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○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは、一般質問

の通告書に基づきまして、３点について質問いたし

ます。 

まず第１点目でございます。今この自治体で管理

している公の施設この施設の利活用それを促して住

民生活をより豊かなものにするそういう観点から１

点目の公共施設の有効活用対策についてお伺いした

いと思います。平成２０年度から公共施設の使用に

ついて地方財政の逼迫によりまして全国的に施設利

用の有料化が実施されたところでございます。本村

にあっても５年程度を経過いたしましたが住民も施

設の有効利用に対して応分の負担をするということ

に対しては一定程度理解されてきたところであると

いうふうに考えております。大切な住民の施設財産

でありますから有効に活用されることが第１である

という観点からこんにちまでの経過の中でさらなる

有効活用対策と使用料賦課体系の見直しの必要性に

ついて考え方をお伺いしたいと思います。まず１つ

目に使用料賦課徴収前と徴収後の施設利用数の実態

把握はどうなっているのか。使用料負担のため著し

い利用の減になった施設はないのか。また全く利用

されなくなった遊休施設こういったものが存在しな

いのか。どう分析されているか。お伺いしたい。ま

たより有効な活用を促すための施策の展開について

どのように考えているかまず第１点お伺いしたいと

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。 

施設利用の有料化は、行財政改革の一環として、

平成２０年度に体育施設、さるふつ公園施設など使

用料を設定し、料金の徴収を行っております。 

ご質問の利用の実績は、スポーツセンター始め体

育施設全体では、平成１９年度と比較して、有料化

スタートの２０年度は１０％ほどの利用者の減尐と

なりましたが、２２年度実績では１９年度の利用数

とほぼ同じ人数となっております。ただし、各学校

開放は徐々に利用者が減尐し、２２年度は１９年度

に比べると２５％程度の利用者数と著しい減尐とな

っております。 

公園施設では、バンガロー・キャンプ場の両施設

は、おおむね６５％の利用者数まで減尐しておりま

す。なお、公園パークゴルフ場の利用者数は、現方

式での把握が２１年度からであり、２１年度・２２

年度とほぼ横ばいで推移しております。 

全く利用なしの施設は、バスターミナル２階ホー

ルの１施設となっております。 

以上が、有料化後の利用実績でありますが、今後

の公共施設使用料は、平成２０年度から平成２２年

度までの３カ年の利用者数の推移を基に、減尐の原

因や徴収に当たっての課題、行革の成果などを含め

検討中であり、具体的な方針が定まった段階で議会

へ提案の予定でおります。 

また、有効活用の促進に向け、スポーツ参加機会

を提供する活動を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）：使用の実態について、

また利用の実態について、おおむね１０％の減にと

どまっていると。学校については２０％以上の減、

パークゴルフ場については平均的にだいたい横ばい

状態だというふうな回答がありました。減尐してい

る理由につきましては改めてこの減尐の理由を分析

をして今後の対策を定めていくという答弁いただき

ましたからそれで納得するわけでございますけれど

も、各々の公の施設この中で、今も言われたように

全く利用されなくなった施設とこういうものも１施

設でございます。また利用が尐ない施設こういった

ものをどう今後管理していくのか。これはやはりこ

のままでただ、維持管理費を投入していくという現

状のあり方がどうにも疑問でしようがないわけでご

ざいますけど、有効活用するための施設でございま

すから若干の施設の改修、そういったものが伴った

としても有効に活用するこれも大前提だろうという

ふうに思いますので速やかに対応すべきと考えます

が、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：森財政企画課長。 

○財政企画課長（森 克彦君・登壇）：ただいま眞

田議員からご質問のありました全く利用されなくな

った施設ということに限って、ちょっと答弁させて



－2－ 

いただきたいと思います。 

今回全く利用されなくなった施設というのは、バ

スターミナルの２階部分ということでありまして、

たまたまバスターミナルの利用に関しては、ある団

体から申し出がありまして、空いているからちょっ

と貸してくれというような依頼がありまして、検討

の結果とりあえず貸し出したというようなことであ

ります。 

しかしながら、バスターミナル施設というのは完

全な遊休施設ということはございません。たまたま

２階の空きスペース部分、それが空いているという

ことです。１階部分については、当然バスターミナ

ルの乗客の待合室またはバスターミナル事務室、そ

れから村営バスの事務室と、２階部分の１室におき

ましてはバス運転手の休憩施設というような形で利

用しておりまして、全く管理をしていないというよ

うなことではございません。 

そうした中で、たまたま有料化になった段階で、

他の施設へ移行があったというふうに聞いておりま

すので、その辺ちょっとこちらとしては完全な遊休

施設というような理解はしておりませんので、その

辺ちょっと答弁になるどうかわかりませんが、そう

いうことでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：完全に使われなくな

った施設云々という部分では答弁については結構で

ございます。しかし、その他にも使用料を取るよう

になってから使われなくなったのか。それとも利用

の要求が尐なくなってきたのか。そういうところの

分析がきちっとされなければ今後の対応が非常に難

しいと思いますね。答えも出せないんじゃないかと

思います。ということで実態的に時代にそぐわない

施設であって、そういうもので利用の実態に合わな

いから使いませんという場合と使用料賦課徴収する

という考え方はまた別の角度なのですね。したがっ

て私は有効に活用するために対策を施策を練るべき

だというふうに思いますし、全く時代のニーズに合

わない施設であれば廃止無駄な経費をかけるべきで

はないという観点両方の観点が必要だと思いますけ

ども、簡単にその部分について、実態を答弁願いま

す。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：ただいま

のご質問に回答させていただきます。 

先ほど村長からの答弁にもありましたとおり３年

間の利用状況を実績として根拠としまして現在、行

財政改革推進本部、管理職を中心とするチームで料

金のあり方がどうあるべきかというのを検討してお

ります。 

それの前提といたしまして、先ほど村長の方から、

おおむね利用数がこうなりましたという報告をさせ

ていただきました。しかし、その使用者数につきま

してはあくまで有料・無料の区別がなく利用されて

いる人たちの数です。 

今検討しようと思っておりますのは、平成１９年

以前、料金を徴収する前段に当たっての使用者数を

料金徴収対象の数がどの程度あるかというのを利用

日誌ですか、スポーツセンターであれば日誌を基に

調査をしております。それが現状どうなっているか

というのを、これから尐しの時間をいただきながら

検討していくと。 

もう１点、５年間ぐらいの中で村内の人口もかな

り減尐しております。その減尐している中でスポー

ツセンター等を利用するであろう方々の数おおむね

１０歳から８０歳ぐらいまでと考えまして人口の減

尐がどうなっているのかと、おおむね５年間で１２

０名ぐらい減っているというのはあるのですけども、

それらも含めてこれから検討していきたいというふ

うに思っております。 

あと、先ほど眞田議員が村長の答弁の中で認識さ

れた部分の訂正なんですけども、学校開放施設２５

％程度の減というふうに眞田議員が先ほどおっしゃ

られましたが、利用者数が２５％になったと。７５

％程度の減尐になっているということでありますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：わかりました。 

それで私の質問の趣旨は、できるだけ今ある現状

の施設を有効に使っていただきたいと、そういうふ

うにやはり持っていくべきだろうと。そういうこと
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で、住民ニーズと合わない施設があるのかないのか

という分析だとか、合わないとすればどう変えてい

けばいいのかだとか、そういう分析も必要だろうと。

そして大いに利用してもらうと。そして住民に豊か

な生活を送ってもらうその一助になればなと、そう

いう視点で今質問を続けております。 

そういうことでさらに、この分析を十分にしてい

ただいて、利用の促進の努力をしていただきたいと、

そのように思います。 

次の質問に移ります。次の質問でも関連はあるの

ですけども、先日の新聞でスポーツの基本法が５０

年ぶりに全面改定されたという報道がなされて、そ

ういうことで内容についてはスポーツを通じて豊か

な生活を営むのは、すべての人々の権利、スポーツ

振興支援は国や自治体の責務だと位置づけられたと

いうふうに報道されておりました。住民がスポーツ

をより身近に、スポーツの視野を広げ、さらに欲を

言えばトップ選手なんか育成できたらなと。何かそ

ういうきっかけづくりにもなったらなと。そんなよ

うなことも考えながらスポーツセンターとか環境改

善センター、それと老人憩いの家、これら一体の施

設をこれは利用頻度がはあまり多いというふうに私

はとらえていないんですけども、そういう体育施設

等の利用について高校だとか、大学、社会人含めて

合宿の誘致を有効活用という観点からそういうこと

も視野に入れていったらなという提案をしたいんで

すけれども、その辺りの認識をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：お答えをいたしま

す。 

スポーツ施設に関連したご質問でしたので、教育

委員会の方から考え方をご答弁したいと思います。 

あの施設の利用について有料か無料かという問題

と、それから議員がおっしゃるように有効に利用す

るための政策というのはまだ別な視点が必要なんだ

ろうというふうに教育委員会としても思っていると

ころです。 

議員の方から今ご提案をいただきましたけれども、

施設はやっぱり利用されなければ価値がないと。せ

っかく大きなお金をかけて、そして維持をするため

にも非常にたくさんの税金等がかかるわけですから、

是非有効活用策を検討しなければならないと。 

現在私どもも具体的な答えを持っているわけでは

ありませんけれども、しかし施設の有効利用にはや

っぱり利用者視点に立った条件の整備というものが

何なのかを考える必要があろうかと思っています。

具体的には利用しやすい料金というのはもちろんそ

こにも含まれるのかもしれませんし、例えばスポー

ツの施設には一定の指導者や相談ができる体制があ

る、あるいは必要に応じてその活動プログラムとが

提供されると、そういったいわゆるソフト的な面が

施設にどれだけ備わっているかということは非常に

大きな要素だろうと思います。 

もう１つは、その施設を利用して村民に影響を与

えるような活用ができるかどうかというところも大

きな視点であります。 

そういった意味では、合宿の誘致も含めて、例え

ば岩見沢教育大学では、地域連携事業として岩見沢

教育大学は今スポーツ関係の専門指導者養成施設な

っていますけれども、そういったところと具体的な

協議ができれば職員、大学生を派遣をしてくれると

いうそういった道もあるかなというふうにも情報と

しては掴んでおりますので、そんなことも含めて行

政の方で、いろんな条件整備について検討すること

が教育委員会としても必要というふうに考えている

ところであります。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：よくわかりました。 

そういった意味で他の先進事例等もやっぱりきち

んと勉強しながらこれらの可能性の検討を十分して

いただきたいと希望しておきます。 

それで、２番目の質問に入りますけれども、猿払

村の体育施設等条例の別表６で使用料これ何施設あ

りますか、７施設ありますけれども共通年間券が発

行されております。 

それと、さるふつ公園のパークゴルフ場は設置管

理条例に基づいてまた別の使用料の賦課になってお

ります。 
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さらには牛乳と肉の館の設置管理条例の使用料こ

れは別々の使用料設定になっていると。 

ということからして、複数の施設を一住民が利用

する場合に、相当な負担になるということも一つ考

えられるのではないだろうかと。そういった意味で、

利用する住民の負担軽減、それとさらに積極的に住

民に施設を使っていただく、そういう意味から猿払

村には全施設一括の公共施設の共通の年間の利用券

・使用券そういうものの発行は可能かどうか、これ

らについていかがでしょうか、考え方は。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：先ほどのご質問でもお

答えいたしましたが、利用実績に基づいて、公共施

設の使用料金等を検討しておるところでございます。 

その中で、共通利用券も検討したいと考えており

ますが、ご提案の全施設共通年間券となりますと、

憩いの湯や牛乳と肉の館など、設置の目的や利用の

形態、活動内容など現在発行しております共通利用

券施設と違いがあるため今のところ難しいと考えて

おります。現在の体育施設７施設の共通券フリーパ

スポートの発行は年間１枚程度となっているため、

村民の各施設の利用の促進に向けて、利用施設の拡

大が可能かどうか検討を進めて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）：全施設の共通利用券

は利用目的等各々違うという実態の中からちょっと

難しい部分があるというふうな答弁をいただきまし

た。 

この全施設の共通券といっても、ほとんど住民の

中でそういうニーズがある人は限られた人数だろう

というふうに思います。 

しかし健康な住民を作るという意味でも、心身共

にですね、そういう意味からいっても、あらゆる活

動の範囲を広げていただいて、尐ない人口の中で複

数の活動してもらわなければ、やはり各々の目的別

でやっていくとどうしても限界があると、利用の実

態に限界が生じてくるということもありますから、

ぜひ検討いただきたいとそのように思います。答弁

は不要でございます。希望しておきます。 

２番目に入りますけれども、災害は忘れたころに

やってくるということで、昔からのことわざでござ

います。防災の心構えがだいたい風化したころにだ

いたい災害に見舞われていると。災害に遭ったとし

ても、被災の程度が軽く収まるような日頃の心構え

が必要だろうという観点から、猿払村の防災対策に

ついてお伺いしたいと思います。 

まず質問に入る前に、被災された方々に対して心

からお見舞いを申し上げながら質問に入らせていた

だきます。 

平成２３年の３月定例議会中の３月１１日に、東

日本大震災が発生しました。ここにも通告書にも書

いておりますけれども、１万５千数百人の死者、行

方不明は８０００人に及ぶ地震津波被害、さらには

原子力災害も伴う過去に例を見ない大災害をもたら

したところでございます。 

過去に何回も津波被害に頻繁に襲われて、対策や

住民の心構えもある程度整った状況にあった東北地

方であっても防ぐことができなかった想定を超える

大規模なものであったのだろうというふうに考えま

す。 

近年、世界的にも各地で異常気象による各種災害

が発生しております。また津波地震被害が頻発して

おります。 

日本においては、北海道南西沖地震、阪神淡路大

震災など多くの犠牲者を出したことは記憶に新しい

ところございます。 

幸いにして、本村においては大きな災害もない状

況ではありますが、東日本大震災は大きな教訓を残

してくれました。本村においても災害対策というも

のについて、改めて対策については、急を要するも

のと考えます。 

そこでお伺いします。災害対策基本法の規定に基

づき平成２年に本村も地域防災計画を樹立し、災害

対応がなされてきたところでありますが、北海道南

西沖地震津波をきっかけとして防災計画の大幅な見

直し、改定を余儀なくされてきたところでございま

す。平成１５年に新たな猿払村地域防災計画が策定

されたと記憶しておりますが、これは改定前の防災
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計画がそうであったように、行政、防災関係機関、

住民ともども防災計画が大きな簿冊として残ってい

た計画ありきで、計画に基づいた防災意識対策そう

いったものが機能していなかったと、そういうこと

が改定のきっかけとなったわけでございます。 

それとさらには、今回も平成１５年に計画された

防災計画も計画はあるけれども、本当に機能してい

るんだろうか。みんな紐解いて日ごろから災害があ

った場合に、それにどう対応していけばいいのか、

心構えだとかそういった認識が欠落している部分が

ないのだろうか、そういった部分が極めて疑問な部

分も私にはあるわけですね。そういった部分で、こ

の計画そのものを今一度やっぱり検証する必要もあ

ろうと考えますが、いかがお考えでしょうか。 

○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。 

議員ご指摘のとおり、これまで国内で大規模な地

震災害等が発生したのち、都道府県単位の地域防災

計画の大幅な見直しが実施され、それに伴い各市町

村計画の見直しが実施されてきました。大きな災害

のあとは行政としても危機意識を高く保ち、防災意

識啓発のための資料配布や、防災備蓄品の整備等を

進めておりましたが、年月の経過とともにその対策

が残念ながら低下していったのは事実でございます。 

比較的災害の尐ない地域である猿払村にあって、

今回の東日本大震災のような災害は今の地域防災計

画では想定されておりませんし、津波避難計画にあ

っては、海岸から内陸５キロメートルに位置してい

るものの、海抜５メートル以下の位置にある施設を

避難所に指定しているなど、避難場所や避難経路を

含めて大幅な見直しが必要と考えております。 

多くの犠牲者を生んだ今回の津波被災地は、過去

に幾度も津波被害に見舞われたことのある地域であ

りましたが、その避難率は１５．６％と言われてお

ります。自治体や自治会を中心に津波対策は十分に

されていたと認識しておりますが、これだけの犠牲

者が出たという事実は、日ごろからの防災意識と対

策がいかに必要かということを私たちに投げかけて

いるものと思いますので、直ちに現行の地域防災計

画の内容・対策についての検証を進め、実のある改

革に改定すべくその準備を進めてまいりたいと考え

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）：現状での防災計画そ

のものの内容をどう改正していけばいいのかという

ような部分では、先ほど同僚議員も質問があったよ

うなハザードマップ、避難所、果たしてこれでいい

のだろうか、北海道新聞で報道されておりましたけ

れども、猿払村の避難所においても１０メートル以

下２か所、５メートル以下１か所と記憶しておりま

す。そういうものはやはりきちっと見直さなければ

いけないと、ハザードマップもきちっと作らなけれ

ばいけないと、それも理解できますし、ぜひそうい

う改正が急がれるのだろうなというふうに思います。 

それと先ほど村長も同僚議員の質問の中で、今日

の新聞でもそういう計画は新たに云々というような

部分で出ていました。当然そういう必要性があろう

かと思います。早急にそういう対応を求めたいと思

います。 

さらに、私はこの防災計画そのものを改正する必

要性の内容という部分はそう多くない、今言ったよ

うな内容だろうと。しかし必要なのは計画に網羅さ

れている内容がきちっと実行されるのか、いざとい

うときに本当に機能するんだろうかということが心

配なのです。そういう趣旨で今ちょっと質問をして

いるのです。そういうことでは住民の生命、身体及

び財産を災害から保護するため、防災の万全を期す

ために防災計画を策定すると。防災の組織に関する

こと、災害予防に関すること、救済云々という災害

防災訓練について、防災思想の普及についていろい

ろ位置づけされております。個別具体的な課題検証

確認これが大事だというふうに私思うのです。それ

は日常的に取り組まれるというような雰囲気にぜひ

持っていっていただきたいなと。特に防災計画の中

に、防災会議というのもございます。災害対策本部

というのが組織されております。しかし、本当にい

ざという時これは機能するのだろうかと、そういう

チェックも当然しなければいけないだろうというふ
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うに思いますし、災害を想定してそういう組織が機

能するかどうかの訓練をやはりしていくべきだろう

というふうに思います。 

先ほどいろいろ同僚議員との質問もダブる部分は

省いていきますけども、これについては、やはりぜ

ひそういう訓練をやっていただきたいなというふう

に思います。 

それと、過去において浜鬼志別で津波を想定した

避難訓練を行いました。ということを実は消防の支

署長にいつだったとそういう形で平成９年だったで

すか、どういう内容でやったか記憶にちょっと薄ら

いでいるものがあったものですから再確認をしたと

いうころで、一番の課題は災害に対する意識が薄い

ということがまず第１だったのですね。もう意識を

高めるという、住民の意識を高める、危機感をちょ

っと煽るというような部分で効果があったのかなと

いうふうに思いますし、さらに災害弱者というので

すか、１人で逃げられない高齢者だとか病気がちな

人だとか子どもたちだとかいろんな対象を誰がどう

してどういう経路でそういう人たちを避難をカバー

していくか、お手伝いしていくかというようなこと

も含めて、これは確か避難訓練をやったというふう

に記憶しております。重点的にはそういうことなの

ですね。 

しかしやはり熱心な防災関係者がいればそういう

ことをやるのですけど、継続すると思いますけれど

も、やはり関心が薄らいでいくとそれが尻つぼみに

なってしまうと。やはり大切なのは継続してやって

いくことでないかというふうに理解しますので、村

長これについてぜひ組織的な訓練、それと先ほど同

僚議員も言いました地域での住民での避難訓練、そ

ういった意義を確認しながらぜひやっていただきた

いと思いますけれども、これについて何か意見があ

れば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。 

私もほぼ議員の意見と同じでございます。 

先ほども同僚議員への一般質問でも答えておりま

すが、やはり今議員がおっしゃったとおりこの計画

が形だけのものにならないように常に危機感を職員、

住民含め常に危機感を持てるような状況を保ってい

きたいと思っておるところでございます。 

そのためにも今、皆さんはこの大震災を毎日目の

当たりにいたしまして非常に危機感が高まっている

時期でございます。このようなときだからこそ、先

ほど申し上げましたとおり、９月１日の防災の日前

後に全村レベルで本当の震災があったという想定の

もとで大規模な避難訓練を行い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）：ぜひそういうことで

努力していただきたいと思います。 

さらに１点言わせていただければ、災害はすべて

行政・防災関係機関が対応するものではないと。防

災計画の位置づけの中でも村民の責務というのが表

現されております。やはりみずからの命はみずから

守っていかなければならない、そういう教育がなさ

れなければならない、こういうことも観点の１つ。

それとお互いに助け合わなければならない。災害弱

者に対してどういう対応をするのか。系統が系列化

していかなければならない。先ほどの情報の中では

自治会である程度弱者対策についての対応ができて

いるというふうに答弁されておりましたけれども、

いざというときに本当に対応できるのか。２重３重

の対応を考えていかなければならないだろうとふう

に思いますので、そのあたり、より厳しい形で対応

いただきたいというふうに要請しておきます。 

それと防災計画の災害の自主防災組織、これも私

自分で担当しているときに、ぜひこれは組織しなけ

ればいかんというふうに考えていたんですけども、

できなかった。結果的にできなかった。先ほど総務

課長から同僚議員の質問で自主防災組織は可能であ

ればそういうことで資器材の整備も含めて考えてい

きたいという答弁がありました。可能であればとい

うことではなく、ぜひこれは作っていかなければな

らないと思いますね。自主防災組織は。それとやは

りきちっと防災計画にもそれが表現がされておりま

す。できるような指導を行政が仕向けていって、こ
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れを一つぜひ頑張ってやっていただきたいなとそう

いうふうに思います。これについてはあえて答弁は

求めませんけれども、そういった意味も含めて先般

的に防災計画をもう１回紐解いてみると職員全体で

議員も含めてそういう作業、それとそれを住民に徹

底していくという作業を積み重ねる必要があるとい

うふうに訴えて、この質問は終わりたいと思います。 

続きましてすべての住民に使い勝手の良い交通輸

送事業であることを願って、目的や年齢制限のない、

さらには中心市街地の活性化、商店の地元の消費を

促したり、高齢者の活発な活動を促すことは極めて

重要だという観点から、猿払村福祉輸送事業につい

て質問したいと思います。今議会に提案されており

ます猿払村が福祉輸送事業は平成１８年１０月に道

路運送法の改正によりまして許可制度から登録制度

として取り扱いが明文化されました。市町村運営有

償運送・福祉有償運送・過疎地有償運送等の制度の

中から福祉輸送事業を選択したものとは理解します

が、以下の点について質問いたします。道路輸送法

改正前は許可制度であったと、それを登録制度に改

正されたと、どういう意図で改正されたのか現状で

認識理解されている事項があればお伺いしたいと思

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。 

市町村バスやＮＰＯ等によるボランティア有償運

送については、バス・タクシー事業者によっては十

分な運送サービスが提供されない場合に、地域の足

を確保する重要性を鑑み、公共の福祉を確保する観

点から、従来、自家用自動車による有償運送の例外

許可が行われてきたところでありますが、過疎化の

進行や尐子高齢化の進展により、生活交通の確保が

大きな課題となり、今後、こうした運送サービスは、

バス・タクシー事業者によるサービスを補完するも

のとして重要になると考えられております。 

このため、こうした運送サービスがより一層安全

・安心なものとして利用者に提供されるよう、例外

的な許可ではなく、法律上の位置づけが明確化され、

具体的には、実際の運送形態を踏まえ、新たに登録

制度が創設されました。 

猿払村においては、法改正以前から、協議会の協

議結果に基づく地方公共団体が自らバスの運行を行

う場合の有償運送許可を取得しており、法改正によ

り登録を受けたとみなされる地方公共団体として始

まり、現制度の規定の適用となっております。 

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）：わかりました。ひな

形にもそういうことで書かれております。それにつ

いては理解はするんですけれども、であれば、であ

ればですよ、許可制度から登録制度に変えたという

ことは、市町村の自主性を重んじた、実態にあった

輸送施策が可能となるべく登録制度に変えられたと

いうふうに私は理解します。地方自治法に基づく普

通地方公共団体に対する国だとか北海道、我々の自

治体にどこまで関与できるのか、関与の基本原則こ

れはやはり我々の地方公共団体の自主性及び自立性

に配慮しなければならないと。地方分権一括法地域

主権に基づくもので地域の実態に合った事務事業事

務事業の実施が担保されるそういう方向に変わって

きたんだろうというふうに思うんですね。ところが

福祉輸送で考えるならばいろんな制限がございます。

年齢の制限利用者の制限がすごいんです。なぜ制限

をみずから課さなければならないのか。地方の実態、

猿払村の地域の実態に合った施策を講じるべき、足

の確保、運輸政策という、それが例えば今回この条

例で提案されておりますけれども、基本的に７０歳

以上でなければならないと、なぜ。自分たちの地域

の住民が利用しやすいような条例を制定しなければ

いけない、これは条例の精神だというふうに思うん

ですね、私は。そこがどうも理解できない。なぜ福

祉有償でなければならないのか。何回もこれについ

ては議論しております。議会の中で。なぜ福祉に限

定した施策政策でなければならないのか、運輸政策

でなければならないのか。目的を多く持って効果的

に運行できる輸送方法がなぜできないのか、どうに

も理解できない。国の関与があるとすれば、制度が

あるとすれば、どんなところなのか。国の関与とい

うのはまず法定主義の原則というものがあります。
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法律に基づいて条例ではこういう制限を設けなけれ

ばならないと、そういう場合。それとこれが大事な

のですよ。必要最小限度の原則２４５条の３項に謳

われております。目的の達成のためには国の関与は

必要最低限度に止めなければならないというふうに

表現されているのです。だから地域の実態に合った

運行をみずから考えて実行しなさいと、するべきだ

と。住民の側に立った住民が使いやすい事業実施で

なければならないと私は思います。これについてご

意見いただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまの眞田

議員のご質問にお答えしたいと思います。 

今回なぜ福祉輸送事業というさまざまな制約を持

ったものを取り入れたかという、最終的にはそうい

うご質問の内容でなかったかと思います。 

どんな方でも気軽にご利用できる輸送方法という

ことになりますと、今回ご提案申し上げました市町

村運営有償運送・それから福祉有償運送・過疎地有

償運送という枠を超えてしまうということに、簡単

に言えばそういうことになります。 

つまり、イコール簡単に言いますとタクシー事業

ということを市町村で業者が参入できなければ市町

村で運営しなければいけない、そういう方法も可能

ではあります。 

ただし、今回ご提案したような低価格での料金設

定が、タクシー業となるとできなくなってしまうの

も事実であります。 

いろんな法の制約があってというお話しでござい

ましたけれども、今回ご提案申し上げるまでには、

さまざまな手法をそれぞれいろいろさまざま検討し

た中で、今すぐ村で導入できるものはという、１０

月１日という宗谷バスの海回り路線の改定等もあっ

て、空白交通地帯が今度は知来別線から小石線に変

わるという大きな問題もあったりした関係もありま

して、作業的には急いだ部分も確かにございます。

ですが、さまざまな要件を検討した結果、住民の方

にもさほどご負担をいただかない範囲内で村として

もすぐ取り入れることが可能な事業ということで、

今回の福祉輸送事業という形でのご提案を差し上げ

てまいった次第でございます。 

そういうことですので、よろしくご理解願いたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：これは自家用有償旅

客運送の概要ということに基づいてこの改正がなさ

れて、改正道路運送法というのですか、それが許可

制度から登録制度に変わったと。それとこの中でな

ぜ国土交通省、運輸の方で一定の制限を設けなけれ

ばいけなかったのかというのはこれはバスだとか既

存のタクシー業者そういう業種に圧迫を加えてはい

けないよと、過度な競争を煽って共倒れになるよう

なことを避けようという意味で実は白タクだとかそ

ういった部分の一定の規制、それと新たな輸送方法

に規制をかけてきたわけですね。しかし現状では先

ほど村長が明確に答弁をいただきました。バスやタ

クシー事業十分な輸送サービスが提供されない、そ

ういう条件にないところ、そういう所がたくさんあ

るよと、それに対応するために皆さん考えていろん

な対策を実行するようなそういうような手段を確保

してくれたというふうに私は理解するんですよ。と

いうのは、地域主権を国も意識したと、そういうこ

となんですよ。だから言ってみればタクシーを運行

して、今福祉輸送であれば利用者が５００円負担し

て１，０００円を村で補助して１，５００円ですよ

ね。そういう形でいいじゃないですか。タクシーで

は誰でも乗れますよ。まちの活性化も図れますよ。

鬼志別に来ていろいろ娯楽も楽しめますよ。お酒を

ちょっと飲む機会もあるでしょう。食事をすること

もあるでしょう。福祉有償そういう限定された制度

の中でそういうものに利用できないじゃないですか。

なぜそういう制限されたことをみずからつくるのか。

国にがんじがらめに、法律でがんじがらめになって

いるものであればしょうがない部分もあるかもしれ

ません。しかし職員としては村長の立場とすればち

ょっとしつこくなりますけれども法令順守ですよね。

しかし我々の立場は法令遵守よりもむしろ住民が使

い勝手のいい方法は何かないかというふうに考える

のですよ。これは違いですね。執行権者と議会との

違いだと思うんです。ただそれだけでない、歩み寄
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れるところはあるのではないですかと私言いたいの

です。なぜそこを何回も議会でも提案しているんだ

けどもある一定程度タクシーも検討してくれて、い

いところまでいったなと思ったら、がくっと変わっ

てしまっている。これしか方法はございません。本

当に住民がこれが使い勝手のいい制度なのか極めて

疑問だということで、総務課長にこれちょっとお伺

いしますけれども、運営協議会というのがございま

すよね。市町村運営有償運送にあって、地域公共交

通の会議を持つこの中で猿払村にも存在しますよね。

なぜこういうのを設けられたのですか。こういう会

議を。これは国の方もですよ、陸運支局から恐らく

入っているのではないですか、メンバーに。という

ことは陸運支局も国の立場ばかり法律ばかり盾に云

々ということを言わない、地域の実態に皆さんの協

議している中で地域の実態にあったことは登録制と

認めていきますよという姿勢じゃないですか。その

あたりちょっと位置づけ、総務課長の判断。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君）：確かにおっしゃるとお

り今回の福祉輸送事業を実施するに当たってはこの

協議会の決議がなければ旭川支局の方に登録をする

ことができません。その登録の前には必ず協議会の

決議が必要だという組織でございます。もちろんそ

の中に旭川陸運支局の方も入っております。構成の

メンバーがもしご必要であれば後で資料等をお届け

したいと思いますけれども、この場でこの協議会で

決定した事項ですべてが協議会の中で決まったこと

がすべてその分で登録できるかということになりま

すとまた若干話は変わってくるのでございますが、

今回の福祉事業については一応その協議会決定のも

とに登録制度になるということでご理解いただきた

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今言う運営協議会が

決めたことがすべて登録の条件ではないと、協議会

で協議がなされてことがすべて登録制度で認められ

るか、そうはいかんというそれはわかります。しか

しこの協議会というのは地域の自主性自立性を促し

地域の実態に合った運輸行政を実行する機会を与え

てくれたというふうに私は理解するのです。それは

総務課長そういうことですよね。だからそういうこ

とで対応する側もこういうことを視野に入れて住民

が利用しやすい誰もが利用できるような制度として

今後は発展させていくべきだとこういうことを訴え

ているんですよ。村長ご理解いただけましたでしょ

うか、言っている意味が。どうもちょっとしつこい

ようですけれども。そういったことで進めていきま

すけれども、今度の登録制度の中で福祉有償運送と

過疎地有償運送というのがございますね。これはな

ぜ過疎地、そちらの方、過疎地の方は制限もあまり

ないようなふうに思うんですよね。福祉とつくから

非常に難しい今後対応が迫られると、これは後でま

た議論されますけども、わかれば、明確にここが違

うんだということがわかればあとでよろしいですか

ら教えていただきたいと思います。これについては

答弁いらないですけれども６月１６日ですか。どさ

んこワイド１７９というものがありました。テレビ

放送。そこで見られた方もいると思います。遠軽町

旧生田原町、交通サポート、住民が担う公共交通の

ＮＰＯ。それと富良野市の東山地区地域によるコミ

ュニティ・カー、市が事業主体になっております。

住民がボランティアで公用車で送迎サービスを行う

ものです。現在の登録運転者数は１０名だそうです。

利用料は一般について１００円、高校生は５０円、

利用制限はほとんどない、そういった公共輸送手法

を取り入れた自治体が現実にあると。だから限られ

た目的での運行ではなく、車を持たないそして免許

も持たない、または高齢で運転免許も返上してしま

っていると、そういった交通弱者の対策は重要では

ないですか。ここで何回も議会で訴えております。

それと先ほども同僚議員が暮らし応援商品券の効果

について云々という質問もございました。効果を上

げるという観点からも足を確保してやらなければう

ちの地域性ではどうしようもできないじゃないです

か。猿払・浅茅野。商店も無いところもあります、

浜猿払。そういう人たちは足の無い人はどうします。

商品券なんて使えませんね。いろんな住民の批判も

そういうところに暮らしの応援商品券は理解するけ

れどもどうもそういうところにはそういう対策が本
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当にどうなんだろうかという疑問を呈する住民もい

るということをわかっていただきたい。そういうこ

とをまず訴えておきたいと思います。それと村長こ

れは認識が一致すると思います。すべて行政に議会

側が求めているのですね。こういう対策について。

やはり他の市町村ではやっぱりＮＰＯだとか団体だ

とかボランティア団体が立ち上げて、自主的に運営

しているのですね。村長それを求めるでしょう、お

そらく。なぜそういう住民の意識が育たないんでし

ょうか。育たないとすれば、その理由は何か村長わ

かりますか。やっぱり育てていく努力が必要だと思

いますね、対策が。今後これから教育長も変わりま

した。教育長、これからはそういうボランティア意

識そういったものの住民学習を十分してですね、そ

ういったことを住民に求めて十分教育してから、住

民に対してもあなた方の責任みずからという形が筋

じゃないかと。だから、それができてないから、ど

うしても行政に何とかしてくれ何とかしてくれとな

ってしまうと。そういうことで、今までの話でちょ

っと長くなりまして、村長感想がありましたら。教

育長も何かそこで感想がありましたら一言で結構で

ございます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ちょっと質問が尐し長

かったようでございまして、ちょっと要点を整理つ

かないのでございますが、今質問等を聞いておりま

して、私もこの事業については非常に切なく思って

いるところではございます。 

しかしながら、今、現状の、現状において、現実

的なのは今のこの制度を使って行うのがよろしいの

かなと思っているところでございます。尐なくとも

今村民の皆様には今回は使える方は一部ではござい

ますが、村民の皆様にはタクシーに近い事業ができ

るということが周知されるわけでございますから、

これをやることによりまして、これから本当に皆さ

んが使えるような有効なタクシー事業を目指してい

くまでの段階と捉えて、もう尐し時間をいただきた

いなと思うところでございます。まず、先ほどの制

度の話もしておりました。議員もおっしゃるとおり

この当地にあって一番有効的なのは私もこの３つの

中では過疎地有償運送になるのかなと思うところで

ございますが、しかしこれも今のところでは当地で

は難しいんではないのかなという見解をいただいて

おります。宗谷バスも走らず、全くの交通空白地帯

となればそういうことも可能かもしれませんが、現

状では尐し難しいのではないのかなという判断をい

ただいているところでございます。先ほどもおっし

ゃった質問等にありましたけれども、この過疎地有

償運送と市町村が行う市町村運営有償運送との違い

は主体が村であるかＮＰＯ等の非営利法人になるか

の違いでございます。私もできればですね、とりあ

えずこの地域ではまだ認められてはおりませんが、

できればＮＰＯ等によって、このタクシー事業が行

われるのが一番現実的可能性があることではないか

なと思っているところでございますが、正直言いま

して先ほども議員の言葉の中にもございましたけど、

なかなかそれをやってくれる人たちが集まらないと

いうのが現状でございます。私も何人か正式ではご

ざいませんがお頼みした経過もございますが、なか

なかそのような人はできないとをいうのが現状でご

ざいます。それはなぜかと今問われたのでございま

すが、なかなかこの長い歴史の中で、当地域では育

っていないというのが現状でございますし、またそ

のような地域をつくるというのが私の目標でもござ

います。そのためにもいつも申し上げているとおり

村がひとつとなりまして共通の認識のもとにこの村

を本当によくするんだと、自分たちはこの村で一生

を終えるわけでございますから、この村をよくし、

そして息子にも喜んで帰って来てもらうし、また孫

にまでも帰って来てほしいと、帰って来たくなるよ

うなそんな地域をつくるのが私の目標でございます

ので、何とかそのような地域になるよう最大限努力

してまいりたいと思っているところでございます。

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：ボランティア、あ

るいはＮＰＯ等、住民の方々が自主的に、主体的に

行動すると、そういった措置があって初めて行政と

連携をしながら地域づくりが展開をされていくと、

効果が上がっていくんだろうという議員のご指摘そ
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のとおりだというふうに考えています。教育委員会

のかかわりの中ではいわゆる生涯学習それぞれの世

代それから青年尐年婦人そういった対象に応じた生

活課題というのがやっぱりあるんだろうと思います

からそういったところにどうやって住民の方々が踏

み込んで学習をして学んで生活に生かしていくかと

こういった視点では住民の方々が自主的に活動して

いくための教育行政の役割というものがあろうとい

うふうに考えています。それはとりもなおさずボラ

ンティア、あるいはＮＰＯ法人の設立活動というと

ころに結びついていくんだろうというふうに思って

いますが、従来教育行政の中ではやはりいろんな制

約や限界があって一生懸命職員が動く時代からでき

るだけ住民の方々が自主的に展開していただくよう

な、そういった時代に変遷をしてきたというふうに

私も理解をしておりますけれども一報で情報だけは

きちんと流れるようになったけれども、その情報を、

心を打ってではやってみようと学んでみようとそう

いったところにやっぱりつながっていくような手だ

てというのは尐しおろそかになってきたのではない

だろうかという、そういった個人的には反省を持っ

ております。就任をさせていただきまして教育委員

会事務局の中で職員たちと実は１度話をさせていた

だきましたけれども届ける情報それから学びたいと

いうふうなそういった気持ちにも心を打つ取り組み

というのはただ流せばいいというものではなくて、

できるだけ直接届けるようにしようと、そういうよ

うな実はご相談もさせていただいたところです。教

育委員会の生涯学習推進という部分ではそういった

方向でできるだけ情報をそれぞれの地域や個人の方

々に届いてやってみようとそういうふうに思ってい

ただけるような努力を、今後していきたいというふ

うに思っております。直接のお答えにはなったかど

うかわかりませんけれども姿勢だけを今お伝えをし

ておわらさせていただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：村長の言う答弁につ

いても十分理解できますし、なかなか理想と現実と

いうギャップいたし方ないと理解はしますけれども、

かといってあきらめては何もできないということも

ありますから粘り強くやはり対応していかなければ

いけないだろうと思います。これは答弁は求めませ

ん。それと今教育長から答弁いただきました。これ

はやはり、そういう住民を育てるというのは教育の

分野でもあると。やはり生涯学習というような部分

ではこれからの教育のあり方については力を入れて

頑張っていただきたいなというふうに思います。そ

れとこの部分の質問を終わらしていただきまして、

最後にちょっと心配もございます。５００円です。

輸送事業、ちょっと高過ぎるというふうな心配も実

はあるんです。もしも７０歳、７０歳未満は使えな

いことになるのですね。夫婦でパークゴルフに今日

は天気がいいから行ってみようかと。２人で１，０

００円、往復２，０００円になります。パークゴル

フ３００円ずつ払えば６００円になり、２，６００

円を支出させるの今の国民年金でのぎりぎりの生活

実態の状況の中で１回パークゴルフ行くのにそれだ

けかかるのかけなければいかんの余りにも実態とを

かけ離れてはいないか。そういったことを当然見直

しの対象として今云々というものではないですけど

も検討していただきたいというふうに思いますし、

それと今高齢者のサービス調整会議というのですか

支援会議というんですか、やられていますね。そう

いう対応の中で通院だとかそういったものの対応が

無料でなされております。消防やなんかについても

これやってますね。対応をされていると思います。

車両も持って。そういう人たちの無料での扱い、小

石のデマンド７０歳以上無料整合性がないんですよ。

もう尐し精査をしなければいけないですこういうも

のは。やっぱりやる上ではそれとだから今言うよう

に５００円が安いのか高いのかという議論は使う人

が実は３６９人という説明受けました。この福祉輸

送事業の中で。尐なくてもその事業の対象者の合意

を得て理解を得た上での事業化なんだろうなという

ふうに思いますけれども、本当に事情はありがたい、

村長よく取り組んでくれましたと言いたいんですけ

れども使われなかったらどうしようもできないです

よね。無駄ですね。まったく無駄です。これは細部

にわたっては条例の中でまた新たに整理成立させて

もらいますけども質問させてもらいますけども今や
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っている既存の事業ですよ。通院サービスなんてす

ばらしい事業だと思うんですよ、私。みんながいろ

んな部署を乗り越えて枠を乗り越えてみんなが対応

しているのですよ。そういうものと競合してどうな

りますか。こっちはただ、こっちは有償だからそれ

を整理されなければだめですよ、村長。整理しなけ

れば。しないうちのあれは無理。こういう部分はま

た新たに条例の中で審議させていただきますけども

ぜひ、そういう部分をもしか矛盾があるとすれば、

住民が今後利用しやすい状況をつくり上げて下さい。

私は無料で結構だと思いますし、年齢の制限を設け

るべきでないと。タクシーも運行させなさい。一般

の利用者については一般で利用するという部分につ

いては普通のタクシー並みの料金をとっても構わな

いと思います。そんなことも考慮に入れながら条例

は別にしてもやっぱり半年ぐらいで見直してもらわ

なければやはりいけないと思いますよね、実態に合

うようなそういうことも要望しながら、質問を終わ

りたいと思います。 


