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○議長（山須田清一君）：引き続き一般質問を続行

します。 

５番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：質問通告書に基づき

まして質問いたしますが、今回の質問通告書につい

ては、極めて抽象的な表現が多いという部分では理

解がしづらい内容だということで、反省と、まずお

詫びを申し上げたいと思います。 

それと今朝方、配付されました、第５期猿払村介

護保険事業計画・高齢者保健福祉計画。これは平成

２４年から平成２６年度までということで、配付が

実は今朝されました。これが通告前にいただければ

非常にありがたい。通告の内容についても、担当課

長が代わったばかりということで、細かく、やはり

通告をするというふうに心がけ、それが抽象的な証

言がかなり多くなって理解しづらいと、そういう内

容になったということについて反省しております。 

それと、この福祉事業計画については１番目の私

の質問と共通します。基本的には、内容的には考え

方が一致しないわけではない。極めて一致する部分

が多いというふうに理解しております。その中でも

若干指摘したり、提案という形で、質問を進めさせ

ていただきたいと思います。 

それでは、共生型地域社会の確立。村長も所望し

ております、孫の代まで安心して生活できる、その

ような地域づくり。これがやはり、これからの求め

られる社会像だろうというふうに理解しますので、

この部分についての実現について質問いたしたいと

思います。私たちが日々の暮らしの中で、人々の支

え合いという部分、これは実感できない。未来に希

望や夢を持てず、不安な日々の営みを強いられ、閉

塞感が広がっている。これは、取りも直さず孤立死

の問題だとか、社会的な現象で、どうしても自ら命

を断つと、そういう状況が結びついている。極めて

閉塞感等、危機的な状況でなのだろうというふうに

理解します。 

人間がもっと深みのある、誰もが幸せで安心でき

る地域社会をつくりたい。皆そう願っています。

様々な社会環境の中で、人間は一人で生きられない。

互いに助け合いながら、安心してそれぞれの人生を

生き抜けるよう、安心型の共生社会の実現を求めて

おります。特に、高齢者の介護保険等の経済的にも

負担を伴う将来不安、介護生活の経済的またそして

肉体的、精神的、その苦痛という部分では、非常に

我々が考えられない、日常では考えられない苦痛を

強いられているというのが現状だろうと。これは、

なってみなければ分からない。これは深刻な問題だ

というふうに捉えております。 

そういう対策、それに対する対策というのは急が

れるという理解の中で、また、知的、身体問わず、

障害対策においても自立した地域生活が可能となる

ような、質的にも量的にも充実した障害者福祉施策

の供給体制が、これは地域ニーズは極めて高いもの

だというふうに私はそれなりに理解しております。 

高齢者、障害者における施策については、前段で

申し上げた考え方の基に、以下、質問に入らせてい

ただきたいと思います。 

まず一つ目ですけども、人口の動態という部分で

は、これは着実に進んでおります。団塊世代と言わ

れる人たちも、高齢者の仲間入りをした。  ５０

年後の高齢者率、予測は４０パーセント。これは衝

撃的な数字ですから、さて置きまして、高齢者と若

い世代が共に生き生きと過ごせる社会でなければ、

一般的な地域社会とは言えないと。しかし、そのた

めの特効薬はあるのだろうか。現状では身体は元気

でも心に寂しさや不安を抱えて、独り暮らしの高齢

者がテレビと会話をしている。そういうのが現状な

のです。私も消防という行政の立場におりました。

その現場を見たときに  ショックを受けました。

何かをしなければ。何か行動を起こさなければとい

うことで、消防の福祉計画という部分では積極的に、

やはり取り組むべきだという考えに至って、実践も

してきました。現状では満足できるものではないと

思いますけども、今の消防職員にとって、極めてそ

ういう部分で頑張っておられるというふうに思いま

すし、敬意を表しております。 

それでは、今の高齢者については、これからのグ

ランドデザインというのは果たしてあるのだろうか。

新しい老後の人生設計というのは、どうなのだろう

か。実は私も、その域に達してきましたから、どう
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なのだろうかと自問自答します。不安です。しかし、

これから高齢者福祉といえば、これから受ける側の

みの視点で我々考えてきたというのは、私もそうで

す。これは反省しなければならない。また、若者と

一緒に共生をしていく。そういう考え方、そういう

高齢者の地域パワーを、何と言いますか、大きく広

げていく、利用していく、活用していく。これは何

回も過去の議会でも提案しております。そして、高

齢者の自立した生活ができるという視点、やはり感

じ方がちょっと足りなかったような気がしています。

そういった現状認識に基づいて、具体的にどのよう

な施策が必要なのだろうか。それをちょっと村長に

お伺いしたいと。総論的な考え方で結構です。お答

いただきたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の眞田議員の質問

にお答えいたします。近年、現役を引退された、い

わゆる高齢者の皆さんは、外見も体力的にも大変お

若く、改めて年齢を伺って驚くというような方が多

くなっていると感じております。しかしながら、御

質問にあるように身体は元気なのに、心に寂しさや

不安を抱えておられる高齢者の方がいるのも現実で

あり、こうした独り暮らしの高齢者の方が外に出て、

異世代との交流、地域での共生を目指す。そのきっ

かけづくりが重要であると考えます。 

以前は、社会教育分野で、百寿大学が各学校の総

合学習の時間などを利用して、昔ながらの玩具遊び

や、正月用注連縄づくりでお年寄りと子どもたちの

交流を図り、また、学校の畑づくりには、お年寄り

が講師として招聘され指導に当たるなど、まさに地

域の力、地域の先生として豊かな経験と知識を生か

した活動をされていた時期もありましたが、皆様、

高齢により参加が減少していると聞いております。 

福祉分野では、昨年実施いたしました６５歳以上

の方々全員を対象とした、日常生活圏域ニーズ調査

の結果に基づき、高齢者の意欲や力を地域活動等へ

参画という形で生かすという視点も踏まえた、第５

期猿払村介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画を

作成しております。これが、議員が問われておりま

す高齢期のグランドデザインに当たるものでも、高

齢者の方々が人生設計を組み立てる指針となるもの

でもありませんが、御質問の現状認識と必要な施策

の考え方を整理したものであろうと思っております。 

申し訳ございませんが、遅ればせながら計画書を

参考資料として議員各位に配布させていただきまし

たが、健やかに暮らせるふるさとづくりを基本理念

に、今年度から３年の計画期間の中で、１、高齢期

を健康で生き生きと生活できるよう、健康づくりや

生きがいづくりなど高齢期の生活の充実。２、住み

慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、地域

包括支援センターが中心となって、日常生活の持続

に向けた取り組みの充実。３、ニーズに応じた在宅

生活等の支援の充実。４、様々な課題を抱える高齢

者を地域ぐるみで支援するため、地域ケア体制の充

実。５、介護サービスの充実や安全安心対策など、

福祉のまちづくりの推進。以上の五つの重点を定め

ております。 

また、同じく３年の期間を見越した、猿払村障が

い福祉プランも、障害者の方々のニーズ、御家族の

御意見を踏まえて取りまとめ、この計画実現に向け

た取り組みも整理いたしました。 

直ちに満足いただける結果を示すのは難しい点も

ありますが、保健福祉課、社会福祉協議会、教育委

員会、自治会、さらには村内事業所等との連携や協

力を図りながら、政策を具体化する中で高齢者そし

て障害者の方々の自立支援を努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）：基本理念と、今後の

総論的なものは答弁いただきました。理解いたしま

した。それと、この介護保険事業計画、高齢者保健

福祉計画、これらのものについての理念については

共通理解いたします。しかし、具体的な施策をどう

実行していくかと。そういう視点から考えますと、

これ私、度々、３月議会でもこれは質問しておりま

す。一昨年は減少時代における地域づくりのビジョ

ンに関連して、この問題についても指摘させていた

だいております。 

現代は共同体が崩れて、個人の主体の社会という

ことで、良い意味、悪い意味であっても、家長制度
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は崩壊してしまったと。今まで家族が担ってきたこ

と、それができなくなってきていますね。子どもに

頼らないで私の人生、果たして全うできるのだろう

か。今の介護保険制度の中で、私は安心して暮らし

ていけるのだろうか。在宅で何とか助け合ってでも、

夫婦で生活していけるのだろうか、極めて不安なの

です。実際は、厳しいのが現実なのだろうというふ

うに思います。子どもには頼らない人生で本当にや

っていきたいのですよ。迷惑を掛けない。ですから、

そのような社会をつくらなければ駄目なのですね、

と私は思います。 

子ども、家族が親を看るのは当たり前。私もそう

は思います。しかし、現実はそうはなっていない。

現実対処しなければならないという観点から、これ

から議論を進めていきたいと思いますけれども、こ

れからは自立型社会と言われていますね。自立とい

っても孤立するという意味ではありませんよ。これ

は自立社会というのは、地域で係わっていくという

意味ですけれども、この中で住民同士が、やはり繋

がり合って生活していかなければいけない。具体的

には高齢者の人権、財産を守る。これも後見人制度

という部分で、私は前に実態は猿払村にも、そのよ

うな人がいたのだという感動した実例を例に挙げて、

こういう問題についても質問いたしました。この福

祉計画の中に、どこにそれが網羅されているのだろ

うか。まだ正確には見ておりませんが、そういう議

会でのやりとりが、どういうふうに、こういう事業

計画の中に反映されているのか。ちょっと、その辺

りは疑問な部分もありますけれども、いずれにして

も作っていただいたということには感謝いたします。 

そういうことで、地域から孤立してですね、肉体

的にも精神的にもケアを要する、そのような人が増

えているのです。相談できる体制だとか、極端かも

しれないです。地域で人生の最後を看取るというと

ころまで、もう我々、考えていかなければならない。

そういう役割分担をしていかなければならない時代

に入ってきたのではないだろうか。私はそのように

考えます。足りないところは、やはり住民同士で補

い合って地域が全体で家族なのだという展開が求め

られているというふうに私は理解します。 

というところで、社会福祉の共生社会の確立とい

う観点から、福祉の担当課長にでも結構です。それ

と、学校教育だとか、社会教育、生涯学習教育の観

点から教育長、この部分について考え方があれば、

ちょっと述べていただきたいなというふうに思いま

す。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：ただ今の御

質問にお答え申し上げます。的を得た回答になるか、

ちょっと不安でございますが、まず今、議員がおっ

しゃった、地域とお年寄りが孤立しないような社会

ということで、地域と、正直なところ私まだ具体的

にどういった取り組みをすればいいのかというのは、

現在は持っておりません。 

ただ、話がずれるかもしれませんが、昨年、拓心

中学校が、教育長さんの校長時代にですね、拓心中

学校さんが除雪ボランティアをやられた。あるいは、

村民の方が多くボランティアをやっていただいてい

るということもございます。そういったところで、

子どもたちと、それから将来を担っていって、いず

れはお年寄りになる、そういった子どもたちがボラ

ンティアの精神を持ってですね、地域を支えていけ

るのではないかという期待を込めまして、まずは、

学校の協力をいただきながら、ボランティアの育成

に社会福祉協議会も協力をいただいてですね、繋が

っていければというふうに考えております。現段階

で申し上げられるのは、ここまででございます。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：人格と個性が尊重さ

れる、そして幸せに生きるために、自立と共生のふ

るさとづくりを願うという立場から、共生社会の実

現に向けての質問ということで受けとめさせていた

だいて、お答えさせていただきたいと思います。教

育以外の分野については、まだ不勉強で十分に意を

尽くせないと思いますが、できる限りですね、真摯

に対応させていただきたいなとふうに思っておりま

す。 

眞田議員が御指摘いただいた安心型の共生社会の

実現。社会の趨勢からも、安心して暮らせるふるさ

とづくりにおいても不可欠であり、人として生きて
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いくためには、とても肝要な問題だと、私も感じて

いるところです。教育は、共生社会構築に向けて大

きな役割を担うものだというふうに考えております。

議員もきっとその点を御指摘されたのではないかな

と思っておりますが、共生社会実現には幾つかの要

素があるのではないかなというふうに考えています。 

一つ目は、弱さに困り感を持つ人々が、特にです

ね、障害を持つ人。その保護者が安心して集い、声

を出せる場の創造が必要だというふうに思っていま

す。今までのいろいろな社会生活の中での、苦しさ

の中から声を出せない状況があるというところが非

常に大きいと思いますので、そういう意味では、本

音を語り合える広がりの場をつくり、そして人と交

わることを厭う人も、その広がりの中で巻き込みな

がら、結び付けて共生に向けてのニーズに即した取

り組みを進めるという方法が、各地の実践例からも

明らかになっております。議員さんもいろいろな所

を視察されて、先日、豊富町の、サロベツマイハー

トの二浦施設長からも非常に熱心な方だということ

で、一緒につくっていけたらいいなという話もござ

いましたが、そういう意味では、そういう集う場が、

そういう共生をつくっていく出発点になっていくの

ではないかなというふうに考えています。 

その点で、今、猿払村特別支援連絡協議会という

のがございます。そこに、そこの中でいろいろな形

でそういう弱さを抱えた人たちが集える場がないか

ということで協議され、この８月にですね、決起集

会が持たれ、立ち上がる形になっていました。その

活動の、学習機会の提供、担当の繋がりを広げる、

という意味でニーズに即した支援ができるようにで

すね、各課に跨って、きっと良くなるのではないか

なというに思います。それに向けては是非ですね、

応えていきながら、その広がりをつくっていくこと

が大事かな、というふうに考えています。 

２点目です。これからの共生社会を担う、これか

らの人づくりの充実が何より大事だと。議員も指摘

されたとおりだと思いますが、義務教育段階の関係

でまず１点、お知らせさせていただきたいのですが、

今、孤立化というのは高齢者や、そういう方たちだ

けではなくて、子ども社会の中にも広がっているの

も事実です。そういう意味では、自分のことも相手

のことも考えられる力や、思いを伝える力。そうい

う人間関係能力の向上や、豊かな人間性を育むとい

うことを、子どもの発達の適時性を踏まえて、心の

理論というのを大切にした、継続的な指導に努めた

いなということを考えております。 

それともう１点は、先ほど荒井課長が申しており

ましたように、人の役に立つ歓び。高齢者に  な

っても、してもらうのではなく、人の役に立つとい

う歓びというのは、いつになっても人間の根源的な

欲求ではないかなといふうに思いますので、そのこ

とが歓びに変わる授業の創造が大事だろうと思って

います。そういう意味ではボランティアの充実も大

事かなというふうに思います。 

それと３点目としての、新しい公共ということが

謳われております。その視点での力や信条的学びを

付けていきたいという校長会での願いがありました。

それを基にですね、１５歳までの猿払村の教育。繋

がりをつくりながら、連携教育協議会という組織を

つくり上げて、その中で猿払らしい、そして猿払に

帰ってきても学び助け合えるような、そんな人材と

して育っていけるような形で教育の充実を図ってい

きたいと。そのためには、そういうところに研究費

も出しながらですね、充実したものになっていくよ

うに支援していきたいなというふうに考えていると

ころです。 

それから最後に、共生社会構築に向けた生涯学習

の点を御指摘されておりました。まさしくそのとお

りかなというふうに思います。年齢や障害の有無に

よる差別がない風潮。この風潮をつくるということ

が、共生社会の必要条件だというふうに思います。

そのためには、障害に対する理解が深まる啓蒙活動

の広報を充実させるということが １点目。 

そして二つ目としては、先ほど申し上げたような

親の会。そこにですね、寄り添いながら、そこへ出

てくるニーズを宗谷管内の先進地区で創設してきた

方々を招きながら、猿払でできる共生社会のケース

研究などをできるような形になればいいなと。その

辺を前向きに検討していく必要があるというふうに

思っています。 
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それから３番目は、枝幸町の、南宗谷ひだまりの

会を創設した方が一つ目に言っていた言葉が、私が

この道に進んだのは、そういう講演会の中から出て

きた信条だと。人は知識では動かないけれども感動

することで動くのだと。このようなことをお話しさ

れておりました。そういう意味では学びの場という

ものをですね、作っていけるような形で検討し、そ

して憩いの場や学びの必要性を、多くのですね、部

署と連携しながらできればいいなと。横断的な連携

を持ちながら、安心して、ともに暮らせるふるさと

づくりに向けて検討していきたいなというふうに考

えているところです。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の答弁で、ほとん

ど私が聞きたいと。やはり、共通認識に立って物事

を進めていくというのは非常に大事なことです。そ

ういう意味では一致しました。考え方の一致という

のは非常に大事なことで。 

人生に定年はないと言われておりますけれども、

高齢者であっても、今、教育長が答弁されたように、

自分の役割というのがあれば、私たち高齢者も人生

豊かに過ごせるのです。これ間違いない事実です。

しかし、その役割を、どこで作って場を提供してい

くか。自分でできる人はいいのです、それは。自分

でやっていくのです、人生設計というものは。しか

し、できない人もいるのです。そういう人たちに、

どう行政が又は教育という形でバックアップしてい

くかと。そういう認識、やはりきちんと持っていた

だきたいというふうには私は希望しますし、やはり

活動する住民は、どう育てていくのかという視点、

やはり非常に大事ですね、教育的な立場。これは生

涯学習、社会教育、同じことだろうと思います。 

何でも行政という部分、これは私も否定します。

ノーです。しかし、行政や教育の課題というような

部分では、人間関係だとか居場所。自分の居場所で

すけれども。それに役割づくりだとか、そういうも

のを、ある程度、地域のパワーに結び付けて、それ

を活用するということも非常に要素として大事。先

ほど教育長が言われました、人の役に立っていると

いう認識はこれ非常に、もうこれに尽きるのですね。

これに尽きると思います、人間生きている以上。で

すから、それを求めるのです。ですから施策を具体

的に、それをどうするのですかと、私は常に問いか

けはします。 

具体的にどうしますか、というのは非常に難しい。

そこで、先ほど福祉の担当課長からありました。代

わったばかりで、異世代交流という、そういう部分

ではかなり理解はするけれども、まだ果たしてどう

いう取り組みが、というような部分では、まだ分析

できない。それはよく分かります。なってすぐです

からね。 

それと、先ほど村長ありました、過去にはそうい

う努力はしたけれども、参加も結構あったけれども、

徐々にそれが薄らいで、なくなってきたと。これも

実態明らかですね。やはり、個の世界に  なって

しまった。他人のことを思いやるという気持ちは、

ほとんど皆が感じなくなってきています。私自身も

そうかもしれません。もう一回、思い起こしましょ

うという部分で提案していきたいと思います。 

それで、先ほど荒井課長のほうからボランティア

の問題、中学生の。私も、いつの議会でしたか、非

常に感動しました。いろいろ私も呼びかけて積極的

に、現場の校長先生に呼びかけた経過もありますけ

れども、極めて難しかったです。しかし昨年でした

か、今年でしたか、除雪のボランティア、子どもた

ちがやった。新聞報道で知った。非常に感動しまし

た。これですね。そういうことです。黒板の前で、

地域社会はどうなのだと。絆とは何なのだ、助け合

うというのはどういうことなのか、と講義しても知

れている。やはり実践させて、それが先ほど教育長

が答弁されたけど、感動に繋がれば次のステップに、

黙ってても繋がっていくと、私は思います。そこな

のです。そういう意識の醸成というような部分では、

実践するということが大事だと。教育長が、現場の

ときにそういうことを仕掛けたということですから、

これは教育現場に、さらにこれは協力していただき

たいと、そういうふうに思います。 

それと、この事業計画、福祉計画の中で、五つの

重点施策が、健やかに暮らせるふるさとづくりとい

うことで重点施策、高齢期の生活の充実だとか、い
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ろいろ福祉のまちづくり、地域ケア体制の充実。十

分分かります。掲げております。そういうことだね。

それによる施策の展開ということになります。そこ

で、一つ一つの課題というか、例えば福祉は非常に

大きな網が掛かりますから、それぞれの担当だけで

個別に物事を進めていくという考え方では、これ達

成できないですね。やはり、地域や行政全体で又は

地域全体でということになりますから。横の連携を

きちんと取って物事を進めていくという、格好でな

ければならない。 

象徴的に施策の展開で、ちょっと感じたことです

けれども、３２ページになりますか。荒井課長にち

ょっと。生涯学習、具体的な施策として、生涯学習

活動の促進、と謳っておりますけども、関係部署は

社会教育係、社会体育係、健康推進係、福祉介護係、

社会福祉協議会。村民が、生涯のそれぞれの時期に、

自主的、主体的に学習に取り組むことができるよう、

生涯学習に関する様々な情報の提供をしていく、と

いうことになります。言葉を間違えれば、取り方を

間違えれば、各々バラバラに自主的、主体的に、こ

ういう事業をやってくださいよ、というふうに取れ

てしまうので、そこは、きちんとした横の連携で事

業を推進していくという形が求められておりますけ

ども、この体制づくりについて荒井課長、ちょっと

一言。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：ただ今の御

質問にお答え申し上げます。まず、ここで、今、議

員が御指摘ございました、３２ページの生涯学習の

関係部署というところでは、ここには社会福祉協議

会含めて五つの担当を謳っておりますが、これが関

係部署といえば生涯学習ですから、全ての、全庁的

な横断が必要だということにはなります。ここに書

かれている五つの担当が中心となって、その中でも

私ども保健福祉課で中心になってやらなければなら

ないのですけれども、正直なところまだ、その動き

については私も、何も庁内でも発しておりません。

これから理事者と相談しながらですね、前向きに、

庁内での、まず組織づくりに検討してまいりたいと

いうふうに思いますので、御理解をいただければと

いうふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。そう

いうことで、やはり横の連携で一緒になって計画の

樹立、そして取り組む具体的な施策というような部

分は、やっていかなければ。個々の主体的に、とい

う部分では、これは主体的にとは意味が違うと思い

ます。これは実際に受ける側だと思いますけれども、

実施する側もそうい意識で、きちんと。実施する側

ね、個別的に、主体的にやる。それぞれ求めるので

なく、きちんとした組織づくりをお願いしたい。 

それと、最後にこの問題になりますけど、ボ  

ランティアバンクという部分で、私も何回か、  

３月もやらせていただきましたか。参加ポイント制

度というのを作っていただきました。非常に迅速な

対応でありがたいと思いますけれども、しかし私の

言うのは、ボランティアをやって金品を得る。何か

得る。サービスを得る。サービスはいいのですけれ

ども、そういうものを得る目的で、私は言っている

わけではありません。そういうことでは、参加を促

すということは、なかなか難しいと、私思います。

やはり、ボランティアとして参加した分、私はこれ

だけのことを参加してやりました。それは貯蓄をし

ておきますと。自分が必要になったときに、それを

返して、受けさせてください。それは、年代ごとに

順送りになるはずですね。介護保険法の中に外れた

分だけは、それできちんと対応しますよと。そうい

う、ボランティアバンクというのは、そういう意味

で私申し上げたので、金品という部分では分かりま

したけれども、今後検討していただきたいと要望し

ておきます。 

次の質問に入ります。高齢者の居住環境整備につ

いて、入居者の安否確認や、生活相談を義務付けた

高齢者向けの賃貸住宅の登録制度。これは国で指針

を出しておりますけども、制度はあるけれども、実

際使っているのが札幌市、旭川市と、ほとんど大都

市になっております。そういう制度があっても生か

し切れていない、というのが実態だろうというふう

に思いますけれども、そういう助成制度があるとい
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うことを、きちんと周知しながら、制度設計や、障

害者、高齢者の、という共生型の施設整備、そうい

うもののネットワークを作るべきではないだろうか。

これは民間も含めての話ですが、行政も民間にそう

いう力を促しながら、協力しながら、こういう体制

を作っていくべきだと思いますけれど、いかがでし

ょうか。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：眞田議員の質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。村長よ

り、高齢者福祉等の関係については副村長が中心に

なって、関係部署を束ねてですね、進めなさいとい

う指示を受けておりますので、関連をしてくると思

いますから、私のほうでお答えを申し上げます。 

建築サイド等ともですね、いろいろ情報をお互い

に寄せながら、確認をさせていただきました。御質

問の高齢者向け賃貸住宅の登録制度、これにつきま

しては、サービス付きという条件になります。サー

ビス付き高齢者向け住宅ということで、国土交通省

及び厚生労働省が所管する、高齢者の居住の安定確

保に関する法律。これの改正によって、昨年の１０

月から開始されたものであります。既に議員もその

内容については御承知かと思いますけれども、概要

としてはですね、当然、住宅としての広さだとか、

そこの設備だとか、バリアフリーの関係等をですね、

ハードの面で条件を、きちんとクリアをすると。備

え付けてなければならないよ、というものでありま

すし、大事なところはですね、ケアの専門家が安否

確認のほか、食事の提供だとか家事援助等の生活相

談サービスを、基本的に常駐して提供をすると。こ

れによって、いわゆる介護保険、そこに住むこと自

体は介護保険外の制度になりますけれども、高齢単

身世帯だとか、夫婦世帯の方が安心して暮らすこと

のできる住宅の状況になろうと。こういうことで、

この制度が、登録制度がスタートをしているという

ことです。 

それにはですね、建設費の補助があったり、それ

から税制上の優遇措置があったり、あるいは建てる

に当たっては融資等の支援が受けられると。こうい

うふうになっておりますが、道内で、新聞等でも出

ておりましたけども、既に３，５００戸を超える住

宅の登録が行われておりますけれども、宗谷管内で

は稚内市の１件、３６戸分。確か、北からであった

かなというふうに思いますけども、道の駅のですね、

上の住宅がそうかなというふうに思いますけれども、

管内としてはですね、議員御指摘のとおり制度の周

知不足ということが課題であるということで、宗谷

総合振興局のほうでもですね、８月に説明会を広く

行うということで、本村でも『広報さるふつ７月

号』にそのことを記事として載せて、村内にも周知

をすると。開催案内を掲載するということにしてお

ります。 

本村の現状ということで、状況ということで、高

齢者の居住環境ということですから、考えてみます

と、村営住宅における６５歳以上の単身世帯及び夫

婦世帯の入居割合というのは、全体の２５パーセン

トを占めておりますので、こういった高齢者の方々

の居住安定確保に向けた生活支援体制というものは、

やはりきちんと構築をしていかなければならないと

いうのは、これはもう急務であるということ、その

とおりでありまして、この高齢者向け賃貸住宅が、

仮に村でできるとすれば、村に住む高齢者の方々の

ニーズにも合致がするのだろうというふうに考えま

すし、村のですね、ある意味、財政負担も少しは軽

減されると。建設されるのは、村ということには、

行政ということにはなりませんので、そのような形

が考えられるだろうということになります。 

しかし問題は、このサービス提供のノウハウを持

つ事業者の存在であります。村内には非常に少ない

と。社会福祉法人としては一つしかございません。

そういったノウハウを持ってですね、常駐をして、

サービス提供できる施設の建設、住居の建設、とい

うのは非常に難しいかなというふうに思っておりま

すけれども、現在、民間の賃貸住宅の助成制度を作

ってありますから、そういったところを、さらに柔

軟に、あるいは拡充をするというような考え方は必

要だろうというふうに思っております。そのような

ことによって、民間の方々の、村内であれば一番よ

ろしいですけれども、場合によっては外からの、そ

ういったノウハウを 持った人の活用ということも、
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実現に向けた検討をしなければならないというふう

に思っているところです。 

それから、共生施設という、これは考え方ですけ

れども、これは一つ、共生施設の整備ということは、

高齢者の方々の居住環境を整備するという上では欠

かすことのできない視点だろうと思いますので、そ

ういったところを押さえながら、高齢者の方々ある

いは障害者の方々もですね、住みやすい居住環境整

備というのは考えていかなければならないというふ

うに。そのことも、きっと御指摘なのだろうと思い

ます。そのためのネットワークといいますか、共有

を図る、そういった思いをですね、実現に向けてい

く、そういった場をですね、計画に載っているとこ

ろが飾りとならないように、具体的にですね、この

ような形でネット  ワークづくりといいますか、

していこうというところについては、私が責任を持

ってそれぞれの部署にですね、呼びかけて、そして

地域の方々、関係者に広げていくと。そのような形

で情報を共有したり、あるいは学ぶ場を作ったり、

そのような形で取り組んでいきたいというふうに考

えております。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）：今、説明、答弁のと

おりでしょうね。行政が公営住宅をですね、そうい

った要素を組合わせた公営住宅の建設というものが

可能になってきていますね。国交省が指針を出して

いますね。ですから、従来の公営住宅の建設のあり

方そのものも、柔軟にもう少し考え方を変えて取り

組んでいく可能性があるということです。できない

理由はいいです。何とか、それを実現できる方法を

私は提案するのであって、今言うようにケア付き、

相談者も常駐するというのは分かります。しかし、

この難しさを言いますけども、介護保険事業計画、

保健福祉計画の中で、やはり小規模多機能型施設だ

とか、そういったものの実施については表現してお

ります。やる方向で。 

それと、教育長が先ほど答弁の中で、枝幸町の、

南宗谷ひだまりの会の経営者が、一つの方向を出し

ていますね。やはり、そういう志の高い人がいなけ

ればできないのかなと、今、副村長の話を聞いてア

レですけども。しかし、介護福祉計画の中でも、は

っきり謳っていますね。計画推進に向けては介護サ

ービス事業者の支援ということで表現されている。

しかし何を支援するのだろうか。  さっぱり分か

らないです。私は、そういうことだろうと思うので

すね。そういう事業者を育てていく。それと行政も

一緒になって、グループホームだとか、小規模多機

能型施設でも結構です。それと民間と行政とがジョ

イントベンチャーを組んで、共同企業体で、そうい

う施設づくりは考えられないのかなと。そのような

ことも、一つ検討していただきたい。 

それと、やはり小規模多機能型ということになれ

ば、この計画の中で、施設介護になるから保険料が

上がる。だから保険料を改正しなければならない、

という表現がされております。もう少し知恵を出し

てください。負担と給付ですから、給付が多くなれ

ば負担も多くなる、という考え方は十分に分かりま

すけれども、もう少し知恵を出してやっていただき

たいと。そういうふうに思って、これについては終

わりたい。 

次に、現在ですね、持ち家に住んでいる。今この

データいただきましたから、どのぐらいの戸数の人

が、そういう人がいるのかというのがよく分かりま

した。大変ですね。いるのですね。身体に病気か何

かで障害が発生したと。しかし現在の居住環境では、

ちょっと日常生活には支障を来たす。そういった場

合、やはり公的な公営住宅だとかそういった部分で、

優先的にですね、供給の支援をしていくという制度

化が、これ大事だというふうに思います。これは在

宅介護での生活の質を上げる。個に応じた居住環境

の確保は重要。優先的に入居。特例入居基準改正の

考え方。それとあわせてですね、個人住宅にあって

も間近に不安があるから今のうちに準備をしておき

たい。そういう家庭に対する改築のための助成制度。

こういったものについて検討する考えはないか、お

伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：お答えをします。

まず持ち家の方が、その家で暮らすことが困難な障

害を抱えた場合の対応。これは二通りあろうと思い
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ます。一つには、住み慣れた家で暮らすことという

のは、やはり御本人にとっても、もし御家族がいら

っしゃるとすれば御家族にとっても、これはとても

良いことだというふうに考えますから、条件的に可

能であれば、やはり改修をしていただくと。改修の

方向を考えるというのが、まず一つです。しかし、

これは家屋自体の構造だとか、耐用年数の問題だと

か、あるいは個々人の経済的な問題、こういった個

別の課題がありますから、  一概にこの方法が良

い、という言い方にはならないのだろうと思います。

介護認定を受けられた方ですと、介護保険制度の枠

組みの中での改修費、これの保険給付というのはあ

りますけれども、いわゆるリフォームという規模に

なりますと、これは既存の助成だとか制度はありま

すが、個々人の負担というものは、それなりに、や

はり大きくなってしまうということですから、これ

は大変に難しいと。 

そこで、もう一つの選択肢としては、バリアフリ

ー化された公的住宅、本村でいいますと村営住宅へ

の入居の道があるということが当然望ましいという

ことになります。しかし、介護がですね、必要な高

齢者の入居が優先される村営住宅というのは、既に

鬼志別に作りましたけれども、まだまだそのニーズ

に足りないという状況です。これは計画的に、当然、

作っていかなければならないという状況であります。 

現在ですね、村営住宅にお住まいの方で、加齢に

伴って日常生活に支障を来すという方については、

地域包括センターあるいは猿払福祉会の担当者の

方々、そして建築サイドと、相談連携をしてですね、

必要に応じて手すりだとか、段差解消だとか、現在

の村営住宅についても改修を行っていると。そのま

ま引続き、そこに住めるように取り組んでいるとい

う状況はあります。 

御質問の今のケースでですね、持ち家なのだけれ

ども、そこには住めないような状況になったと。村

村営住宅に空きがあって転居したいという場合につ

いては、これは住宅の困窮度合が高いということに

なりますので、当然、優先度を高く設定をする対応

をして考えるということが、何も問題はなかろうと

いうふうに思っております。さらに、その場合につ

いては、一定の必要な改修にも配慮していくという

方向で検討すべきだろうというふうに思っておりま

す。 

ただですね、御承知のように、一方では村では賃

貸住宅というのが不足ですから、村営住宅そのもの

にも空きが生じるというケースが、なかなか少ない

という状況にあります。したがって、高齢者向け住

宅というのは、やはり計画的に建てていかなければ

なりませんし、それから民間の賃貸住宅の整備促進

ということを進めながら、村営住宅の一定の空き家

といいますか、そういったものも確保を図って、緊

急的なそういった入居要望、必要な方に対する供給

というのは作っていくと。そういうふうに考えてい

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）：分かりました。その

あたりは入居基準は当然高くなるから、まぁ大丈夫

だという考え方ですけれども、私は現在、高齢者公

営住宅として位置付けされているのは、今 ６戸で

すよね。そうではないですよね。その６戸が満室に

なったら入れない格好になるのではないですか。で

すから特例で、そういう事例が発生した場合、優先

的に何らかの形でそれを手当てする。そういう制度

が必要なのだろうと。まだ全く空いていなければ別

ですけれども、それはちょっと改修して、バリアフ

リー化して、入ってもらうという配慮も必要だろう

というふうに思いますので。入居基準の改正につい

ても、そういった部分で、簡単だろうと思いますよ。

住民の理解は十分いただけると思いますので、急い

で、できるものは  やっていただきたい。 

それと今、民間の賃貸住宅の話も出ましたけども、

これも制度が今年できたけれども、できたばかりで

改正できないという考え方ではなく、柔軟に、地域

の実態に合う形で改正するというのは何もやぶさか

ではない、というふうに思いますので、それを求め

ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

次に、介護保険制度の将来について。通告でいろ

いろ書いています。それで、国の実態というのは今、

試算された実態はこうなっていますということです。

村での将来試算がなされていれば、お伺いしたいと
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いうことと、今年４月から介護保険料の改定がされ

たと。保険料額は、どのぐらい村でなっているのだ

ろうかと。厚生労働省の審議会が、負担の限界とし

て５，０００円。これが果たして超えてないのか。

今後、負担増はあっても負担減は考えられない。こ

ういう状況の中で、先ほど荒井課長も言いました。 

それと保険計画の中でも、給付をすれば保険料が

上がるから改正します、というような表現に なっ

ていますけども、あまりにも知恵がなさすぎる。そ

れで、負担と給付のあり方、これについて、やはり

見直す時期に来ているだろうと。国の示す基準の中

でやっていけば、もう到底やっていけないでしょう

と。豊富町が、実は全道一高いと報道されました。

町長のコメントとしては、給付水準が高いから負担

は当然だ。確かにそうでしょう。これを見直す時期

に来てると思いますけれど、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：お答え申し

上げます。私、前段で村における保険料額は、いく

らかということで、私のほうから御答弁させていた

だきます。本村の現行の介護保険料につきましては、

第４期の介護保険事業計画を策定した平成２１年度

から変わらずの、そして今年３月の介護保険条例の

改正の際に説明もさせていただきましたが、準備基

金を取り崩しながら会計運営をさせていただくと、

そういう前提で平成２４年度から平成２６年度まで

の第５期も、３か年間据え置きで５，０００円とい

う保険料にしております。 

しかしながら、眞田議員が前段で言われた部分と

ちょっと乖離する部分があるかもしれませんが、利

用者や給付額の変動で、十分保険料増が見込まれる

ということで、第６期、平成２７年度からの計画策

定に向けまして、今年度、平成２４年度の保険料の

給付等を見ながら、慎重に検討を進めたいというふ

うに考えております。御理解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：負担と給付のあり

方に関してのお尋ねでありましたけれども、介護認

定を受けられた方のケアプランを作成するのはケア

マネージャーでございます。ケアマネー  ジャー

さんからもですね、そういった情報でも、サービス

を受けるということによって、どうしても１割負担

が発生するわけですから、負担を少なくするために

サービスを受けるのを遠慮したいと、そういう相談

が実際にあるというふうに聞いています。介護が必

要であってもですね、サービス支援を受けることに

よって、その状態を補完しながら、応じた自立的な

生活ができると。そのための制度が介護保険制度で

すけれども、金銭的な負担があるがゆえに、この制

度の利用を控えてしまうという、そういった実態も

あるということですから、大変悲しいことです。大

変な大きな問題だなというふうに思っております。 

議員も御承知のように、高齢者の負担というのは、

法律で定められました所得に応じて、介護保険料が

設定をされております。５，０００円と担当課長が

申し上げましたけれども、本村では６段階に、所得

に応じて分けられていて、うちの基準は御本人が非

課税という、それの４段階の方で、これは金額が所

得の金額で分けるわけですけれども、４段階の方で

年額６万円と。したがって、  ５，０００円と。

もちろん、それよりも安い方も、保険料としては少

ない方もいらっしゃいますし、所得が高ければ、多

ければ、高い方もいらっしゃるわけです。しかし、

６万円という、月額    ５，０００円というの

がですね、１割負担と同じように大きな負担となっ

ているのだろうというふうに思っております。 

この仕組みだとか負担のあり方についてはですね、

厚生労働省の社会保障審議会のお話が議員からもあ

りましたけれども、一昨年、昨年とですね、介護保

険部会の中で、税と社会保障の一体改革における介

護分野の制度見直しということの中で、増加する負

担、これを公平に分担するための能力に応じた負担

要素、これをもう少し、きちんと整理しようという

ことと、あわせて低所得者への配慮という視点から、

非常に論議はされているというふうに聞いておりま

す。６，０００円が限界ではないかというのは、こ

の介護保険部会の中で意見としてあったということ

です。審議会が限界だと定めたわけではないですけ

れども、そういう意見が出ているというのは事実な

わけです。しかし、論議がされているのは事実です
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から、国レベルでの改善の方向に、まずは期待を一

応しておきたいなというふうにも思います。 

こうした中で、村が独自に、そういった負担の軽

減、特に低所得者の方々への負担軽減施策が取れな

いかということです。介護保険制度と、いわゆる特

別会計という仕組みと、全く無視した対応はできな

いと考えますけれども、保険料を低く抑える、ある

いは、そのサービス利用に伴う１割負担を低減する

検討、工夫の余地はあるのではないかというふうに

私は思っています。それはですね、一つには今年度

から、介護保険法等の一部改正がありましたけれど

も、その中で、介護予防・日常生活支援総合事業と

いうのが創設されました。これも介護保険制度の枠

組みの中の事業ですけれども、例えば、多様なマン

パワーや社会資源の活用をもっと図ろうという、そ

ういった呼びかけがあります。もっと保険者や自治

体は考えなさいということですね。 

それから、利用者の視点に立った柔軟な対応や、

既存の枠組みに捕らわれないサービス提供の可能性

を、もっと支援が必要な人のために事業として何か

できないのか、という見方ですね。それから、そう

いったことで事業を起こしても、利用料については

当然、介護保険の枠組みの中ですから負担をすると

いうのが原則ですけれども、地域の実情に応じて市

町村において決定できる、というふうになっていま

す。 

そうすると、財源、交付税そのものは国と、都道

府県と、保険者である市町村と、これが５０  パ

ーセントを負担をすると。それから、被保険者であ

る４０歳から６４歳までの２号の被保険者が、現在

は２９パーセントの負担をすると。平成２４年度か

らですね。それから、６５歳以上の１号被保険者、

いわゆる高齢者の方々が２１パーセント分を負担す

るというふうになっておりますけれども、しかし、

利用者負担を減らすという部分では、きっと柔軟な

対応はできるのではないかというふうに私は思って

おります。 

では具体的に、どういう方法というのは、まだ平

成２４年度からスタートしておりません。それはで

すね、いわゆる保健師だとか、一般の今の我々が抱

えている行政関係のマンパワー以外のですね、それ

から、介護事業者以外のマンパワーだとか、多様な

そういった社会資源の確保という点で、事業の受け

皿、企画、整備というのが、村では遅れているとい

う実態があります。これは、今期の介護保険事業計

画に、お渡しをした中には入っておりませんけれど

も、これは次年度に向けてですね、計画変更してで

も企画をきちんと練る必要があるなと。取り組む価

値があるというふうに思っています。 

それから、先ほどお話をさせていただきました、

６月から村長指示で私を座長としてということで、

保健福祉課スタッフを中心に政策検討会議を実施し

ているのですが、その中の議論、話題の一つにです

ね、村単独事業事業として、既に今、一般会計で実

施をしておりますけれども、自立支援を含めた、要

介護者等介護サービス利用支援手当というのがあり

ます。この支給内容、方法をもう少し見直しをして、

もっと柔軟な対応だとか、あるいは拡充をできない

だろうかと。それによってサービスを控えている

方々の負担をですね、結果的には手当をもっと広げ

るという視点ですけれども、そのことによって１割

負担の利用者負担を減らすことができるというよう

な視点でですね、意見が今、出ておりますから、こ

れをですね、もう少し整理をして議論を深めて、村

長の決断を仰ぎたいなというふうに思っているとこ

ろです。 

介護保険制度と全く別にですね、介護が必要な方、

支援が必要な方へのサービスを、一般会計で、そっ

くり補ってできるかというのは、なかなか、やはり

難しいところがありますけれども、工夫次第では少

し介護保険に対する負担をですね、個々人の御負担

を軽減する方法はあるかなというふうに思っている

ところです。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：全国の基準の中でも、

高い町村と低い町村の差は、３，８００円ぐらいと。

こういう現実があるようですね。全国一高い新潟県

の関川村については６，６８０円。これはテレビで

報道されていました。一番低いのは、北海道の奥尻

町だとか津別町の２，８００円。これは、しかし負
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担と給付の関係だけなのだろうかと。私ちょっと疑

問なのです。それでこれだけの差がつくのかなと。

であればですよ、保険料が高くなる理由、原因とい

うのが、高齢の比率が高い所。所得水準が低い。そ

れと給付水準が高い。だから、保険料も高くなると

いうことらしいですね、基本的には。しかし、うち

の村はどうかというと、高齢者比率がですね、先ほ

ど、これでいけば    ２１．９パーセントです

ね、平成２３年度で。極めて低いのですよ、管内的

に見ても。それと、所得水準はどうかというと、高

いですね、漁業などは。安くはないはずです。決し

て低くはない。給付水準が特別高いのか。そこなの

ですね。ですから、そこをもう少し現実的に見ても

らうと。 

それと先ほど言ったように、負担の保険料につい

ても６５歳以上が２１パーセント、４０歳から６５

歳が２９パーセント、そのうち国費がどう、道費が

どうで、ということで調整交付金として会計の運営

の５パーセントを上積みして交付していると。しか

し、そういうもの、調整できていないですね、全然。

できていれば一定水準に抑えられるはずですけれど、

できていないというのが現実です。 

ですから、今、副村長が言われたように、一般会

計から丸々持ち出しという形は難しいでしょう、制

度の中で。ですから、それをやれと言っているわけ

ではないです。制度の中で、今、副村長が  言っ

たように、いろいろなやり方があるでしょう、知恵

を出せばと。そこを、もう少し分析していただきた

い。高負担、高給付があるから、すぐ保険料を上げ

るという、先ほどの課長の、そういうような形に結

び付いてくるというのは、ちょっと納得できないと。

もう少し知恵を出してもらいたい。そういうことで

要請しておきたいと思います。 

それで特にですね、１割の負担が重くて給付を控

えるというのは、これはもう制度の崩壊ですよ。副

村長、そう思いませんか。制度がもう既に壊れてい

るのですよ。給付を受けたくても、１割の負担に耐

えられないから受けないなら、制度はいらないので

はないですか。しかし、そういう弱い立番の人が受

けたいのですよ。受ける制度ですよ。荒井課長、分

かりますか、そこのあたり。そこに光を当てなけれ

ば。それを、おざなりにするのであれば、制度はい

らないということ。私はそういうふうに。ですから、

会計運営上も柔軟に対応していただきたいというふ

うに要望しておきたいと。 

以上で、この問題については終わらせていただき

ますけれども、これは、やはり持続可能な制度にす

るために、どうするということを、テレビで座談会

をやっていまして、聞いていました。ある学者がこ

う言っていました。考えられる施策。国費の負担増。

被保険者の年齢の引き下げ。今の  ４０歳を、３

０歳、２０歳に下げていきますか、ということです

ね。増額分の年金をアップさせる方法だとか、利用

者負担の増。１割から２割に上げようと。そのよう

なことだったら何とか持続はできますよと。ですけ

ど、光は全然見えないですね。ですから、そのあた

り、高所得者であれば負担増。これは上げることに

ついては私は賛成します。所得が１０００万円ある

人の７万円、８万円と、年金生活、国民年金でギリ

ギリの生活をしている人たちの７万円、８万円は大

きく違います。そんなには掛からないでしょうけれ

ども、所得の計算からいえばね。そのようなことで、

柔軟にこれは対応していただきたいというふうに思

います。 

それと、介護産業という位置付け、と言ったら不

謹慎でしょうかね。それによって、雇用がどんどん

広がってくるということでも、村長、これは重要な

産業として捉えてもいいと、私は思いますね。猿払

村に来れば、こんなに手厚く、安心して生活できる

よと。そのような地域をつくれば良いのではないで

すか。それなら、一般会計から持ち出しても良いの

ではないですか。経済効果もある。地域自治にとっ

て人口増は欠かせないとするならば、そのような方

法もあるではないですか。このあたりも含めて提案

しておきたいと。 

次に、要介護に至るほとんどは、病気の発症から、

急性期から、容体が安定するまでの治療をやります

ね、病院で。１８０日でほとんど退院させられる。

その後、重度の方は施設に入所する。そういう人を

除き、在宅が一般的というふうに、そういう流れで
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来ております。高齢のためだとか病気のためだとか

を問わないで、在宅介護、一人  一人の状況に合

わせた、きめ細かい介護サービス、在宅医療を取り

入れた生活の質の向上が求められている、というふ

うに表現していても、なかなか難しい。しかし、そ

ういう地域をつくるためには、ケアマネジャーのモ

ニタリング、保健師の訪問活動、医師の訪問診療に

対する必要性の認識と理解。こういうものが複数的

に、きちんと認識されることが絶対の条件なのです。

介護、医療に含めても。この理解がないで、制度だ

け、どうしよう、こうしようと金銭的な部分で議論

しても、何もならない。介護と医療の連携は、ます

ます重要だというふうに思います。そういう、早急

な体制の充実と整備が必要だと。 

それと、ヘルパー体制が今どのようになっている

か、私調査していなかったのですけれども、どのよ

うな処遇をされているのだろうか。ヘルパーさんは、

きちんと身分保障されて、きちんとした生活をされ

ているのだろうか。そういうことも含めて、ちょっ

と質問したいと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：それでは申し上げ

ます。保健師を中心とするケアマネージャーの モ

ニタリング等をですね、訪問、それから指導、医療

との連携、医療系サービスの充足の必要性というの

が、これはもう全国的に、きちんと手立てをすべき

だというのは言われていますし、これはもう、その

とおりでございます。保健師の訪問を中心としてで

すね、こういったことの活動については、保健師体

制が７名ということで戻りましたから、訪問減をし

ているのではないかなという心配をですね、解消を

図るべく業務を執行しております。 

それから本村ではですね、従来から、入院の医療

サービスを受けている方が退院をされて介護 サー

ビスに移行する方、こういう方につきましては、病

院の看護師と地域包括支援センターの担当保健師を

中心にですね、あるいは退院後はケアプランを作る

ということになるわけですから、ケアプランを作成

するケアマネージャーが情報交換をして、そして御

家族等とですね、可能な限り退院後の体制をどうや

って支えるか、どういうサービスが良いのかという

ことは、これは連携をしているというふうに思って

おります。 

その部分はですね、実態としてやはり、きちんと

されているということをですね、現場のほうの見方

としてはしておりますから、そこを御家族だとか御

本人が、そこをきちんと理解できないという、そう

いった行き違いがあるかもしれないですが、退院を

される方については事前に打ち合わせをして、そし

て戻られたあと、どうしようかということについて、

対応しているということを、まずお話しを申し上げ

たいと思います。それから、御承知のとおり、月１

回の定例の地域支援調整会議、これで医療関係者も

含めて保健、福祉、介護、消防の担当者が情報交換

や協議を  行って、これを基に日常業務の中で互

いに連携を取るということで対応しております。 

ただ私はですね、先ほど保険料の問題のお話があ

りましたけれども、介護保険料ですね、なぜ高くな

るのかというところ、今のお話にちょっと繋がるの

ですけれども、やはり、まず介護状態にならないよ

うにするということが大事ですね。それから、介護

状態になっても、保険給付として非常に高い施設サ

ービスに皆が行ってしまうということになると、こ

れはどう考えても保険料に跳ね 返ってしまうとい

うのは、構造的な問題ですから、これは止むを得ま

せん。したがって、それを、そうならないようにす

る、そして介護状態を少しずつ、緩やかに維持をす

るという、そういったためには在宅の中でどのよう

なサービスがあるのか、できるのか、ということに

力を入れていく。その方向が、私は保険料を高くし

ていかないという、非常に有効な方法だろうと。地

域で、家庭で過ごすことができるような体制を取る

ことが、その方にとっても望ましいことだろうとい

うふうに私は思います。 

そのようなことと関連をしてですね、では、どの

ような在宅サービスが必要なのか、というところで、

私は医療系のサービスの拡充が、やはり必要だろう

というふうに思っています。我々はですね、自宅に

先生が来てくれる、あるいは看護師さんが、しょっ

ちゅう状況を見に来てくれると、これ非常に安心す
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るはずです。そういったサービスと、生活を直接支

援する介護サービスと、訪問によるサービスと組み

合わせることによって、保険料にも影響しますし、

在宅で少しでもクオリティの高い生活ができるとい

うふうに結び付いていくのだろう、というふうに私

は思っています。したがって、こういった視点でで

すね、医療系のサービスの拡充、支援が必要な方の

在宅生活をどう やって支えていくかということの

認識で、国保病院との協議、あるいはマンパワーの

確保ということに、具体的な道筋を付けていきたい

なというふうに、村長に提案したいというふうに思

っております。 

それから、ヘルパーのことについて、お尋ねがあ

りましたけれども、現在、在宅サービスの中核だと

いうふうに思っております、訪問介護。ヘルパーさ

んが担っております。猿払福祉会の在籍のヘルパー

さんは、現在３名であります。１０の集落が本村に

は大きく点在しますので、この３名がですね、稼働

できる時間だとか範囲というのは、どうしても限ら

れてくるというのが実態であると、認識をしており

ます。サービスの必要があっても、逆に遠慮する方、

先ほどのお話しのとおり、する方もありますけれど

も、しかし、この３名の方が有効にですね、サービ

スを提供できるような体制は、猿払福祉会とも相談

していかなければならないというふうに思っていま

す。待遇についてはですね、基本的に村職員に準じ

ておりますから、他市町村には全く引けを取らない

というふうに思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それで今、言うよう

な保険料の問題も今、副村長に説明していただきま

した。私も健康な住民をつくることが、国民健康保

険税も含めて、介護保険料も含めて、予防という部

門、観点をなくしては会計は成り立たないと、比例

関係にあるのだと、何回もこれについて議論してい

ます。したがって、保健センターに、少なくとも高

齢者が行って、軽い運動はできるくらいの器具は揃

えていただきたい。そういう意味で言ってるのです

よ。必ず、そういうことが、こういう部分に長い時

間になって跳ね返ってくるのだと。ですから、そう

いうことをやらないで、必要なときにこういう形で、

ということは、ちょっと納得できないですよ。揃え

てくださいよと、もう何年か前に言ってるのですか

ら。それは、できるだけ急いでやっていただきたい。 

それと、訪問活動をやりながら、情報は地域支援

調整会議で協議する。しかし訪問回数が、やはり保

健師も含めて、日常的にですよ、高齢者になるとね、

日々変化するのですよ、身体の変化というのは。こ

れは前にも言ってますよ。訪問回数は常時あちこち

を訪問すべきです。以前は、保健師が最初に採用さ

れたときは、ほとんど庁舎にいなかったです。出て

来て、帰って来たら、ちょっと日誌を付ける程度で、

あとはびっしり出て、献身的にやっていただきまし

た。その記憶が残っております。今どういう状況で

しょうか。これは荒井課長にお聞きしたいのですけ

れども、やはり、そういう情報を得るというのは非

常に重要なのですよ。その情報がなかったら、支援

調整会議をやっても意味ないです。特定の人間だけ

の調整会議をやったって意味ないです。まだまだバ

ックアップが必要な人はいるのです。そういう情報

の漏れている人が、たくさんいる。 

そういうことも含めて、これについてはですね、

前の伊藤課長の時代にも言いましたれども、やはり、

そういう保健福祉センターを十分、利用して、活用

して、やってもらっているというのは分かりますけ

れども、あそこに来ていただいてサービスを提供す

る。来てもらう人は限定的ですよ。来れない人、引

きこもっている人、そういう人を、いかに引き出す

かですよ。それには、そういう情報を得られないで

はないですか、あそこにいたのでは。ですから、事

務的な作業は体制を、村長、きちんと整備してあげ

てくださいと。保健師や保健活動という部分では、

徹底的にやっていただけるような体制を作るべきだ。

これは強力に要請しておきたいと思います。 

それと、在宅医療についてちょっと、病院事務長

より資料をいただきました。平成１３年度、訪問診

療１８４件。平成２３年度、９４件。激減しており

ます。半分になっていますね。なぜでしょうか。医

師の考え方だろうというふうに思いますけれども、

これについて事務長、何かコメントがあったら一言。 
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○議長（山須田清一君）：二津病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（二津忠明君・登壇）：

お答えします。と言うよりは、ちょっと私も原因が

分からないですけれども、介護保険が平成１２年度

に開始されました。それに伴いまして、訪問看護と

居宅療養管理指導、お医者さんの訪問診察、という

部分が平成１３年度から病院で実施しましたけれど

も、当初、先ほども言いましたけれども、平成１３

年度から始まって、初年度が１８４人。ずっと二、

三年、２００人近くまでいったのですけれども、平

成２３年度の決算では９４人と半分以下に少なって

いるという部分と、その前に副村長から言われたの

ですけれども、１割の負担ができないだとか、そう

いう部分の負担が個人に とっては多いのでないか

という指摘もございました。 

しかし、２年前に診療報酬の改定で減額に  な

っています。先生が１回行くことによって、  ９，

４００円が５，０００円に減っています。それにも

係わらず減っているという部分は、何か原因が医療

のほうにあるのか、病院のほうの体制というか、対

応が悪いだとか、そういう部分も含めて反省すると

ころは反省して。 

その原因をまだ 探ってはおりません。費用が下

がっているにも係わらず、利用者が減っている。逆

に言えば、健康体の人は老化が進まないで、介護の

度合いが進んでいかないのかな、という解釈もある

と思います。その部分の検証は、これからしていき

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）：悲しい現実ですね。

これは、１割負担が勿体ないから病院に掛からない、

というのと等しい実態なのだと私は思います。違う

なら違うと言ってください。反論してください。や

はり、情報が少ないのです。保健師が行って、日常

的に訪問を重ねることによって、いろいろな情報が

得られるのですよ。それを怠ったら、こういう感覚

になってしまう。荒井課長、これについて何かコメ

ントはありますか。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：お答え申し

上げます。まず、保健師の活動の部分ですが、数字

的なことは３月議会で前課長から、いろいろ御報告

ありました。そのときにもお話を申し上げましたし、

先ほどの質問の中でも御回答申し上げたかと思いま

すが、今、６月１日から１名戻りまして、保健師７

名体制ということに戻っております。それで、包括

支援センター３名と、それから健康推進係３名、兼

務で１名ということで７名。必ずしも今、このまだ

１か月足らずで訪問回数が増えたというふうには、

この段階は御報告申し上げられませんが、事業の合

間を縫って、できるだけ  行ってくださいという

ふうには、まず一つ言っております。眞田議員から

３月定例会、またそれ以前にも、訪問が大事だとい

うことで御指摘いただいている部分につきましては、

保健師も重々承知しておりますので、もう少し様子

を見させていただけないかなというふうに御理解を

いただければというふうに思います。 

それともう１点。先ほどの、保健センターに運動

器具を整備せよということで御意見をいただきまし

た。つい昨日、一昨日に、新規のものではないので

すが、病院から機械をいただいた分で、  入って

すぐに展示室という、展示スペースがございますが、

あそこに、とりあえず今、設置だけさせていただき

ました。果たして、保健センターにいらっしゃる方

が、置いた器具をですね、どれだけ御利用いただけ

るか分かりませんし、その後どういった御要望が出

るか分かりませんが、住民 ニーズ等を伺いながら

整備していければというふうに考えておりますので、

御理解賜りたいというふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それで７名で、私は

言っている意味はですね、課長として、管理職とし

て、あそこを束ねているわけですから、あなたの考

え方が、きちんとこの重要性を認識しなければ。保

健師さんに、理解してください、お願いしますよ、

という形だけでは進んでいかないのですよ。あなた

が本当に、こういうことは必要なのだと。何とか頑

張ってくれよ、というメッセージを送らなければで

きないのです。こういう事業は。 
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 それと、保健師が７名で足りなければ、補充すべ

き。そうでなければ介護保険事業から何から全てが

中途半端になってしまう。それをきちんと認識して

いただきたいと思います。それと、事務的な作業は

できるだけ事務屋さんに。村長、これを補充するの

ならするべきだと思います。保健師も必要だったら、

するべきだと思います。 

それと、さらにはですね、保健センターの中に集

めて、全てのことで、そこで完結させようというの

は、絶対に間違いですからね。それだけは認識して

いただきたいと思います。反論があったらお願いし

ます。なければ次に入りたいと思いますけれども、

いかがでしょうか。ありますか。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：反論という

わけではございませんが、保健師の７名体制と、私

の管理職として、課長としての理解ということでは、

認識しているつもりではございます。ただ、何度も

申して大変言い訳がましいのですが、もう少しお時

間をいただければ、そういう方向で何とか、保健師

とですね、協議しながら。 

それから、足りない分につきまして、もし人材が

足りないというこというになって、補充が必要とい

うことに保健福祉課のほうで考えた場合には、理事

者の理解を得ながら充実させていきたいというふう

に考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことで、き

ちんと認識していただいて、その対応について、自

分のこととして捉えてですね、真摯に対応していく

というようなことが必要だろうというふうに思いま

すので、何とか努力していただきたい。要望してお

きたいと思います。次に移ります。 

厚生労働省は来年度から、民間企業の障害者の法

定雇用率という部分で、努力目標ということでしょ

う。現在の１．８パーセントから２パーセント。障

害者雇用促進法は、企業や国などの障害者の雇用を

一定以上義務付けている。国や地方自治体は、２．

１パーセントが２．３パーセント。   都道府県

の教育委員会は、２．０パーセントが  ２．２パ

ーセントに、それぞれ引き上げたと。ハローワーク

を通じた就職件数は、２０１１年度の前年比で１２．

２パーセント増えたと報道されておりますけれども、

実際に企業で働いている障害者の割合を示す実雇用

率は１．６５パーセントしかないと。村における実

態という部分では、これは結構です。これについて

は先ほどいただいた資料の中にありますので、これ

については答弁不要です。それで次に移ります。 

障害者のための住まいや働く場、人による支え合

う意識環境は、自治体により、それぞれ異なってい

ると。障害は誰にでも起こり得るという前提に立ち、

個として尊重され、誇りを持って地域社会に参加で

きる公平性や平等性、ここが重要だと。しかしなが

ら、現状では障害者福祉の網から漏れてしまう、制

度の谷間と言われていますね。そういう置かれてい

る人が多いと、よく言われています。学齢期での学

校生活、卒業後の就労、病気退院後の地域生活、働

く場、住まいなど、課題は限りない。障害者の介護

や、生活の大部分は、家族に依存しているのが実態

と考えますが、障害の種類や程度、年齢、性別、

個々のニーズや支援の水準は一様ではありませんが、

個々のニーズが尊重されるような支援サービスのあ

り方、地域の実態等現状把握、これについても先ほ

どの計画の中で明らかにされておりますので、答弁

不要でございます。 

今後、どういう対応をされようとしているのか、

これ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）：ただ今の眞田議員の質問

にお答えします。障害者の方々、あるいは高齢者も

含めて、全員が地域で他の人々と何の分け隔てなく、

ごく当たり前に生き生きと暮らすこと。  ノーマ

ライゼーションという福祉の概念ですが、こういっ

た社会、あるいは村の実現が必要という議員の御認

識であろうと思いますが、私も同感であります。し

かしながら、議員御指摘のように、本村には情けな

いことですが、村としてのビ  ジョンを持ち得て

おりませんし、他に誇れる先進的な取り組みも、な

してきておりませんでした。 
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こうした中、前段に担当課長から一部説明を申し

上げました、第３期となる村の障がい福祉プ ラン

を昨年策定し、村の実態調査と現状把握の中から課

題を整理し、個々のニーズをお伺いしながら、今年

度から３年間の計画実現に向けた取り組みの推進に

ついて定めたところであります。現状といたしまし

ては、村内にいらっしゃる方々を中心に考えざるを

得ませんが、仲間や地域との交流などの外出機会の

設定、地域住民へのノーマライゼーション理念の普

及啓蒙、行政が所管する公共部門や民間事業への、

その方に応じた就労支援等と、自立支援に向けた具

体的施策と目標について、地域での共生体制の構築

を念頭に置きながら、議員冒頭での御質問でもお答

えいたしましたように、関係者、部署、機関等と連

携し、御協力をいただきながら、前に進むような対

応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）：現状の把握というよ

うな部分でもデータは出していただきました。これ

に載っております。村の総人口の６パーセント。身

体、知的、精神を合わせて。それだけの数がいるの

です。そこで、私は敢えて言いません。１１ページ

に全て載っています。 

村への要望。必須事業や任意事業に留まっていた

ら、いつまで経っても障害者の立場は向上しないの

で、村として独自の計画を立て、推進する必要があ

る。理事者や担当者が熱意を持って、障害者の思い

を汲み取らないといけない。様々な障害を抱えてい

る人が、働く場や支援の場がなくて他町に行ってお

り、働く意欲があっても働く場がない人がいる。今

の村の障害者の一番大切な支援は、地域で共生でき

る仕組みが作られることである。これはアンケート

の中で、村の要望として上がってきている文章です。

こう書かれております。これに全て象徴されます。

こういうことです、私が言いたいことは。全てこれ

で完結しました、あとの質問は。 

こういうことでね、やはり本当に、切実に求めて

るいるのですよ。なぜ酌み取れないのか。素早い対

応ができないのか。現状の村の企業に雇用を促して、

いろいろ呼びかけても難しいでしょう。そういう部

分があるから、できないのでしょう。ならば、新た

な場を作ればよいではないですか、雇用の場を。そ

のぐらいは考えるべきでしょう。なぜ何年掛かって

も、同じような文章だけで終わらせてしまうのか。

腑に落ちない。やはり、き  ちんと対応すべきだ。 

これは本人の意思が最大限でしょうけれども、普

通に働けることが、やはり正常な社会なのだという

ふうに私は思いますし、障害者の従業員を ６パー

セントも採用しているという、ユニクロの柳井正と

いう社長は、慈善事業として障害者を雇用している

わけではないと。企業を強くするため。障害者が加

わると会社が強くなると言っている。分かりません。

私は、なぜか。考えてみましょうよ、みんなで、こ

れには。考える必要がある。これは教育委員会も含

めて。 

あるわけですから、雇用目標というのは。示され

ているわけです。自治体も含まれています。率先し

て、そういうことを考えていただきたい。これにつ

いて、もしも何かあれば答弁していただきたいと。

まず、何か答弁ありましたら、ちょっと。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：共生体制の構築と

いうこと、そして具体的なところに一歩を踏み出さ

ないと、なかなかそれはできていかないという、そ

ういった御指摘をいただきました。私共ですね、関

係者で集まってイメージづくりをいたしました。介

護保険だとか、それから、障害者自立支援法に基づ

く公的サービスの提供場所という意味では、非常に

これは、いろいろな制度があって難しい。それから、

働く場として直接、新たに創造していくというのは、

下地がないところでは難しい。これは率直に申し上

げたいと思います。 

例えばですね、高齢者の方だとか、これは議員さ

んも以前に提案をしておりました、高齢者の方だと

か、障害者の方々が地域や関係者と共に集う場所。

交流をするという視点でもよいと思うのですが、そ

して、その中で一定の役割を高齢者の方々も、障害

を持った方々も、できる範囲のことをお互いにやれ

ると。そういう場というのは、どういうものだろう
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というふうに考えたときにですね、やはりサロン型

式のものという、そういう場づくりは必要だなとい

う思いをいたしております。そのサロンのコンセプ

トだとか内容にもよるので しょうけれども、そこ

にですね、どうしても運営が必要ですから、あるい

は一定の指導というのが必要ですので、そういった

ところのスタッフをですね、民間の方、そして行政

の職員と共同してですね、そういう意欲のあるボラ

ンティアの方を何とかそこに引き込むという、そう

いった能動的な形を作ればですね、ひょっとすると

村でも可能性はあるのかなと。 

例えば、そこではお弁当やお菓子を持参をして、

そこでお茶さえあれば、皆でそこで座って、くつろ

げると。そして、当然そこは清掃、掃除をしなけれ

ばなりませんから、集まった人で、皆で掃除をする。

高齢者も含めてですね。お茶も淹れ合うと。そのよ

うな作業、働く場的な所がですね、そのような中で

自然に生まれてくるということを期待をしながらで

すね、そういったサロンをできないものかというこ

とで、これについてはですね、もちろん何の下地も

ないわけですから、練り上げていくということに当

たっては、行政の発想だけでは、おそらく上手くい

かないだろうというふうに思いますので、お手元の

障がい福祉プラン策定のためのニーズ調査で、御家

族の想いだとか、それから希望だとかも少なくても

ですね、やはりありますので、そういった方のとこ

ろを、もう少し詳しくお伺いをしながら、可能な一

歩をですね、これは是非、踏み出すように、保健福

祉課が、まずの窓口にはなろうと思いますけれども、

それに様々な関係の部署も一緒になってですね、考

える場を私の責任で作っていきたいというふうに思

っております。よろしくお願いをいたします。 

 

◎ 会議時間延長の議決 

 

○議長（山須田清一君）：お諮りいたします。 

本日の会議を質問者の持ち時間終了まで時間延長

をいたしたいと思います。 

これに 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山須田清一君）：異議なしと認めます。 

よって本日の会議時間は質問者の持ち時間終了ま

で延長することに決定いたしました。 

休憩を挟まないで、そのまま続行します。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：答弁いただきました。

できるところから、小さいところから、そのきっか

けづくりをするということは非常に大事なことです。

いきなり何かを立ち上げてというような雰囲気には、

今の猿払村の現状を考えると無理か、というふうに

私、理解せざるを得ないと。 

それとですね、知的障害を持っている人が手帳を

発行されているのは２５人と、ここで謳われており

ますね。そのうち、村内に在住しているのは４人と

いうことになっています。あとは、他町に行ってお

世話になっているというのが現状だと。本人の希望

で、生まれ育った所に私は住みたくない、という希

望なのか。それとも、希望はあるけれども受け皿が

ない、そういう理解をするのか。どういうふうに捉

えていますか。 

教育長、義務教育の範囲の中でですね、今まで保

護者とのやりとりもあると思いますけれども、その

あたりも含めて、どういうふうに捉えていますか。

難しいですか。それでは結構でございますけれども、

やはり住みたくても住めないのだと。現状は４人住

んでいるけれども、その人たちの対応しか、ここの

中では、荒井課長いいですか。  謳っていません

よ。４人の中で、その人たちの支援をどうするかと

いうこと。違うのです。２５人の手帳交付のうち、

ここに住みたいけれども、他で生活せざるを得ない

という人が多いということも、私は思いますけれど

も、そのあたり調査なされてますか。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：お答え申し

上げます。ただ今の御質問の障害者の方、手帳を受

けている方が百数十名いらっしゃいます。議員おっ

しゃるとおり、本村に住めない、施設に入っている

方とかが大勢いらっしゃいます。私が知る限りでは、

その出て行っている方までの意向調査というのは、
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されていないというふうに捉えております。村内に

いる方だけの意向調査ということでございます。 

それと、補足的に数字的な部分で、ちょっとお話

しさせていただきますが、村内にいらっしゃる障害

をお持ちの方で、障害の程度によって、まちまちで

すけれども、現在、就労されていない方で就労の可

能性がある方というのは、これは保健師が１件ずつ

見た中なのですが、１２人いらっしゃいます。数字

的には、こういった形でございます。それと、１名

ですね、先ほど副村長が、もしかして答弁されてい

たか、ダブるかもしれませんが、村内で１名の方、

事情があって車椅子になられた方ということで、産

業課の協力もありまして、  １名就労することが

できました。そういった形で、管理職会議でも出た

のですが、まず役場関係の働いていただける場、そ

ういった部分から提供しようということで、まず内

部での話にはなっております。失礼します。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ですから、例えば、

義務教育が終わって、知的障害があると分かってい

ながら、義務教育が終わって、高等学校と。何かあ

るのでしょうね、美深町と聞いてますけどれも。そ

こを終われば、あとは家族任せ、学校任せ。今現状、

そのような感じではないかというふうに私は思うの

ですけどね。違ったら言ってください。それでは、

いけないと思いますね。やはり家族のバックアップ

は必要だろうと。それと地域全体で、そういうもの

をどうするかという考えを持っていないと共生社会

とはいえないではないですか。それなのですよ。 

ですから、そういうところを皆で考えるというこ

とは非常に大事なことで、今、他町村に住んでいる

から対応が必要でないという認識は違います、それ

は絶対。きちんと調査をして、どういう意向を持っ

ているのだろうと。猿払村に住みたいですか。本当

に何とか受け皿を作ると。それと、車椅子の方が１

人採用というのは、非常にありがたい。そういうこ

とでは、是非そういう枠をどんどん広げて、開発し

ていっていただきたい、そういうふうに思います。 

それで、最後になりますけれども、この福祉の部

分については、ここに聞き取りアンケートがありま

すね。働く場がほしい。切実な声ですよ。これ、身

体障害者の方ですけれども。福祉タクシーの営業時

間を宗谷バスの発着時間まで拡大できないのか。定

期的な訪問、あるいは聞き取りの調査の実施と、情

報収集の仕組みづくりが必要です。絶対これは書か

せてはいけないよ。こう個別に、ちゃんと書いてき

ている。意見まで。どう反映されていますか。これ、

きちんと承知されていますか。荒井課長、ちょっと

一言。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：お答え申し

上げます。大変勉強不足ということでお叱りを受け

るかもしれませんが、私も保健福祉課に行って、初

めてこの障がい福祉プランというのを見させていた

だきました。それから本当に、さらりとですが、一

通り目を通した形ではありますが、こう  いった

部分で御本人の要望だとかというのは、大変重いと

いうふうには受け止めております。この部分で、果

たしてどこまで対応できるかというのは、私も何と

も申し上げにくいですが、一つずつ、先ほども申し

ました村内の役場関係の雇用というものを含めまし

て、一つずつですね、遅いと言われるかもしれませ

んが、一つずつ前に進んで行きたいというふうに思

っておりますので、御理解をお願いします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今言った福祉タク  

シーの営業時間の問題もあります。定期的な情報を、

きちんと集約してほしいと。さらに、母が元気なう

ちは一緒に暮らしたいと言っていますよ、この地域

に。そういう切実な、働きたいが仕事が見つからな

い。こういう意見が一人ずつ書いてあるではないで

すか。なぜ迅速に対応しない。協議してください。

この福祉タクシーだとか、そう  いったものの時

間延長。こういう弱い立場の人に、きちんと対応で

きるような、そういう声を敏感に反映できるような

形をお願いしたいと思います。次に移ります。 

定住自立圏連携事業について、お伺いいたします。

稚内市を中心とした宗谷圏域での共生ビ  ジョン

を描く定住自立圏協定が１年経ちました。具体的事

業化作業の進捗状況について、お伺いします。 
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○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の眞田議員の質問

にお答えします。定住自立圏での取り組みといたし

ましては、共生ビジョン掲載の消費者、消費生活相

談に関する消費生活相談業務の広域化に関する合意

書を締結いたしました。管内で、悪質で巧妙な勧誘

など複雑な相談が増えており、専門性の高い消費生

活相談体制が求められていることから、稚内市と締

結したものです。この合意で、簡易な場合を除き、

稚内市消費者センター消費生活相談員が直接対応す

ること、また、相談窓口を年１回締結町村で開設す

る予定となっております。それに伴い、一定の負担

金が必要となりますが、既に予算の議決を受けてお

ります。その他、エゾシカ駆除及び処分など、協議

を行っている段階で、具体的な連携には至ったもの

ではありません。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）：この定住自立圏構想

の、総務省が出してきたという理由の中には、市町

村合併という部分で成し得なかった各自治体の自己

完結型の行政運営というのは少し改めて、補えると

ころは自治体で補い合いながら、行財政の改革を図

っていきましょうという目的だったというふうに理

解しています。その中では、例えば電子自治体の、

クラウドの可能性はどうなのか。検討なされたのか。

国民健康保険会計、この運営について連合を組める

ことの可能性はどうなのか。医療連携の可能性。昨

日か、きょうの新聞に出ています。これはどこかの

名寄市、士別市に行動計画、救急体制の明文化だと

か、上川北部自治体病院等広域化・連携検討会議。

広域化を図って、補えるところは補っていこうと、

そういうことを 言っておりますね。 

それだとか、水産廃棄物の処理。稚内市で水産資

源の残滓処理の大きな、エネルギー、新エネにも係

わるような施設ができました。それを、もう少し村

が負担すれば、個別に、そういうものをやらなくて

も、広域連携の中できるではないですか。定住自立

圏。そういうものを、なぜ利用しないのか。ちょっ

と腑に落ちない部分があったものですから。これに

ついては、猿払村から積極的に提案していくという

形がベターだと思いますけれど、いかがでしょうか。 

○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）：お答えさ

せていただきます。共生ビジョンが策定されてから、

丸々１年が経っております。この間、私たち担当と

しても稚内市の定住自立圏を担当の部門と、度々、

議論はしております。しかし残念ながら、稚内市さ

んの事情をお伝えさせていただきますと、担当者が

この間、２度ほど変わられております。なかなか稚

内市の定住自立圏を担当する部門の連携と言います

かね、引き継ぎのところで、なかなか僕らの要望に

応えられていないという状況に なっております。 

具体的に定住自立圏として形になったものは、先

ほど村長がお話ししたとおりの消費生活相談に関す

る部分になっておりますけれども、議員から提案と

いうか、先進事例のお話しがありましたけれども、

今年度からは、５月の初めだったと思います、定住

自立圏の担当者会議の中で、もしかすると、まだま

だ取り組みとして弱いというふうにお話しされるか

もしれませんけども、具体的には観光部門ですとか、

図書サービスの部門ですとか、先ほども若干出まし

たエゾシカを含めた環境対策のことですとか、あと

は防災についての連携のあり方、協定のあり方につ

いても、これから議論する予定ですし、なかなか難

しい可能性がありますけども、機関の設置というこ

とで公平委員会を管内連携で取り組むことができな

いかだとか、というような協議を今している段階で

す。 

病院との話についても、僕らといいますか、これ

からは各担当者同士での話も含めて構築していくと

いう連絡をいただいておりますから、もう少し、ち

ょっと時間をいただきながら、進捗を見ていただき

たいなというふうに思っております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：事務的なレベルで、

今言われたように羅列されたような事業。議会から

も提案されているわけですね。健康保険事業。国民

健康保険。会計運営だとかそういったものを、連携

を取って連合制度でやれないのか、とか、いろいろ
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具体的に提案しても、さっぱり反映されない。相変

わらず事務方の都合で協議するところが決まってし

まっていると。なぜ、こういう声が反映されないの

か。無視するなら、しても結構です。せっかく、こ

こでやりとりしたことが、何もなっていないのなら、

やる必要はないのではないですか。具体的に提案し

てあるはずです。今言ったような形も検討していた

だきたいというふうに思います。それでは次に移り

ます。 

最後。さるふつ公園のあり方の見直し。村内に点

在する観光資源の整備、地場産品の普及宣伝を年度

の方針としているが、４半期を経過した今日、進捗

状況と課題について、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）：ただ今の眞田委員の質問

にお答えします。さるふつ公園の見直し等について

ですが、現在、産業課内で現施設の利活用の見直し

や、施設整備などを含めて検討してるところであり

ます。その後、関係機関などと協議を行いながら、

順次御提案をしてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

また、村内に点在する観光資源につきましては、

その歴史的背景や詳細などについて、改めて情報収

集を行っており、前段で述べさせていただきました

検討案件とあわせながら、現在、早急に取り組んで

おります。 

地場産品の宣伝、普及につきましては、昨年度同

様にイベントの開催、村外へ出展するなど、宣伝活

動をしてまいります。また、報道関係への積極的な

売り込みをするとともに、さるふつ公園に来ていた

だいた方や、ホテルさるふつに宿泊していただいた

方などに、ホタテや牛乳及び乳製品など、村に来な

ければ受けられないサービスの提供もできるよう検

討しながら、観光客の口コミによる宣伝効果にも期

待しながら、進めてまいりたいと考えておりますの

で、進捗状況としましては、まだ目に見えての効果

は上がっておりませんが、観光シーズンのピークを

迎えるに当たり、現在検討しております事業などに

今後取り組みながら、少しでも効果が発揮できるよ

うにしてまいりたいと考えております。 

課題としましては、公園内の既存施設における修

繕や、面的整備に係る費用がありますことから、将

来に向けてのランニングコストの軽減を見据えるな

どして、イニシャルコストとの比較などを行いなが

ら進めてまいりたいと考えておりますので、御理解

のほどを、お願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そこで、この文章に

ケチを付けるわけではないのですけれども、点在す

る観光資源とは何なのだろうかと。何を指して言っ

ているのかということが、私には分かりませんけれ

ども、ともかくですね、地場産品の普及宣伝につい

て、ふるさとの家に食事に行ってですね、売店の、

どのようなものを扱っているのか見てきました。村

の産品の圧倒的な少なさに驚きました。他の観光地

に行けば、いろいろ自分たちで工夫した産品という

のが、いろいろあります。高いものから安いものま

で。猿払村は圧倒的に少ない。やはり、先ほど同僚

議員も村長とのやりとりの中で、６次産業にどこま

で結び付けていけるか、１次産業が。ここが鍵なの

ですね。 

しかし、それは民間に全てを委ねる。民間も努力

しているのは分かりますけれども、経営のための努

力は当然するでしょう。しかし、観光元年と位置付

けをすると、若干、方向も変えなければならない。

そういう、行政も一緒になって、そこを考えていこ

う。経済団体と加工業者の仲結びをしたり、仲の取

り持ちをしたり、いろいろな作業があると思います。

そういうことが必要だというふうにも思いますし、

徹底した新たなですね、地場産品の創造だとか開発、

これ絶対必要ですよ。そうでなければ、観光はあり

得ないと私は思います。 

猿払村に存在する青い空と青い海、緑の大地があ

れば観光客が来る時代は終わった。これは、何年か

前の私の一般質問で言いました。これは北海道拓殖

銀行の専務の石黒直文氏、彼が言った言葉を、その

まま言っただけです。そのような時代ではない。そ

れは過去にも言われたのに、現在もなお、そのよう

な感覚では、やはりまずいと思いますので、徹底し

た差別化が必要だろうと。猿払村に来たくなるよう
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な、行ってみたいと思うような魅力だとか、情報発

信はどうしているのか。アクセスはどうなのか。そ

れは、どういうふうに分析されているか、ちょっと

お伺いしたい。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の眞田議員の質問

にお答えします。議員のおっしゃるとおり、今の御

指摘は非常に重要であると私も思っております。ま

ず、情報発信につきましては、先にも述べさせてい

ただきましたが、様々な媒体、例えばホームページ

やブログはさることながら、積極的にテレビ局やラ

ジオ局に売り込みを行いながら、また、出演依頼に

も積極的に取り組んでおりますし、月刊誌等からの

広告掲載や、情報提供につきましても対応しており

ますので、今後も継続しながら、猿払村について情

報発信をしてまいります。 

次に、アクセスについてでありますが、道外観光

客を例にとりますと、稚内空港への発着便が通年就

航で羽田空港と新千歳空港から、夏期間に関して北

宗谷広域観光推進協議会でのチャーター便が中部国

際空港と関西空港からとなっております。また、こ

れらの道外客は大手旅行代理店が販売するツアー客

が大半を占めており、利尻、礼文への周遊ツアーが

目的となっております。しかし、この中でも、昼食

などの立寄りで公園に来られる観光客もおりますが、

猿払村を目的としてのツアー客とは考えにくい現況

にあります。しかしながら、道内客に関してまして

は、ここ数年、徐々にではありますが、キャンピン

グカーでの公園の立ち寄りや車中泊が増えてきてい

る現況でありますことから、猿払村へのアクセス条

件等は、あまり関係がない観光客と考えております。

そういうことから、団体客の集客も重要と考えてお

りますが、アクセス条件に捕らわれない自家用車等

の個人観光客を、いかに誘客できるかが課題と考え

ておりますので、その対策にも取り組んでまいりま

す。 

次に、猿払村へ行ってみたい魅力ですが、現状と

しましては、地場産品でありますホタテや牛乳など

の食を、一つの魅力として取り扱ってまいりました。

しかし、確かに美味しく、ここでしか食べられない、

といったプレミアム的な食材であっても、観光客を

永く猿払村に留めておくということはできません。

そこで、村にあります別の財産やイベントなどで、

地場産品と抱き合わせながら観光客の集客に努めら

れないかを検討しております。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）：そのとおりです。食

というのは非常に大切で、それも魅力の一つで し

ょう。猿払村には、そういう資源がございます。し

かし、観光客というのは、地域文化だとか、そこに

根付いている人だとか、魅力のある人がそこに住ん

で、いろいろ話ができれば来ますよ、黙っていても。

そういう人を訪ねて。それだとか体験。体験型だと

かと言われていますね。あらゆる要素が求められて

いる。 

しかし、それを観光資源として活用できるか、で

きないかの選択をしなければならないのですよ。

（聞取不可）ですね。何もかも資源として活用でき

るかというと、そうではない。取捨選択をしていく。

体験型の漁業との関係はどうなのだろうか。農業体

験としてどうなのだろうか。例えば何かの技術をや

る、そういう体験はどうだろうか。これを商品化で

きるか。そういうところを、先ほど同僚議員も午前

中にやりましたね。住民を巻き込んで、そういうい

ろいろな知恵を出して、それを採用していくという

ことは非常に大事です。ですから、全てが観光資源

ではない。活用できるところ、できないもの、商品

として活用できるものと取捨選択するという分析が、

当然必要になってきます。それについて、やはり対

応していただきたい。分析していただきたい。 

それと、道の駅だとか牛乳と肉の館、これは体験

観光という部分で絶好な部分ですね。これは、土日

祝祭日の対応という部分では、先ほど情報受発信と

言いましたね。猿払村のホームページに出すとか。

そういうことを言っているのではないのです。やは

り、ああいう所で体験して、いろいろ交流する中で、

情報の受発信基地として活用できますよ、というこ

とを言っているのです。それは、ホームページに載

せることも非常に大事ですから。それはね、土日に
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閉館していたのでは、そういうものはできないです。

その対策についてお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：今、牛乳と肉の

館の関係ですけれども、今現状としては、土日が閉

館して、利用ができないような条件になっておりま

す。また、隣接して中山間事業で建設されました、

楽遊館（らくゆうかん）がございます。この部分に

ついても、牛乳と肉の館のほうの猿払村畜産振興公

社が管理しておりますので、この部分についても土

日が使えないというような形になっておりますので、

今、道の駅全体をですね、面的な部分で、どういう

ふうに利活用していくかということを、その部分を

踏まえて、今、道の駅の管理棟は当然、土日もやっ

ております。３６５日  やっておりますので、そ

の部分で管理できるかどうかということも踏まえな

がらですね、鍵だとか、いろいろな利用方法も管理

できるかどうかということも考えながらですね、今、

検討している最中でございますので、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）：残された時間が２分

になりましたので、最後に、ふるさとの家の活用に

ついて、利用の促進を図っていくという観点から。

北海道新聞によると、２泊３日から、３泊  ４日

から、４泊５日という、そういう流れになってきて

いるようですね、長期滞在型という形で。安近短

（あんきんたん）と言うけど、逆の作用が上がって

来ていると。そういう部分では朗報だと私理解しま

すから、何か、道の駅の核として何かの活用ができ

ないのか。商品化できないか、ということも含めて

ね。できれば、お客さんを集めるための助成。古い

ですけどもね。そういう制度で、とにかく人を集め

て泊まっていただくということが、宿泊施設がある

わけですから、当然ですね。何か、そういう知恵を

出して、皆で議論していただきたいと思いますけど

も、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）：ただ今の質問にお答えい

たします。現在、北海道観光振興機構で行っている、

北海道デスティネーションキャンペーンでも、議員

の御質問に応答するかのように、長期滞在型のキャ

ンペーンを実施しております。このキャンペーンに

は昨年、本村も手を挙げましたが、残念ながら漏れ

た経緯がありますが、管内では稚内市が同機構から

３０万円の枠をいただき、実施しております。 

私といたしましても、議員のおっしゃるとおり、

今後、猿払村観光の起爆剤として、食や自然又は体

験型観光メニューを織り混ぜながら、積極的に取り

組んでまいりたいと考えておりますし、さらに先の

指定管理者の、ほっきょうとの協議の中で、冬期間

における観光の企画についても協議をしております

ので、今後このことなどがきっかけとなり、滞在期

間の長期化に結び付けながら、一人でも多くの方に

猿払村のファンになっていただけるように取り組ん

でまいりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：最後になりますけれ

ども、観光振興については体験型云々と言っても、

これは相手があることですから、そういう調査も必

要ですね。したがって、住民を巻き込んで一緒の考

え方でいかなければ、行政がどのような提案をして

も、どのような資源の発掘をしても、受ける側が拒

否したら、できないのです。ですから、皆で考えよ

うと。例えば漁業の体験、農業の体験にしても、受

けてくれるはずですよ、今。そういう雰囲気にある

のですから。ただし、行政が眠っていては駄目だと

思いますから、やはり、そういう部分を積極的に仕

掛けてもらうということを努力していただきたいと。

そういうことを要望して終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 


