

うふうに私は思いますし。やはり一番問題は医療費

の削減効果だとか何かよりも住民が日常的に健康に

生活できるということが大事、この問題なんです。

これをなし遂げるそういう健康な住民を作り上げて

安心して住める村づくり、これは基本になるだろう

と思います。その部分に答弁はこれについては求め

ません。ぜひやっていただきたい。 

それと先ほど教育長から答弁ありました。６月の

定例会において私は公共施設を有効に活用するため

にはこういった提案をさせていただきました。住民

に大きな影響を与えるような、やはりそういう施設

の活用の方策は考えてみたいという答弁をいただき

ましたから、それは理解しております。そうすると

今スポーツや体を動かす条件の中に３つの条件があ

ると。場所、プログラム、いろいろなメニューだと

か指導者だとか。これが全部それは確かにそういう

条件があってパーフェクトなのでしょう。しかし、

この条件がすべて揃わなくても結構だと思うのです。

軽スポーツをやって危険なものはやっぱり指導者、

保健事業なんてあるわけですから、これ以上無理を

しないでくださいよといろんな指導の方法があると

思います。そういったことも含めて是非これについ

ては福祉・教育いろんな連携をして、効果を検証し

あって、今すぐに経費をかけないで尐ない経費でで

きるものであればすぐ対応できるような考え方、こ

れについて最後に１点、この部分については村長の

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）：私もそのように考えて
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おりますし、また先ほどの保健福祉総合センターの

施設の件でございますが、私も何とかその方向で行

いたいとも考えているところでございますし、今議

員もおっしゃったとおりできるだけ経費をかけたく

ないという面もございます。確かに１０万円削減す

るということであれば、さまざまなことが可能かも

しれませんけれども、とりあえず、できる限り経費

を掛けないでやってまいりたいと思っておりますの

で、今村内見渡してもそういう健康促進施設の器械

ですか、かなりの方がたくさん持っていらっしゃい

まして、しかも使ってないという方も私は何人か存

じております。そのような方から寄附をいただくと

か、そのような方向で経費のかからない方法でやっ

てまいりたいなと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)：わかりました。ぜひそ

ういう取り組みも住民に協力を呼びかけて、もしも

眠っているそういう機器があるのなら積極的に出し

ていただいてという、こういうことも大切なことだ

ろうと、気が付きませんでした。是非そういう取り

組みをお願いしたいと。 

２番目にエキノコックスの対策についてお伺いい

たします。 

これは感染すると重い肝臓障害を引き起こすエキ

ノコックス症と言われておりますけれども、新たな

患者発生が続いて、媒介するキツネや犬への感染状

況も変わってないと言われています。 

しかし、新たな患者発生と言いながら北海道で１

０名程度、これは同じラインを推移しているという

ふうに理解して、特に増えてもいない減ってもいな

いという考え方だと思います。 

対策として行われて住民健診、全道的にこれは検

診を受ける機会が減尐しているという傾向、これは

新聞で報道されております。なぜなのだろうかと。

社会的警戒感が薄れているだろうと、そう言われて

おります。 

そこで、猿払村における媒介動物の駆除だとか住

民検診等の対策についてどうなされているのか、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）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

まず、媒介動物駆除の件ですが、本村におきまし

ては平成元年から媒介動物されるキツネを毎年５頭

程度を猟友会に捕獲の委託をしております。捕獲し

ましたキツネにつきましては、虫体検査を稚内の保

健所に検査依頼をしております。 

また、住民検診等につきましては、本村は平成元

年度、北海道のエキノコックス症検診指定地区とな

ったことから、全村民を対象に血液検査を実施して

まいりました。 

平成５年度からは北海道エキノコックス症対策実

施要綱により、３年に１度の検診となり、現在は５

年に１度の検診となったことから、本村では５年間

で村内を一巡するように、年度ごとに地区を決めて

検診を実施しております。検診対象は中学２年生と

１９歳以上の村民を対象としており、中学２年生に

おきましては受診率は１００％となっておりますが、

１９歳以上の村民におきましては３０％台となって

おります。 

エキノコックス症の発見は、検診実施以来０とな

っており、擬陽性者はこれまで数名いますことから、

私としては今後も検診を継続してまいりたいと考え

ております。 

なお擬陽性者の方には市立稚内病院での精密検査

を進めており、その方々からは病気の発症も確認さ

れておりません。 

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)：北海道の市町村が行っ

ている一次検診、これについては２０年前には９万

６，０００人、現在は２万５，０００人、７万人も

減尐していると。 

専門の医師によると５年に１度、先ほど村長から

答弁ありましたけれども５年に１度の検診は必要だ

ろうというふうに見解を示しております。 

猿払村において言ってみれば、媒介キツネだろう

と思うんですけど、年５頭程度ということで、これ

は保健所でも検査をして感染しているキツネはいな

いということなんでしょうけれども、検診について
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は、全村民対象５年に１度、中学２年生は１００％

ですけれども、１９歳以上は３０％、擬陽性ありと。

やはり擬陽性はある。これさえもあまりないんです

ね、北海道の中で擬陽性は尐ないということの中で。

猿払村の人口の中であるということはこれは極めて

注視すべき数字だろうと。たとえ１人であってもで

すね。 

それで、猿払村で考えますと媒介動物の主な媒介

動物はキツネ、これは子どもが遊ぶ公園だとか家庭

菜園、住宅の周りに頻繁に歩いております。糞も散

乱しております。保育所の子どもたちがその公園に

来て遊んでおります。私も時々注意をしながら公園

に行ってベンチの上にある糞や何かには片づけるよ

うには心がけておりますけど、毎日毎日というわけ

ではないです。週に１度知らないような顔をして片

づけてくるというのが実態ですけれども、やはりキ

ツネだけでないですね。ネズミが一番中心でそれを

食べるキツネ、犬、そういったもののその糞が感染

原因で犬にも感染するというようなこともあります

から、子ども・保育園児なんかが来て、そっちは公

園で遊んでいるのですね。極めて心配なんですよ。

感染の心配があると。やはりああいうところを積極

的に駆除をする必要があるんだろうと。重点的にで

すね。それで今後の元年から始まって年５頭これに

とどめるのか。やはり重点的に必要であれば必要な

箇所これを重点的に駆除していくという方法も手法

も必要かと思いますので、この点の考え方を聞きた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

ただいま公園の状況とか心配だというご意見でご

ざいましたが、私も朝毎日犬の散歩をしております。

当然糞をいたしますから糞も処理しなければいけま

せんから、しかしその中で、やはりキツネの糞とか

非常に気になるところでございます。私どもは他の

犬やキツネの糞でも一緒に拾っておりますけれども、

特に私どもの犬は家の中で飼っている犬もございま

すので、それを媒体としてうつることがあるんでな

いかとか、そのようなことは常々私も危惧している

ところでございます。 

したがいまして、確かにある程度場所を限定して

キツネを駆除すると、そういう必要性ももちろん感

じておりますところですので、もう一度しっかり関

係部署とも相談いたしまして、その対策を立ててい

きたいなと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)：わかりました。そうい

うことで年５頭義務的にやればいいんだということ

ではなく、必要に応じた対策をひとつ検討願いたい

と思います。要請しておきます。答弁は不要でござ

います。 

次に、用途に供さなくなった資産、固定資産税の

減免措置についてお伺いいたします。 

固定資産課税台帳に登録されている家屋及び償却

資産がその用途に供さなくなった場合、使わなかっ

た場合ですね、新たにそれが使える施設であって新

たに使用が開始されるまでの一定の期間、村税条例

にある固定資産税７１条、減免条項にまったく資産

税をかけないということではなく、減ずるか免ずる

かいろんな手法があると思いますけれども、こうい

う追加の検討を私はすべきと考えますが、これにつ

いていかがでしょうか。 

○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。 

固定資産税は、１月１日現在を賦課期日とし、土

地や家屋は登記簿等に基づき実態を調査して課税い

たしますが、償却資産は申告により把握し課税して

おります。 

ご質問の家屋及び償却資産が資産用途に供さなく

なった場合とは、事業用施設として使用していた当

該資産が、当該事業を廃して使用しなくなった場合

とご理解いたしますが、まず、このような場合の現

状での取り扱いについてご説明をさせていただきま

す。 

まず、村全体の固定資産税の課税状況でございま

すが、土地は除きます。納税義務業者数８２９件、

中身は漁業関係者が２５９件、農業関係が８８件、

家屋数が２０８７棟、うち漁業関係が５０２棟、農
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業関係が６７２件、これは、専用住宅も含んでおり

ます。 

次に、用途に供さなくなった資産、つまり事業等

廃止後に、現在引き続き課税されている対象として、

離農された方１３人の倉庫等３４棟、商店の廃止し

た方４名の店舗倉庫等が９棟、建設業を廃止された

方３社の倉庫等が７棟となっております。 

初めに申したとおり、償却資産につきましては、

納税義務者の申告に基づき把握することとなってお

り、事業を廃した後は事業用資産としての申告がさ

れませんので、課税はいたしません。 

しかしながら、家屋につきましては、事業用とし

て使用されていない場合にも、課税の３原則である

土地定着性、外気遮断性、用途性に照らし合わせ、

該当する場合には課税しております。 

具体的には、過去から、離農された場合に残った

建物等について相談される場合が多く、現地を調査

し、確認いたしまして、先ほど申し上げました３原

則に諮って課税をしております。 

減免に関しましては、村税条例第７１条では、地

方税法第３６７条の天災被害、貧困による生活扶助

を受けている場合や特別な事情がある場合に限って

条例で定めるとの規定を受けて、天災被害、生活扶

助、公益のため専用する場合、集落再編成促進条例

に基づく移転などの減免についての規定をしており

ます。 

地方税法等関係法令並びに近隣他市町の取り扱い

状況と照らし合わせますと、新たな減免条項項目に

つきましては慎重に検討しなければならないと考え

ておりますので、今後においても納税者に理解をい

ただきながら現実的に対応させていただきたいと考

えております。 

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)：課税三原則もよくわか

りましたし、７１条についても今説明を受けたとお

りで理解はしております。 

問題は、であればですね、法第６３条に、固定資

産税の免税点、いくら以下であれば課税しませんよ

と、これを謳っております。固定資産税の課税標準、

土地にあっては３０万円、家屋にあっては２０万円、

償却資産にあっては１５０万円に満たない場合によ

って固定資産税を課さないというふうになっており

ます。 

ここでお伺いします。いわゆる免税、免れるため

にいわゆる課税評価額を落とすために所有者が、所

有者がですよ、事業用途に供しなくなった資産価値

を下げるために屋根に穴を開けました、壁に穴を開

けましたという形が本当に正しい姿なのか。どちら

が正解なのか私もわかりません。しかし、納税の公

平性というものがございますから、村長も軽々しく

これについては答弁できないというふうに、それは

よく理解します。しかしですよ。これを免れるため

に穴を開けてそれが防犯上どうなんだろうか。災害

にどう対応するんだろうか。美観上どうなのか。今

国道渕もそういう実際あるわけですね。美観上極め

てよろしくないと。そういう場合も合わせてこれを

検討しなければならない事項だと私は理解します。 

それで先ほど村長も柔軟にこの部分については検

討していただける、最終的に答えは出てくるでしょ

うけれども、それはやむを得ないと思います。しか

し検討する価値はあると思います。住宅であれば取

り壊しができないような経済状況にある人たちはど

うするのか。助成制度をどうするのかと。他の町村

では実態は、それに助成金を出しているという例も

あるわけですけど、いろんなケースを研究して、こ

れについてはご検討いただきたいと思います。 

これは村長それも検討、先ほど慎重に検討すると

いうことですから、それを信じてこの部分について

は答弁は不要ということでございます。 

次に、共生型施設整備についてお伺いしたいと思

います。 

６月定例会におきまして、幅広い住民のたまり場

をいつでも行っても誰かに会えて誰かと話ができて、

そういう施設ができないかということでの提案を村

長にいたしました。保健福祉総合センターの方で、

早速その部分に取り組んでいただいたようでござい

ます。私の耳にも冬になったら是非行ってみたいと、

そういう声も実際じかに聞いております。 

そこでお伺いします。住民の利用実態、今やって
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いるその事業の実態、それと今後の見込みについて

もまず第１点お伺いしたいと。 

それと第４期の猿払村の高齢者の保健福祉計画、

それと障害者の福祉プラン、これに施策の課題とし

て位置づけられております小規模多機能型の施設生

活支援ハウスグループホームの施設整備、障害のあ

る人たちの雇用の施設こういったものが総合的にや

はり横断的に考えていかなければならない事業だと

いうふうに理解しております。 

特に、近く計画されている高齢者向けの公営住宅

の建設等も近々中にも事業が始まるということです

から、合わせた議論が必要だろうと。それと総合的

な共生型の施設整備、こういったものを考えるだろ

うと思います。村長の見解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）：ただいまの質問にお答

えします。 

まず最初の共生型施設整備についての質問にお答

えします。 

最初のたまり場の利用状況と、今後の事業等につ

いてでございますが、住民の方の利用実態につきま

しては、９月７日現在で１０９名の方に利用してい

ただいております。利用される住民の方々は、幼児

を連れた若いお母さんから高齢者まで幅広い方々に

利用していただいていると聞いております。中には、

弁当持参で利用している方もおられるようですし、

尐しでも閉じこもり防止やお母さん方の育児等の情

報交換の場などになっていることにうれしく思って

おります。 

また、今後につきましては、たまり場として開放

するだけではなく、もっと大勢の方に利用していた

だけるよう魅力的な事業を展開することによって、

利用者は増えていくものと考えておりますので、検

討してまいりたいと思っているところでございます。 

続きまして、次の質問でございますが、総合的な

共生型の施設整備ということのご質問でございます

が、私も村長就任時におきまして、平成１２年に介

護保険制度がスタートして１０年が経過した中、猿

払村におきましてはサービス提供の施設が、やすら

ぎ苑しかなく、また、利用者受け入れが冬期間等に

おいては一時的に飽和状態となり、他市町村の施設

に依存しなければならない状況となっておりますこ

とから、昨年４月に福祉関係職員で構成する高齢者

福祉施策検討委員会を立ち上げ、今後の高齢者福祉

対策の方向性について、約１年かけて検討協議して

もらいました。結果といたしましては、以前にもお

話しいたしましたが、施設整備につきましては緊急

性はないものの必要がないとは言えないことから、

まず平成２４年度に高齢者向け公営住宅の建設に合

わせて、在宅サービスの充実を図ることとなりまし

た。 

しかしこの福祉政策は、私の考えている大きな課

題の１つでもございますので、現実問題として村民

が他市町村の施設等に依存していることなどから、

議員のおっしゃるとおり、共生型の施設を含めた検

討を福祉関係職員だけではなく、建設課や医療部門

など横断的に検討・協議できる委員会に変えて引き

続き進めてまいります。 

また、今年度、第５期介護保険事業計画の策定時

期であり、地域の課題や高齢者のニーズ等を的確に

把握するため、日常生活圏域ニーズ調査を実施して

おりますので、この結果も参考に取り組んでまいり

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)：最初に前段でたまり場

で１０９名。人数はさほど驚くほど多いわけではな

いです。しかし、こういう需要があるということは

確認できたというふうに私も思います。必要性もさ

らに呼びかけることによって、閉じこもっている住

民を引き出すこともできる可能性も抱えているんだ

なと、そういうふうに理解できました。これについ

ても引き続き頑張っていただきたいというふうに思

います。 

それと、高齢者福祉施策検討委員会なるものを組

織してやすらぎ苑の部分でしょうか、検討してきた

という経過もあるのでしょう。その結果については

私まだ承知しておりません。しかし、現在尐子高齢

化、グローバル化、地方自治体を取り巻く環境、こ
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れは課題が山積していると言われております。住民

の公僕と言われる公務員、それと我々行政に携わっ

ている議員も含めて使命と役割を果たしていくため

には、現在の社会情勢だとか地域の課題、住民ニー

ズが的確に把握できているのか、そういった検証が

きちっとできなければだめなのですよね。私自身も

反省しております。しかし職員も一緒に考えてもら

いたいのですよね、これ。そして住民ニーズについ

ては敏感に反応していただきたいというふうに希望

しますし、さらには先ほど村長は同僚議員の質問の

中でクラーク教授の話があって、紳士たれ、公務員

たれという例を出していただきました。それに私ち

ょっと付け加えると、課題に敏感な公務員たれ、前

例踏襲型の公務員であってはいけない、安全志向で

もいけない、問題意識を持った公務員であれという

ふうに私は村長に付け加えたいと。議員も同じです。

私もその意識を徹底したいと、そういうふうに考え

ております。その上で職員にも注文をつけたいと。 

それで、課題となっている現在の行政組織そのも

のが縦割り行政、全くの縦割り行政です。とりわけ

縦割りの福祉行政の枠を超えて対策を打っていかな

ければならない。高齢者と障害者、地域の住民、子

ども、あらゆる階層を対象とした共生型の福祉事業、

こういったものが今問われているのではないだろう

かというふうに私思うんです。従来の発想から一歩

抜け出ない限り、いろんな事務事業ほかの辺りの町

村から目を向けて関心を持たれる事務事業というの

はできないというふうに思うのですね。何も脚光を

浴びれという言い方ではないんですけども、やはり

オリジナリティは独自で持つべきだろうと、そうい

うふうに思います。 

そこで提案しますけれども、８月１８日のある新

聞の報道で、豊富町のサロベツ福祉会が事業主体と

なって共生型のグループホーム建設の記事が掲載さ

れました。村長当然見ていると思います。地域交流

スペースを備えた共生型福祉施設のパン工房店舗だ

ったり、隣接して障害者と高齢者がともに生活する

共生型のグループホーム建設したりと。総事業費に

ついては１億円というふうに聞いております。掲載

されておりました。 

私は数年前に、高齢者の公営住宅建設時において

福祉と連動した小規模多機能型の可能性はないのか

と、こういうことをみんなで縦への意識を払拭して

横で一丸となってそういう形が取り組めないものか

という質問いたしました。実は村長は違っておりま

したけれども、前村長の時代ですけども、もうこれ

からはそういう時代だというふうに私は思うのです

よね。豊富町にできて何故猿払村にはできないのか

と。単純な疑問です。こういうことも検討していく

必要があろうと思います。前向きに。これは実現す

るような形で検討すべきというふうに考えますけれ

ども、最後村長の考え方を。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：まず最初に、先ほどの

ビー・ジェントルマンですけれども、公務員たれと

いうお話でございますが、私も公務員というのは地

方自治法にしっかりと書いているとおり、住民の福

祉の増進をするのが公務員であります。人を幸せに

するのが公務員の仕事であります。それをしっかり

とわきまえてくれということの意味でございます。 

それと先ほどの豊富町の例でございますが、今年

町村会の首長会がたまたま豊富町で開催されました。

そのときに見せていただきました。議員と同じ気持

ちでございます。どうして猿払村でできないかとい

うよりも、悔しいなと。豊富町にできてなぜうちで

できないんだと思ったのがそのときの実感でござい

ました。豊富町はやはりなかなかその辺は一生懸命

で、いろんな活動をなさっているようでございます

し、また民間の方の力も利用いたしましてそういう

ような事業を行っているということも聞いておりま

す。何とか猿払村もそのようなことができないのか、

先ほども言いましたけれども福祉政策は大きな課題

として挙げて、３つの課題の１つでございますので、

何とか今後実現に向かって、これから努力邁進して

まいりたいと思っておりますので、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)：今の答弁で、村長に答

弁を求めるのがつらい、実はつらい感じなんですよ

ね。やはり民間からこういう発想が出て、組織が出
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て、そして行政にできるものを協力を求めて民間主

導でこういう形を起こしていくというのが私も本来

の姿であろうというふうに考えております。 

しかし、猿払村にはいかんせんその土壌が育って

いないと。それは村長十分認識されていることだろ

うと思います。やっぱりやりたくてもつらい思いを

しなければならないというのはやはり我々に求める

のは行政、これがやっぱりこの姿が悪いんだろうな

と私思いますし、その反省も込めながら私もそうい

う形で民間も一緒になって考えようやと、村長に考

え方だけを求める形もあまり無責任過ぎるなと思い

ながら質問しますけど、村長このあたりは理解して

いただきたいというふうに思います。答弁は不要で

ございます。 

最後に、国が今都道府県単位で国民健康会計その

ものを国保の運営を都道府県単位にしようという今

案が出てておりますけれども、政権与党がその後ど

うなるのかという、そういう問題もありますけれど

も、今のところそういう問題が議論されております。

なぜ都道府県単位なのか。これはとりもなおさず保

険料の格差の解消でしょう。先ほどもちょっと触れ

ましたけれども、あまりにも分母の違いで国保の会

計運営に支障を来すというのが猿払村だろうと思う

んですね。だから高くせざるを得ない、そういう事

情もわかります。わかります。しかし、その中に一

般会計の持ち出しもちょっと足りないですし、住民

にすべて負担させるという今のやり方については私

は賛成はできない。しかし、今後希望が出てきまし

た。市町村単位でなく、都道府県単位でやると。 

これは、前に定住自立圏構想のときに私は提案し

ております。一般質問の中でも。こういうものこそ

定住自立圏で町村同士で連携し合ってやるべきじゃ

ないのかと。 

しかし、今度これが国の方針で都道府県単位でや

るということですから非常に喜んでおるんですけど

も、これによって住民の負担がどういうふうに変化

するんだろうか。保険料の負担。概数で結構ですけ

れども予測の数値をお聞きしたい。 

それと合わせて、私はこれは絶対都道府県単位で

やるべきだと、市町村単位でやる運営にも限界があ

るよというふうに理解しますので、村長は力強く国

に対してやっぱり要請していくべきだろうというふ

うに私は思います。 

その２点についてお伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問に答え

いたします。 

議員のおっしゃるとおり、平成２２年５月１９日

付で国民健康保険法の改正において今後の地域保険

としての一元的運用を図るための環境整備として、

新たに都道府県の判断により、国民健康保険事業運

営の広域化または国保の財政の安定化を推進するた

めの市町村に対する支援の方針を定めることができ

ることとされました。 

北海道におきましても、これを受けて、北海道国

民健康保険広域化等支援方針の策定に、北海道職員

と北海道から委嘱された道内担当課長１５名で構成

されている北海道国民健康保険広域化等支援方針検

討会議で、本年５月から協議を進めております。 

そこで、ご質問の答弁ですが、国民健康保険運営

事業主体が全国単位北海道単位となった場合、猿払

村の一人当たりの保険税額の予想数字でございます

が、まず平成２２年度で全国一人当たりの調定額は

８万５，１２３円。北海道では８万３，４１６円。

そして猿払村では１４万６，０７８円となっており

ます。予想数値を示すには困難であることから、そ

れぞれ比較しましても、猿払村としては現状よりは

低くなると予想されます。 

また、国保運営事業主体を広域化することによっ

て、安定的な運営が可能かとのご質問ですが、確か

に、北海道の保険者数は１５４市町村と３広域連合

の合計１５７保険者となっており、被保険者数が３，

０００人未満である小規模保険者が８２と非常に多

く、全道の５２％を占めていますことから、私とし

ましては各保険者で国保会計運営でさまざまな理由

があることとは思いますが、小規模自治体としての

本村におきましては被保険者である分母を多くし、

被保険者の急速な高齢化、医療費の増高、保険税収

納率の低迷などに対応するためにも、国保運営事業

主体を都道府県単位での広域化を望みますし、今後
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は積極的に要望してまいりたいと思っているところ

でございます。 

以上であります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○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。 


