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○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは一般質問通

告書に基づきまして、大きく２点について質問いた

します。 

まず第１点の、雇用産業の創出についてでござい

ます。 

３月議会でも総論的にこの問題については質問い

たしました。 

この人口の減尐時代にどういう村を作っていくの

か、そういうビジョンについて質問したわけでござ

いますけれども、基本的な認識では村長とは地域資

源を活用した産業振興、これによる雇用の場づくり

について、これがなければ地域維持はあり得ないん

だと、そういう部分では基本認識では一致したとい

うふうに考えております。 

それで、地域資源を活用した産業振興と端的に言

葉では出ますけども、なかなかこれは実行に移すの

には相手に第三者がいるわけです。 

村長の行政的な関係だけでは解決できない問題な

のです。 

そこで官と民と連携した戦略が必要なんだろうな

と、これはもう絶対条件だろうというふうに私は考

えております。 

村長もこの部分については異議するものではない

と理解します。 

そこでお伺いします。行政として現在検討されて

いる地域資源、これに新たな価値を生み出して雇用

産業に発展させていく、こういう基本的な戦略をど

う考えているのかと。また、具体的にはどういう戦

術でこういうものを実行させていくのか、これは大

きな課題。これを解決なくして地域維持はあり得な

いわけですから、この具体的な部分に基づいた経済

団体だとか民間の事業者とやっぱり連携を深めて十

分協議して、１つのものを成し得ると、そういう意

味から、その進捗、どういう協議がなされて、どの

程度進んでいるのか、これについて総論的にお伺い

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。 

議員もおっしゃるとおり、まず３月でもいろいろ

議論したところでございます。なかなか具体的な答

弁とはならないと思いますが、答弁したいと思いま

す。 

議員ご指摘のとおり、人口減尐時代の村づくりビ

ジョンについては、地域資源の活用が絶対条件であ

ります。 

何度も申し上げておりますが、猿払村にはその地

域資源があります。それが村づくりのために有効的

に使われているのかどうかという点に課題がござい

ます。 

当村の地場資源は言うまでもなくホタテを中心と

する水産資源、広大な大地を中心とする酪農資源で

あります。 

これらの資源が自分たちだけの資源ではなく、地

域の資源として全村民が共通認識できる時に今まで

以上にむらづくりのために有効的にこの資源が活用

されるでしょう。 

観光資源に関しましては第３の産業として積極的

に推進する計画であります。 

そのためにも、議員ご指摘のとおり官民の連携が

必要であり、村全体の連帯感一体感が必要でござい

ます。 

去る１０月２８日には行政が音頭をとり、村内主

要３団体、漁協、農協、商工会の役員にお集まりを

願い、懇談会を開催したところでございます。今後

も定期的に集まり、交流を深め、連携をとってまい

りたいと思っております。 

以上が総論としての答弁でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今言ったように、水

産資源及び農業資源、林業資源、観光資源、資源は

いろいろあると、私はある部分では恵まれ過ぎてい

るぐらいの資源があるんだと、しかしそれを活かし

切るか活かし切れないか、これにかかっていると。 

３月議会でも村長とやりとりしましたけれども、

現在管内的・道内的に見ても猿払村の人口構成とい

うのですか、これは極めて日本全体の尐子高齢化と

いう部分で考えていけば、また人口の減尐この率か
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らいえば極めて穏やかな右肩下がりというのですか、

やはり特殊な地域だというふうに私は理解します。 

しかし、一方では問題もあると。これは村長前に

も言いましたけれども、これは先人が築いてきた過

去の遺産がそういう現況を生み出しているんだと、

そこに我々は気が付かなければいかんと。現状を十

分に活かし切った今の状況であれば住民も納得する

でしょう。しかし、今は過去に築いた遺産によって

こういう状況があると、生んでいるのではないかと。

これから村長はこれをプラスに転じるような今は右

肩下がりですけど右肩上がりに転じるような施策を

打たなければならんと、そういう部分で期待せざる

を得ないわけです。 

それで官民一体ということで、経済団体等主要団

体と懇談を持ったと。全くこれはどんどん進めてい

っていただきたい。しかし、これは村長一人が主要

三団体でいろいろ協議しても、やはりなかなか進ん

でいくのに難しい問題があろうかと。やっぱり事務

レベルでも頻繁にこれは協議をしながら、これは村

民の財産としてひとつの地域資源ということで、村

民みんなのものなのだ、ひとつ協力願えないかとい

う常にそういう意識に基づいた進め方をしていかな

ければ、トップだけの考え方ではなかなかこれは進

んでいかないと。何でもですね。 

だから、私はそういう尐なくも懇談会が始まった

ということでは一定の評価もしますし、期待もしま

す。 

さらに求めておきたいのは、事務レベルでも頻繁

に行って、いろんな部分でやりとりして、人間の関

係を築いていく、その中から何かが生まれでくると

いう形がなければ進んでいかないだろうと思います

ので、村長そのあたりリーダシップを十分にとって

いただきたい、これは要望で終わります。 

それと北海道の地域性では、従来は公共事業の依

存型、これが小泉改革以来大きく変換されたと。公

共事業を大幅に減尐されたと。公共事業に頼っただ

けの地域経済のあり方については限界があるという

部分では、これは地方の猿払村も受けたわけですけ

ども財政の逼迫という部分で、言ってみれば経済効

果は費用対効果があるないに関わらず、どんどん事

業を執行したと、私もそちら側にいたわけですから、

そういう反省が私にもありました。だからそういう

ものがやっぱり転換されていかなきゃならんと。相

も変わらず従来の公共投資型の考え方ではいかない

と。これをひとつみんな意識すべきだろうとそのよ

うに思います。 

そこで猿払村にある新たな資源の価値の発見、創

造する努力と、発見してそれをつくり上げていく努

力と、地域の将来像を描くこと、これは重要であり

ますし、自治体レベルでブランドを確立する必要が

あると。どこもここも同じものを作ってもしょうが

ないだろうと。やはりうちの資源に合わせた、それ

をいかに有効に活用していくか、これは地域維持す

るための絶対条件。 

それと若者をはじめとした住民が安心して働ける

雇用の場があって、地域維持が成し得ると。そうい

う意味では、イコール地域産業振興というものはま

った無いと。自治体がどういう役割を果たすか。地

域のビジネスリーダー等いろんな企業人がいるわけ

ですから、これは業種が今何であれ業種が異なろう

が何しようが、やっぱりパートナーはいろんな意味

で組んでいかなきゃならん、そういう醸成をしてい

かなければならないと思うんですね。 

そういう意味で、地域戦略を練る上で逆にですよ、

村長業種が違った目からある部分を違った目で見る

というのは大切だろうと思うんですね。それで何か

気が付かないところが発見されたりということもあ

りますから、積極的にそういう部分に耳を貸す、そ

ういう状況になっていただきたいなというふうに思

います。 

それと若干話は脱線するかもしれないですけれど

も、当村は集落が点在して限界集落という形は好ま

ない人が随分多いというふうに聞きますけれども、

出したくない言葉ですよね。しかし、現実は直視す

ればあるんですよ。そういう地域をどうしていくの

かというのを、これから産業振興に伴ってどういう、

果たして限界集落をそのまま続けていくのか。振興

なんか先にしっかり身につけていく努力をするのか、

これも大事ですね。ものすごい大事なことだと。こ

れも勇気を持ってやっぱり決断をしていかなきゃな
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らん時代がやがては来るだろうというふうに思いま

す。 

そんなことも含めながら、地域戦略を練る研究機

関、こういうものを作るべきだと思いますし、研究

をする場所、これも確保する必要があるというふう

に考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：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。 

確かにもう、議員おっしゃるとおり地域全体でそ

ういう地域振興のビジョン、プランですね、これを

やっぱりそれこそグランドデザインというのですか、

そういうものをやっぱりどこかで検証していかなけ

ればならないと思っているところでございます。 

これは後から述べる予定でございますが、地域の

原料をみんなで使って、みんなで付加価値を付けて、

そしてたくさんの方にここに集まっていただき人口

を増やしながら、そしてそのために行政としてその

人たちのために上下水道や道路、また住宅もそうい

うものを整備していくと、そしてたくさんの方に来

ていただいて、税金をたくさん出していただきなが

ら、またそれを地域の福祉の向上ために使うと、そ

のようなビジョンをやっぱりしっかり作っていかな

ければならないと思っております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：実は９月からこの今

日まで約３か月の間でちょっと興味を持って、いろ

んな地域で地域ブランドの確立、町村で取り組んで

いるんですね。 

先ほど同僚議員も新得町の例を挙げて質問してお

りました。新聞報道だけでこんなにあるんですね。

９月からですよ。 

例を挙げてみます。今日北海道新聞。生食のほう

れん草を特産に。熟成チーズ中札内花畑牧場。豊浦

いちご野菜栽培。これはやはり、今の時期ですから

ハウスでしょう。当然北海道の厳しいこういう自然

条件の中では何かを上にかぶしてやらなければでき

ない。逆の発想ですね。それと、やはり今堆肥をつ

くる施設やなんかがありますね。当然熱が発生しま

す。温水をそういうものを供給して、いろんな可能

性を、もうどんどん湧いてきますね。 

名前だけ言います。特産販売増毛のマルシェ２年

目。これは道の緊急雇用創出事業を利用しましたと

書いています。チーズ、天塩の特産に。農家経営の

店、店舗人気。サロマですね。いろいろあるんです

よ。出ているんです。米粉を活用した剣淵の挑戦。

鮭ぶし、味わい方多彩。羽幌ブランド８品近く販売。

これは中小企業庁の補助でもらってやってます。 

もう数えたら切りがないくらいそういうものにど

んどんどんどん他の地域は取り組んで報道されてい

るんですね。実に悔しいんですよ。 

なぜうちはこんなに資源があるにも関わらず、活

かし切れないのか。全く私情けない限りで、実は同

じ３月に村長にもＴＰＰの問題で質問いたしました。

この中でもやはりＴＰＰ参加するしないに関わらず

地域振興は大事だよと、こういう観点から質問しま

した。食のクラスターはどうとなっている、村長も

生産者との関連業界と共同で付加価値を高め、商品

の開発・販路の拡大に努めると。それはその拠点に

牛乳と肉の館なんかを考えているよという答弁をい

ただきました。全くもう期待しています。一朝一夕

にそういう形ができるわけではないと、それを理解

しながらも、早く早くと焦る気持ちは随分私にある

んですね。 

それと、テレビの放映で宮崎県の高千穂町。それ

と、過疎の村をどんどんどんどん活性化を図ってい

った例だとか、石川県の能登スーパー公務員とんで

もない考えられない発想でどんどんどんどん地域づ

くり、限界集落を立て直していったという例だとか、

それだとか徳島県の私たちも行って視察をしました

けれども上勝町、高齢者が生き生きと生活して地域

で支え合って生活していると。タクシーも住民のボ

ランティアでさらにプラスアルファで運行している。

そんな実態もあります。 

一味違うまちづくりというのはいろいろあるんで

すけれども、先ほども言ったように中小企業庁の補

助を使ったり、北海道の雇用促進の事業を使ったり

という、いろいろ研究しているのですね、北海道内

の中でも。うちはなんでそういう部分、すべて単費
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でやらなければならないという問題ではないのです。

というのは、国や道の職員は指導をするという、そ

ういう役所でなくなったんですね。こっちがそうい

う押さえ方をしたら相手はどんどんどんどんただ指

導する立場ですから、そういう道をどんどん開くよ

うな相談できるような職員であってもらいたい。時

にはけんかもいいでしょう。そんなことが今求めら

れるんじゃないだろうかと。そういうふうに思いま

す。 

それで担当課長に今言ったように、いろんな資源

がありますけれども、こういう活用をするという部

分については大変だと思うんですね。課長一人では

到底できるものではないと、職員の力を一緒になっ

て借りてこういう努力していただかなければならな

い。そういう面でぜひこれについては意識していた

だきたいないうふうに思うんですね。あえてこれは

質問はしませんけれども、それをなくして振興はあ

り得ないよと、そういうことを認識していただきた

い。 

それとちょっとしつこくなりますけれども、昨日

のテレビニュースで千歳の野菜工場ということで出

ておりました。トマトですね。いろいろ可能性を追

求しながらどんどんやっていっているのですね。だ

からそういう意味ではいろんな何というのですか、

発想を変えて取り組んでいただきたいなと。 

水産業でいえば、浅海増殖という部分については

過去の村長も含めて、随分これについて議論して進

める、そういう方向性だったんですけれども、そう

いう部分でも立ち消えになっていますしね。これは

やっぱり担当部局でどんどんそういう部分で勉強し

て向かっていかなければこれは解決できないんです

よ。だからやる気の問題。とにかく向かって、何と

かやろうやとそんなことをまず期待しておきたいと

思います。 

それでお伺いしますけども、北海道で今月の８日

ですか、来年度から２０１５年度までの４年間で雇

用施策の指針となる次期雇用創出基本計画の骨子案、

こういうのを示しました。職能関連を含めて企業強

化を図り１０万人の雇用を創出すると、そういうも

のでございます。北海道ももうこういう部分でどん

どんどんどんなされてきています。猿払村独自で、

やはり産業振興、これについては水産資源の高次加

工、６次加工、１、２，３足せば６次になります。

６次加工にまで高めていこう。農業資源についても

同じことが言えます。こういうものをやっぱり行程

表もいつまでにこれをこういう詰めをしてというこ

とをきちっと産業団体とも経済団体とも協議をして、

雇用の創出計画というものを創出する考えはないか

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。 

さまざまな例を今お知らせいただきながら各地域

の企業産業振興をお聞きしたところでございます。 

確かにさまざまな地域でさまざまな産業振興、そ

の地域だけの振興策が練られているところでござい

ます。 

しかしながら、猿払村に関しましては、先ほど冒

頭にも申し上げたとおり、そんな難しいことをしな

くても資源があるわけでございます。この資源をも

っと有効に使うと。これがやっぱり一番効果的で、

すぐにできる雇用を増やす方法でないかなと私も

常々思っているところでございます。 

水産業に関しましても、まだまだ地元で高次加工

も含めましてやる余地は残っております。 

３月にも申し上げましたかもしれませんけれども、

私としては企業誘致も含めてやはり地元の企業の皆

様にも積極的な投資を行っていただきたいと思って

おりますが、しかし、現実的にはなかなかできませ

ん。それはなぜできないかといいますと、それはも

う当たり前の話で、民間の場合はすべての責任はす

べて自分が持つわけでございますから、それはやっ

ぱりそれなりのリスクがあると、なかなかできませ

ん。まして補助金も１銭も出ません。すべて自分の

個人の責任でございます。それを考えると、なかな

か投資が進みません。この投資をどのように促進さ

せるのか、リスクをどのように軽減するかが私は行

政の役割であると思っているところでございます。 

昨年もこの漁協に関しましてもホタテだけでなく、

サケの水揚げも最近は順調でございます。これに対
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する定置網の整備も行いましたし、また総合計画で

計画されております水産加工業者すべてが使用しま

す冷蔵保管施設ですか、これなども新たな投資、そ

してまた雇用につながるものと今思っているところ

でございます。 

先ほど来と同じような答弁になりますけれども、

生産者が安定的に原料を水揚げし、地元の業者が安

定的に原料を購入して雇用を増やし、投資をし、行

政がそのための住宅・上下水道・道路・港などの生

活産業基盤を整備し、住んでいる住民の福祉を向上

させていくというのが一番猿払村においては効果的

な方法であると思っております。 

そのためには、先ほども申し上げましたけれども、

関係機関の連携、そしてまた住民の一体感が地域と

しての一体感が必要不可欠なものと私は思っており

ます。 

最近この豊かな海の猿払の組合においても後継者

が１人というようなことが決まったようなことは聞

いておりますけれども、私といたしましては、２人

も３人も子どもをつくっていただきまして、その２

人目、３人目のお子さんに関しましてはホタテ以外

の漁業に従事していただくとか、また水産加工業を

やっていただくとか、また水産加工場に勤めていた

だきますとか、どんどんどんどんそういうことがで

きる余地がまだこの地域があると私は思っていると

ころでございます。 

そのためにも、やはり地域の気持ちがやっぱりこ

の村をしっかりと基盤を固め、そして雇用拡大して

いくという一体感が私は一番必要なものだと思って

いるところでございます。 

猿払村も２５年度に開村開基９０周年を迎えるわ

けでございますが、これをひとつの契機といたしま

して記念だからやるということではなくて、村民が

ひとつになると、気持ちをひとつにするそのきっか

けとなるためにも盛大に行いたいなと、そういう企

画を今練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）：全くそのとおりで、

行政が資源を持っているわけではないと。 

それで、やはり人間ですから人間の集合体ですか

ら、やはり意識が共有できて、はじめて村長の言う

一体感そういったものからお互いに理解をして、そ

していろんなものに共同作業に移行していけると、

それは私も全くそのとおりだと思います。 

しかし、一体化や意識の醸成という部分ではやっ

ぱり行政が促していかなければならんと、教育をし

ていかなければならんと。これは大事なことだと思

うのですよね。 

だから、すべて黒板で教育するという意味ではな

く、やはりいろいろな状況を話し合いしながら、こ

んなことはどうなんだろう、これはどうだという夢

を語りながら、これも一つの教育だというふうに思

うんですね。それには日常の関わりが大事だという

んです。職員同士の。だから、事務職員は常に例え

ば経済団体のところに行って、いろいろなそういう

可能性についてどんどんやりとりするという場、こ

ういうことを村長もリーダーとして職員に植えつけ

ていってもらいたい。これは私の希望でございます。 

それと水産業に対しても、やっぱり次男・三男と

いう部分で状況も変わってきました。この対策をし

っかり打たなければ、今まで何とか地域維持はこう

いう形で猿払村という流れの中では極めて貴重な流

れですよね。これだけ穏やかにそういう大きな変化

もなく、高齢化の率も極めて低い状況。これはこの

ままいってしまえばどんどん進んでしまうというお

それがありますよね。だからやっぱりそういう部分

では、村長のリーダーシップで政策誘導というのは

非常に大事になると思いますから、ひとつしっかり

これについて対応していただきたいとそのように思

います。 

それと観光の部分に入りますけれども、公園まつ

りという部分では、実は今年２回やりましたけれど

も、一部農家のスイーツを作って販売したり、そし

て水産の会社であそこで売ってもらったり、いろん

な形で協力していただいております。 

その中で、恒常的に今度はやってみたいなという

そういう流れも生まれてきているように感じます。

こういう部分で新たな店舗展開というのはもう考え

ていかなければならないだろうなと。 
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先ほど同僚議員も、来てあそこで安らぎを得ると

いうのか、何かそういうものがないのかと。道の駅

はそういうもんじゃないのか。例えばお茶を飲んだ

り食の中にそれを求めたり、そういうことだろうと

思うんですね。そういう部分ではやっぱりどんどん

展開していただきたいなと思います。 

それとすぐ早急にこういうことはどんどんやって

いきたいという人もおりますから、柔軟な対応をと

りあえず臨時的に柔軟な対応というのも当然必要で

すし、恒常的にどうするんだという部分も必要でし

ょう。そういう部分では村長も当然知っています。

平成の１２，３年度だと思うんですけども、公園の

活性化というような部分で総合計画みたいのを立て

ましたけれども、あの時代、バブルの時代ですから

遠大なる計画で、とても現実に移せるような計画で

なかったというふうに理解します。実態にそぐわな

いと。新たな公園の整備計画というのはそんな大そ

れた計画を作る必要もないですけれども、かなり規

模を絞った形で、整備計画というのを建てる必要性

があるというふうに私は理解します。その中で、そ

ういう可能性について村長はどう考えておられます

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。 

議員もただいまご指摘のとおり、さるふつ公園の

イベントホールにおきまして、最近数回さまざまな

お祭りが開催されております。どのイベントも予想

以上の人が見えられまして、やはりそういう需要が

あったのかなと思っているところでございますが、

それとともに私らが目を引くのが、やっぱり農業の

関係でございますけれども、酪農の加工品ですね。

そういうものを作っている方がこの村内にいらっし

ゃると。そして、そういう方がそのイベントホール

の中で売られておりまして、やはりこういう酪農品

の加工品につきましても、こういうイベントとかご

ざいましたが、そういうことを活用できるわけでご

ざいますし、また生乳というか牛乳だけではなくて、

そういう高度加工の製品も農家の皆さんにも作って

いただき、またイベント等を利用していただきたい

と思っているところでございます。 

また、先ほども申し上げましたけれども、この公

園の計画につきましても、このたび観光協会の方が

こちらの事務所が公園内にできて、そしてまた新し

い観光職員を雇っております。 

また、ホテルの方もどういう形になるかもしれま

せんけれども、また新たな体制に多分なることにな

っております。 

そのような中でひとつのけじめといたしまして、

前確かに総合計画があったんですけれども、議員指

摘のとおり本当にそれはもうまだまだ景気のいいと

きのお話しでありまして、だいぶ既にもう１０年以

上経過いたしまして、かなり状況も変わってきてお

ります。その中で、今年いま是非一度もっと現実的

でしっかりとした公園の計画を立てて、それに基づ

いて、これからの整備をしてまいりたいなと考えて

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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは１番目の質

問の最後になりますけれども、牛乳と肉の館の関係

について、過去にも決算委員会で相当この部分につ

いては議論されております。 

村長もやっぱり発信拠点としての振興を図るとい

う部分で答弁されておりますし、それと条例審査の

特別委員会、これ同じ３月ですけれども条例の見直

し、それとこの解釈の問題だとかいろいろあります。 

それと、これは担当課長にお聞きしたいんですけ

ど、補助金の適正化法に基づいて施設が不自由な形

で自由に使えないというようなニュアンスの発言も

ありましたけれども、あそこで加工製品の販売だと

かそういったものは難しいというような言い方もあ

りました。 

しかし、これは設置及び管理条例には加工製品の

の販売まで明らかにそういう業務ができるというふ

うに謳っていますし、その後国や道と協議をして方

向性を出しますということになっていますけれども、

これがどうなっているのか。そして実態に沿うよう

な施設であって、より有効に活用していただきたい
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という、そういう観点から私話をするので、どうも

研修施設だけで、我々も実は行政視察を何月かに行

ったのですけれども、その中でも体験してきました。

バターを作ったり、アイスクリームを作ったり。随

分こんな簡単にできるんだと。これはしかし資源と

して、体験型としては絶好だなと、何ぼでもこうい

う可能性があるんじゃないかというような思いもあ

りましたし、有効に活用できる施設だと思いますけ

れども、担当課長その後の経過についてお伺いしま

す。 

○議長（山須田清一君）：小林産業課長。 

○産業課長（小林勝彦君・登壇）：お答えいたした

いと思います。 

今現状でもって道等にこの畜産公社の利活用につ

いていろいろと相談している経過でございますけれ

ども、これまで補助金の関係でかなりその利用経路

について範囲等を含めて問題があるというような形

の返事をいただいておりましたけれども、再度今道

の方に確認している段階では、地元の有効利用を図

る上で具体的な案が見れれば、またその具体的な案

でもって相談はしますけれども、道としましても補

助金等の返還のならないような形でもって指導もし

ていきたいので、その具体的な利用等についてこち

らの方から相談をまた持ち上げていくと。今まで乳

製品の加工という形の中での体験実習の利用だとか、

そういうものを主に掲げてきましたが、それ以外の

乳製品以外の漁業関係等の加工だとか、新たな物づ

くりだとか、そういうことについてやるということ

については道としても補助金の方については返還だ

とかそういうことのないような形の中で指導します

ので、その辺の具体的な案を教えてもらいたいとい

うことになっておりまして、今そういう状況になっ

ているところでございます。 

これは質問からちょっと外れるかもしれませんけ

れども、このようなことも受けまして、今有限会社

猿払村畜産公社の方も協議をしながら、これまで利

用してもらっている利用者の方々だとか、先ほども

出ましたが漁業関係、農業関係それから商工関係も

含めた中での女性部等にもお集まりいただいた中で、

あの施設の今現状における利用に関する問題点だと

か、今後はこういうような形で使用できないものか

とか、そういうような感じの意見の聴取といいます

か、意見交換等をやっていくと。これも年内中はち

ょっと無理かもしれませんけれども、年度内にはそ

ういう意見の交換をする場を設けまして、それらの

意見を聞いた中で具体化をしていこうかなというふ

うに検討し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）：補助金の適正化法律

に従って補助金返還が伴わない、そんなような方法

がないかどうかということで協議していると。 

随分最近利用目的以外の利用というような部分で

は当たり前になってきているんですね。地方分権、

地域主権という形では。その法律の枠を超えた形で

認可されているというような、認められているそう

いう流れになってきているんですね。こうやればこ

の問題についてはどうなんでしょうか。こういうこ

とであれば補助金の適正化の法律に触れますよ。触

れたら補助金は何ぼ返せばいいんですか。そういう

やりとりというものが全然今見えないんですね。方

法で協議、いつの話ですか。実は前年の決算委員会

でもこの話しが出ているのですよ。もう１年以上は

経っていると。全く言うことは同じ。国と道や何か

と相談すると。違うんですよ。自ら自分たちの考え

方を出して、補助金返還するなら何ぼ返せばいいん

だということもやればいいじゃないですか。今であ

れば、地方自治法の中で文書で回答を求めればいい

じゃないですか。法律で決まっているんですよ。地

方自治法何条かで国や北海道に対して、この法律の

中に基づいてこういうことをやればこうなる、これ

はどうだ、したら回答しなければいけない義務があ

るんです。法律で決まっているんです。やればいい。

担当者の主観で職員の主観で判断する時代は終わっ

たんです。そういうことを避けるために地方自治法

が改正されたのです。意味わかりますかね、そうい

うことなんですよ。だから職員もそういう意識を変

えなきゃならん、そういうふうに。変わらないであ

くまでも上部の相談機関だ、指導機関だというふう

に捉えることは違うんですよ。意識を変えていただ
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きたいなというふうに思います。これについては、

はっきり言っておきます。 

製品の価格を設定することも、そんなもの必要な

いんじゃないかと議会でありました。議会でもいろ

いろ協議をしたら、そんなもの必要ないんだという

結果になったのですね。法律的にも。だけど、担当

課の方では必要があるという、これも決定的違いが

あるので、そこをやっぱり何に基づいてこういうこ

とをしなければならないかというのをきちんと押さ

えないからそういうことになるのです。押さえてく

ださい。議会は必要ないと言っているのですよ。例

えば製品価格の設定は必要ないです。あなた方はあ

るんです。きちっとした根拠を示して説明をしても

らわないと困ります。 

それでそういう部分早期に、３月には、やはりそ

ういう方向は館については方向性を出していただき

たいと要望しておきます。 

それで次の質問に入ります。 

高齢者の福祉対策についてでございます。通告書

にも書いてあります。 

この国が世界的に類を見ない尐子高齢社会へと向

かう中で、村長は就任時に孫子の代まで安心して生

活できる地域づくりそういう施策を標榜されました。

全く私もそのとおり。何とかそういう方向でという

ふうに、同じ共通理解だと。しかし高齢者福祉その

中でも孫子の代まで安心して生活できるというのは、

やっぱり高齢者福祉の充実、これもやっぱり雇用の

場も大事ですけど、これも大事ですね。これも重点

項目のひとつだと考えます。 

我々高齢期の人生をいかに豊かに過ごすか。今孤

独死だとか無縁社会といった言葉が氾濫する時代で、

高齢者が目指す生き方はいろいろあるでしょう。多

種多様だと思います。行政、地域、ボランティア、

サークルいろんな形が連携した取り組みが今求めら

れているだろうというふうに思います。 

従来の枠組み、行政が提供する形だけの福祉行政

では限界だというふうに言われております。 

しかし、こういう通告をしたんですけれども、私

ちょっと認識この２，３日で変わったんですね。 

いろんな新聞の報道等についてね。そういうこと

が提供型の福祉行政だけでは限界があると、それは

もう事実でしょうけれども、そこでそれを前提にお

伺いしますけれども、過去の家長制度、長男が親を

見て三世代が同层して豊かな人生をまっとうできる、

そういう時代、それだとか共同体、向こう３件両隣、

隣近所助け合って生きていこうやという、そういう

枠組みが崩れちゃっているんですよね。全然崩れち

ゃって個人主体の社会となった。 

子どもに頼らないで人生を全うしなければならな

い時代になったし、今の介護保険制度の中で在宅、

予防医療、予防介護、いろいろ言われております。

しかし、それは厳しい現実です。 

しかし、いつまでも行政頼みというのも難しいと。

行政や社会福祉協議会そういったことが中心なって

やっぱり助け合う、協調し合い支え合う、そういう

地域づくりが必要だろうなというふうに思うんです。 

そこで、猿払村のオリジナルでの高齢社会に対す

るグランドデザインというのはやはり必要になって

くるのではないだろうかというふうに理解しますの

で、村長の現状認識と対応についてお伺いしたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問に答

弁させていただきます。 

議員もおっしゃるとおり私も孤独死、家族の絆の

希薄化など無縁社会問題は次第に深刻になっている

と思います。 

私ども以上の年代の日本は３世代家庭が普通であ

ったように思います。 

しかし、経済発展と同時に進行する形で、核家族

化が進行してきました。 

こうした中で、さまざまな問題も出てきたわけで

す。 

とりわけ、子育て問題や孤独と経済的な不安から

自殺する老人も増えていると聞きますので、そうい

うことがないように、地域福祉が重要であると思っ

ております。 

確かに議員の言われるとおりすべて行政で住民の

ニーズに応えていけるわけではないと思っておりま
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すので、今後も地域住民やボランティアサークルの

方々の協力を得ながら、また、住民を育て支援でき

るネットワークづくりに取り組みながら共に助け合

い、充実した生活を享受できるようにしてまいりま

す。 

また行政、地域、住民共同での新たな猿払村オリ

ジナルでの高齢社会に対するグランドデザインの構

築につきましては、現状では第６次猿払村総合計画

や高齢者保健福祉、介護保険事業、障害福祉、次世

代育成支援などの各種計画に基づいて事業展開をし

ているものと認識をしておりますし、それぞれの計

画に当たりましては住民公募等をしながら策定委員

会を立ち上げ、検討協議をしていただきながら策定

をしてまいりました。 

また、今後の対応としましては、猿払村の保健・

福祉・医療の全体構想を構築できるよう検討してま

いりたいと思いますし、その全体構想に基づいて各

種計画の中でアクションプランを網羅していければ

と考えております。 

その場合におきましては、当然のことながら、住

民の方々にもご協力を願わなければならないと思い

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）：つい先日の新聞の記

事によりますと、国が２０１２年度の診療報酬と介

護報酬の改定に向けた議論が始まったというふうに

報道されております。 

改定案の内容とはどういうことなんだろうかと。

改定案については、言ってみれば在宅に力を入れる、

この１点です。 

施設介護については、保険料の問題で、これは後

でまた議論しますけれども、そういうふうに移行せ

ざるを得ないという社会状況だと。 

したがって、医療や介護の値段が変わってきます

よということですね。利用者の負担増や介護事業者

の医療機関、そういったものの収益に影響が出るよ

うな改正の内容だというふうに理解しますね。 

経営の視点、例えば介護事業の経営の視点で考え

れば、やっぱり収益性がある方に重点的に投資しま

す。収益性が低い部分はサービスが低下するという

基本的な大きな問題がはらんでいるのですね。儲か

らない方はサービス低下、そんなことが心配される

ような改定内容だというふうに、そういうふうにや

っていこうとする方向になってきているということ

は、やっぱり共通認識としてしっかり捉えていただ

きたいというふうに思います。 

それと、さらには医療から介護にということは、

病院から追い出して介護の方に回そうと、介護はあ

くまでも在宅ですよというような、それと施設から

地域へ、そういう流れなんですね、改定案というの

は。国もそういうふうに動いています。 

昨日も実は長妻元厚生労働大臣と元自民党の厚生

大臣がいろいろやりとりしていました。その中では

っきり言いますね、在宅の方。しかし、高齢者が地

域において豊かで安心して生活ができる地域づくり、

そんなもの簡単ではないと。極めて難しいそういう

状況だというのは、村長も先ほど答弁いただきまし

たから十分理解できます。 

しかし、住民同士が支え合う地域づくり、心身と

もに健康な住民をつくる体制づくりというのはどん

な方向にあってもこれは変わるものではないと。し

かし、そういった地域づくりというのはすべて解決

できる問題ではないということ、これも理解できま

す。 

そこで昨日の道新で、みんなでともにという記事

が出ていました。北竜町の若年認知症家族の会とい

うような、これは福祉課長当然承知しているだろう

と。２３人で発足して、現在４人の患者を３２人の

サポーターで支える、そんなことが記事に載ってお

りました。やはりそういう取り組みが今後必要なん

でしょうね。 

だから、そういうことを学んで、いいところはそ

ういうことをどんどん導入していくという考え方も

今後必要になってくるんだろうというふうに理解し

ます。 

それでこの部分については終わりますけれども、

ちょっと考え方が変わったというのは、私は予防医

療、予防介護、言うは易い、しかし非常に難しい問

題だと、そういうふうに捉えておりますから、そう
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いうことを認識しながら次の質問に移りたいと思い

ます。 

北海道でこの前調査表が出ておりました。特別養

護老人ホーム入所希望をしながら満床のため入所待

ちしている人が道内で２万６，０００人いたと。村

における実態と今後の対応についてということで通

告しました。同僚議員がこれについては、やってい

ただきました。そうした質問は避けようと思います。

答弁の中では待機者が１３名。それと昨年１年間で

高齢者対策云々検討しました。庁内で。緊急性があ

まりないと判断したと。しかし、今後も引き続き検

討の余地があるというふうに村長答弁いただきまし

た。これは重複するから、それ以上の質問はこの部

分についてはしません。 

特別養護老人ホーム、今やすらぎ苑も含めてやっ

ぱり入所待ちが２万数千人。それと猿払村で１２名

ですか。そういう不足しているという実態は何だろ

うかと。これはやっぱり介護保険法に基づく財政の

介護保険会計の財政の圧迫でしょうね。そういうこ

とを恐れて自治体も新設したり増設したりそういう

ものに慎重になっているという答えが、今回の答え

でないのかというふうに理解するんです。 

国は先ほども言いましたけれども、施設から在宅

の方針。しかし、核家族化や老々介護、これは家族

での介護力の低下、それと在宅介護支援策も不十分。

結局のところ、やっぱり施設入所の希望が増えてい

るというのが現実なんですね。やはり現実だと思う

んです。 

１週間前の道新の記事、新聞記事が主になります。

これを見るとやっぱり大変ですよね。病気を抱えて

の老々介護、家族が使命、睡眠薬に頼る日々、道内

最多２万５，０００人を超します、待機者がですね。

こういうふうに新聞報道されました。これはついこ

ないだなのですね。１週間ぐらい前に、通告の後で。

実態は。 

それと一人世帯の高齢者、現実は３割を超えてい

ると。現在ですよ。それが団塊の世代と今６０数歳

になりますけれども、７５歳を迎えるのには２０２

５年ですね。さらに１２，１３年後には厳しい現実

が突きつけられていると。それをさらに在宅在宅と、

在宅の医療、在宅の介護そういう強化をするという

ことで、言うは易し行うのは難し、そういう限界が

感じるのです。 

そこで施設については急を要しないというような

庁内論議がされたということですけれども、私はち

ょっと考え方を変えました。変わりました。こうい

う実態を見るとき昨日テレビで、たまたま見ていた

んですけど、羽幌町で老夫婦が２人無理心中を図り

ました。６０数歳の夫が病弱で、７０数歳の奥様は

介護をもうこれ以上できないと限界を感じて２人で

無理心中を図ったと。こんな痛ましい報道がちょこ

ちょこちょこちょこ出てくるんですね。やっぱり本

当に在宅でやれるのかと。 

本当に思いやりを持てば、もうちょっと真剣に、

やっぱりそういう家族の構成によって、家族状況に

よった、こういう厳しい現実があるんだという、や

っぱりきちっと認識した上でこういう方向を出すこ

とがものすごく大事なことだと。優しさ、いたわり

の心、自分でそういう体験をしてきていれば一番よ

くわかると思いますけれども、いかんせんそういう

体験、私は若干の体験がありますけれども、自分が

介助したわけではない、女房が介助した、任せっき

りだったと反省をしています。そういう意味からい

けば、施設を充実するということはやっぱり必要な

んだろうと。在宅だけではこれは限界があるよとい

うふうに考えたのですね。 

私もつい先ほども昨日通告してからやっぱりちょ

っとおかしいよなと考えるようになったのです。そ

れで変な屁理屈かもしれないです。 

やすらぎ苑ができたときに今職員数は何人いるの

か。私わかりませんけれども、正確な数字はわかり

ません。相当数おります。しかし、介護保険制度の

中の負担、そういったものより結論から言えばです

よ、施設があることによっての雇用効果・経済効果

こういうものもやっぱり考える必要があるのかなと。

ひとつの産業として捉えることはできないのだろう

か、雇用産業という部分で。そんなこともちょっと

思い付きで話しするのは全く失礼だというふうに思

います。 
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しかし、介護保険法の中で負担だけを云々議論す

るのではなく、掛かった費用に対してどんな効果が

あるかという算定をしていければ、一般財源の投入

もこれはやぶさかではないのではないかというよう

な、私はそんな考えにもなったんですけれども、こ

の部分について担当課長、これについてお答えちょ

っと先にいただけないでしょうか。 

あまり長過ぎてわけわからないかな。もう一回言

います。 

施設の増床の経費、それだとか維持管理、経営す

る経費、それだけを議論するのではなく、増設する

ことによっての雇用に産業として位置付けできない

のかとか、それによっての経済効果はどうなんだと

かって量りにかければ必要があるんじゃないかと、

そういう必要があって、もしもプラスであれば一般

財源の投入も私はやぶさかではないというふうに考

えますけど、そのあたりの数値的に数字的に出して

みなければわからないと思いますけれども、やる値

があるかないかだけでも結構ですけれども、答弁を

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）：お答えした

いと思います。 

申し訳ございませんけれども、今やすらぎ苑に職

員が何人いるかというのは私の方で押さえていなく

て大変申し訳ございません。 

仮に、福祉会議の中で今ある３０床から４０床５

０床という形の中で検討してまいりました。 

その中で、従業員何人ずつ増やせばやっていける

かという部分もありますけれども、職員が来るか来

ないか別にして１０人２０人増床した場合、それに

対して職員が何人いて、そこにまた職員用の住宅を

建設して、またその人方がいろんな形で地域に貢献

してくれることを考えるという経済効果の部分につ

いては、正直そこまでは検討はしておりません。 

ただ、問題的には増やすことによって介護保険料

がどのくらい上がるのかとか、先ほど野村議員から

ご質問があった認知症のグループ型のホームワンユ

ニット９人になりますけれども、これでワンユニッ

トがいいのかツーユニットがいいのかという部分で、

それを建設した場合のコストだとか、それを建設し

た場合の介護保険料の上がり幅だとか、そういう部

分については検討してございますけれども、その増

床した場合、職員が採用になってきた場合について、

その人方の村に対する経済効果というところまでは、

申し訳ございませんけれども、検討しておりません

でした。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：全くどこの町村も皆

同じだと思います。やはり施設介護には金がかかる

んだと。在宅でやっていながら、施設介護にどんど

ん投入しちゃうと在宅の方がおざなりになるとか、

そういうマイナス効果もあるでしょう。 

しかし、やっぱりちょっと視点を変えれば雇用産

業という位置付けではどうなんだろうかという視点、

これはやっぱりやってみる価値があると思うんです

けれども、これについて村長どうでしょうか。 

価値があるなしに関わらず１回やってみるという、

数値的にですね。そういうものを検討していただけ

るかどうお伺いしたい。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

先ほどの同僚議員への質問の中にも出てまいりま

したけれども、私が就任した後にこの福祉対策とし

て、高齢者福祉施策会議を作っていただいて、検討

させて、その結果に基づいて、やすらぎ苑なりグル

ープホームなどは直近の緊急なあれでないというこ

とで今回やめた経過がございます。 

しかし、まだこの会議はそのままございますし、

はっきり言いますと高齢者福祉施策会議というのは

私はその当時増床する考えがございまして、その増

床への根拠付けをしてくれるのかなという思いで作

った会議でございましたが、残念ながら私の意図と

はちょっと反して、逆にそれこそ緊急の事柄ではな

いですよというそういう結論が出ましたので、その

中でさまざまなシミュレーションを行って、慎重に

検討した結果、そういう結論が出ましたということ

で、私はそれを尊重した経過がございます。 

確かに今議員のおっしゃったような角度から分析

もなされていなかったようでございますし、それと
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同時に、肝心の理事者である私がまだまだちょっと

勉強不足で、福祉の方が詳しいことがわからなかっ

たということもございましたので、このような結果

になったと思っております。 

私ももう３年目に入るわけでございますから、尐

し勉強するとともに、高齢者福祉施策会議がまだ存

続しているわけでございますから、そのような観点

からもう一度検討させてみたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：その部分については

よろしくお願いしたいと思います。 

基本的には今、施設介護と合わせて在宅の部分で

のやり取りをしましたけれども、いずれにしても在

宅に移行していくというのはこれは現実、しかしや

っぱりだとするならば、やはり介護者を抱える家族

の負担を軽減するというのは大変大事なことになっ

てきますね。 

そこで、休養のための定期的に施設に受け入れる

受け皿を広げるだとか、自宅で介護する家族の支援

体制を強化する、これはやっぱり今後も継続してや

っぱりやっていかなきゃならんことだろうと思いま

す。 

その意味でいけば、やはり在宅介護といっても生

活実態だとか経済状況さまざまだろうと思うのです

ね、個々によって。やっぱり柔軟な対応が求められ

る、そういう意味では行政でも福祉、担当者にあっ

てはやっぱり細やかで温かみのある対応、そういっ

たものの学習を深めていただきたいと要望しておき

たいと思います。 

次に移ります。体は元気でも心に寂しさや不安を

抱えている高齢者が多いと。 

高齢者が人生を豊かに過ごすには、地域の人間関

係、层場所、役割の３つが欠かせないというふうに

これも新聞の記事です。こう書かれておりました。

６５歳以上の人が高齢者施設等でボランティア活動

すると介護保険料を間接的に軽減するだとか、また

は自分で貯めて一生懸命ボランティアをやって貯め

たものが、自分の介護を受ける段階でそこを使える

貯金をすると、言ってみれば。それはボランティア

バンク、こういう自治体もあるというふうに、どこ

かよくわからないのですがあるというふうに私認識

しています。そういう意味では一挙両得、社会参加

をして豊かな生活を送れることと、やがてそれがみ

んなで支え合うという、そういう意識の醸成にもな

ると。こういうことが期待を大きくできると思いま

すけれども、制度の検討の考えはないかお伺いした

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。 

私も豊かな経験・知識、技能を持った高齢者の方

が健康で生きがいを持ち、積極的に社会参加してい

くことは介護予防や認知症予防につながるだけでは

なく、社会全体の活力を維持するためにも必要なこ

とだと思いますので、社会福祉協議会とも協議しな

がら介護保険料の軽減だけではなく、いろいろなボ

ランティアバンクについても検討してまいりたいと

思っております。 

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）：わかりました。よろ

しくお願いします。 

前の質問に戻りますけれども、在宅という基本の

流れの中では先ほど同僚議員も質問しておりました。

グループホームだとか、小規模多機能型だとか、そ

ういった层住の環境をどうするのかというの部分、

これをあわせてやっぱりセットで考えていかなけれ

ば、これはこれ、あれはあれという流れにはならん

と、そういう部分も同僚議員も同じ意味でやっぱり

質問したのだろうと思いますし、私も同じ思いです

からそのあたりよろしくお願いしたいと思います。 

次に移ります。 

それともうひとつ、高齢者にとって地域の人間関

係はものすごく大事なこと、それは当たり前です。

自宅以外での层場所、たまり場、サロン、自分の役

割があれば人生豊かに過ごせるというふうに私簡単

に証言したんですけれども、この３つの考え方につ

いて保健福祉課長、何かこれについて意見があれば。

あればですけれども聞いてみたいと思います。 
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○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）：今村長の方

からも答弁がありましたけれども、保健福祉課長の

立場として３年目になりますけれども、その現状を

いろいろ保健師の方から話を聞いたり、住民の方か

ら話を聞いた中での、ご答弁になるかどうかわかり

ませんけれども説明をさせていただきたいと思いま

す。 

これは猿払村全体のご家庭だとか、いろんなご家

庭に当てはまることではないので、そういう家庭も

中にはあるんだということを前提にして、ちょっと

お話しをさせていただきたいと思いますけれども、

まず議員の質問は、その人間関係というのが非常に

難しい問題でございまして、私から見るといろんな

施策を進めていく中で、どうも家族間の絆というの

が非常に希薄化してきているような気がするんです

ね。 

特に親子関係において、親が子どもに遠慮して、

なかなかものを頼めないというような状況も中には

あったりして、頼めないから行政の方に頼みに来る

というような、現実そういう問題もあります。 

どうしてそういうことになってしまったのかなと。

先ほど村長答弁にもありましたけれども、僕たちの

年代でも貧乏でしたから、どうしても３世代で経済

的に裕福でなかったので３世代で過ごさざるを得な

かった状況もありますけれども、やっぱり現状とし

ては今親も子どもに気を遣いたくない、子どもも親

と一緒に住みたくないという状況の中で、親も定年

退職すれば年金だとかいろんな形の中で生活が安定

してある程度老後を過ごしていけるという状況もあ

る中で、だけど将来的にはやっぱりどっちかが亡く

なるわけですよね。そうなった場合、やはり子ども

はやっぱり最低限できることをやることを、除雪を

してみたり、通院をやってみたり、そのくらいは手

助けできるのではないかなと。 

それがどうも親は子どもに頼めない、頼みづらい

というような環境というのは、やっぱりこの人間関

係というのは大人になってからの人間関係でなくて、

これは教育時代から教育委員会の方も関係あると思

いますけれども、子ども時代からいろんな人間関係

は発生すると思うのです。同級生だとか学校の先生

との関係もありますし、社会に出れば上司、部下、

同僚の人間関係もありますし、また地域とのいろん

な形の人間関係というのは、これは人間生まれてか

らずっと究極の問題でありますから、それが人間関

係がうまくできる人とできない人は中にはいると思

いますし、当然親が子どもにものを頼めない、子ど

もが親にいろんな事情があって、云々かんぬんとい

う場合については、当然福祉サイドとしては福祉と

か医療が必要だという人についてはこれは真剣に取

り組んで提供していかなければならないとは思いま

すけれども、まずその親子関係とか家族関係という

のをもう一度見直していただけるような機会が各家

庭だとか各職場であればいいかなというような、ま

ず印象が１つとして人間関係としてはあります。 

また层場所といいますか、その层場所の部分につ

きましては、眞田議員からご提案があって保健福祉

総合センターの方でたまり場という形の中で今年６

月からオープンさせていただきました。その中でい

ろんなお母さんとか、母子の方が遊びに来たりとか、

いろんな形でのおしゃべりに来たりとかという部分

もありましたし、つい最近では、高齢者が団体で自

分たちでたまり場を利用して、企画をして自分たち

でゲームをしたりとか、そこで何かをしたりという

部分が出てきました。非常にありがたいことだなと

思っ、て毎週月曜日のお昼から１０人以上の方が来

てやられているんですけれども、そういう部分での

いろんな形でのたまり場を利用してもらうのも構い

ませんし、行政が今回はたまたまご提案があって行

政の方から提供させていただきましたけれども、高

齢者の方からそういう提案をどんどんどんどんして

いただけると、私たちもそれに手助けをできるんじ

ゃないかなというふうに考えておりますので、高齢

者の方もどんどんどんどんそういう形の中でご提案

をしてきていただきたいなというふうに思っており

ます。 

それと生きがいというのは非常に難しいんですけ

れども、高齢者の方についても定年してすぐ現役を

退いたから、今までは高齢者の人方に与えてきたか

ら今度は自分はあてがってもらうんだというような、
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急にそういうように落ち込まないで、一生現役だと

いうような形で意気込みの中でやっていただいて、

当然これからは現役を退いた方にひとつのボランテ

ィア活動のお手伝いをしていただかなかったら、現

実この今の、猿払村高齢化率が２１％程度で、将来

的に平成３１年には２７％ほどになるというふうに

推測はしておりますけれども、そういう状況の中で

やっぱりそういう高齢者、元気な高齢者がいるわけ

ですから、６５歳以上７５歳以上いるわけですから、

そういう人方についてもどんどん積極的にボランテ

ィア活動に参加していただきたいと。それがまたそ

の方々の生きがいにもなって、病気の予防だとか介

護の予防だとかという部分にも当然つながってくる

んじゃないかなというふうに思います。 

そういう部分についても、村長の方もいろいろ協

議を進めていっておりますけれども、中には現実に

なっていないという部分もありますから、その部分

については今後うちの担当課として保健福祉課、社

会福祉協議会、また病院だとかいろんな教育委員会

だとか保育所とかいろんなところを巻き込みながら、

横断的にやっぱり協議を進めていかなければならな

い、保健福祉課だけではとてもできることではあり

ませんので、そういう部分での高齢者福祉施策会議

という部分についても視野を広めながら検討してい

ければなというふうに考えております。 

ちょっと過激なことも申し上げてしまったかもわ

りませんけれども、その部分についてはちょっとご

勘弁をいただきたいというふうに思いますので、一

応担当課長としてのご意見として述べさせていただ

きたい思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今答弁いただきまし

た。そういう形だろうと思います。子どもが親の方

に気を遣うと。親が子どもに気を遣うのが、また同

じ生活しながら生活のちょっと時代が違うわけです

から、いろいろそういう行き違いがあるんでしょう。 

しかし、そういう家長制度というものは言ってみ

れば崩れてしまっている現実があるのですね。これ

はいかんともしがたいものです。 

それと、やはりそういうことも含めて親を大切に、

当たり前の話のことなんですけど、これは生涯学習

なのですよね、すべて。社会参加も层場所もみんな

生涯学習だと思うんです。そういう観点からいけば、

教育委員会も含め、すべてのセクションで一緒にも

のを考えなきゃいかんと思うのですね。ボランティ

アとはなんですかと言えば、人のために何かを施す

ことではないと。自分がある部分に役割を果たすこ

とによって、自分が満足を得るというふうに私はそ

ういうふうに捉えているのですね。自分のためにや

っているんだと。これもやっぱり生涯学習というふ

うに思うのですね。ただそういう部分では、縦横関

係ないと。横断的にとにかくみんなでこれを考えな

きゃならんと。災害に対する消防なんか特にそうで

しょう、教育委員会もそうでしょうし、財政を預か

る部分もそうでしょう。みんながそういう考え方で

この問題にかかっていかなければ解決できない問題

だというふうに認識を要求して、この問題について

終わりたいと思います。 

それと昨日実は保健福祉センターに行きました。

ちょっと相談がありました。そしてたまり場のサロ

ンを見ました。そしたら高齢者が何か荷物が置いて

あって、高齢者はあそこでいろいろゲームをやった

り何か楽しんでいました。１３人か１４人いたとい

うふうに。すごい明るく生き生きとしているのです

ね。しかし、何かまだまだパイはあるんです。一生

懸命参加してもらわなければならないですね。受け

皿を作った場所を作りましたよ。使わないのはあな

た方が悪いではだめなのですね。作ったんだから使

ってもらわないと、そういう努力はまだまだしても

らわなければならない。 

それと昨日サロン行ったときに、お年寄りだけで

はなかったですね。若い夫婦が赤ちゃんを連れてあ

そこで滑り台のこんな小さいのがあって、そこでや

っていました。ここにたまたま来るのって言ったら

いやいや今日が初めてと言っていました。やはりす

ごいことですね。やってくれることが大事なんです

よ。できないことをごたごた言わないでやってくれ

ることが大事なんです。さらにこれについては充実
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していただけるように要望して、この問題は終わり

たいと思います。 

それと次に、一人暮らしまたは二人で認知症だと

かそういうふうになって、判断力が低下したという

場合に、地域の後見人制度というのがあって、ボラ

ンティア精神で手助けする介護保険法改正によって、

市町村が市民後見人の育成や活用に努めるように促

したものだというふうに書かれておりました。これ

はもう新聞の掲載です。 

村でこの問題についてどういう認識をされている

か。それとまた、今後どういうふうにこの制度につ

いて考えている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）：ただいまの質問につき

まして答弁させていただきます。 

まず、村の実態といたしましては、１名の方が任

意後見人として選任されておりました。この成年後

見制度につきましては、障がい者制度改革推進本部

等における検討を踏まえて障がい保健福祉施策を見

直すまでの間において障がい者等の地域生活を支援

するための関係法律の整備に関する法律、大変長い

名前でございます。この法律の概要の中で示されて

おりますので、今後はこの青年後見制度利用支援事

業が必須事業事業化となりますので、村といたしま

しても、条例等の制定をしていかなければならない

と思います。 

また、１０月には宗谷圏域障害者相談支援センタ

ーから講師を招いて地域包括支援センター職員、社

会福祉協議会、やすらぎ苑職員、民生委員、児童委

員などを対象とした勉強会を開催しておりますので、

今後は住民向けにも勉強会を開催してまいります。 

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）：実は今年の春だった

と思うんですけれども、鬼志別である人が亡くなり

まして、葬儀に参列しお参りしました。 

その際に故人には身内はありましたけれども、一

人で奥さんがおりました。私のたまたま知人で後見

人なんだと、実はと、そういう話を聞きました。や

っぱりあれっと。初めて知ったんですね。私大変な

感動を覚えたと。こんな人が鬼志別にいるんだなと

いう思いだけで胸がいっぱいになったというような

記憶をしておりますけれども、やはり後見意欲だと

か崇高な精神によって為し得るものだというふうに

思いますから、誰もがなれるものではないと思いま

すけれども、やっぱりこういうものの養成・拡大を

図っていく必要があるんだろうなというふうに理解

します。これからこの部分についてはぜひ検討して

こういう制度も制度化にしながら、また人を育てて

いく努力をしていただきたいと、そういう願いを込

めて質問を終わります。 

 


