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○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

・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
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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

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
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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

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
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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

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、
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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

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
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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

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



－7－ 

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

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
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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

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。 
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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

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
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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

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
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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

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。 

 


