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○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

８番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：一般質問通告書に基づき、

１項目３点について質問をさせていただきます。猿

払村では、平成２３年度より２７年度までの５年間。

第６次総合計画の上、さまざまな行政施策が行われ

ております。第５次の計画では、平成  １８年度

から平成２２年度までの５年間を計画期間として、

まちづくり計画、スローガンとしては、北方に立つ

個性と調和の大地
ふるさと

猿払、私たちが創り・活かし・

守り・育む、ということで第５次計画が行われまし

た。今のところ第７次計画までは１年半という期間

を残してはいますが、これから第７次に向けての計

画が策定されると考えられます。過去の例のスケジ

ュールをみますと１年半ほど前から村民に対するア

ンケート。また、１年ほど前から審議会等を設置し

て計画を練り上げた事例が多いです。今この時期１

年半としてちょっと時間が長いかと考えるところで

すが、現時点での実行できた施策。また、この残り

１年半でのこれからの施策について考えを村長にお

聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の小山内議員の御質

問にお答えをさせていただきたいと思います。第７

次総合計画につきましては、先般プロポーザル審査

により支援業務委託業者を決定したところでござい

ます。今後は、この業者と連携を取りながら策定作

業を進めてまいりたいと思います。第６次計画全体

の評価、検証は、第７次計画の策定作業の中で実施

する予定でございます。現時点での実行できた施策、

これからの施策についてですが、現時点で完了して

いる主な事業につきましては、一般廃棄物最終処分

場嵩上げ工事、除雪機械購入事業、農業集落排水施

設整備機能強化事業、じん芥収集車購入など。計画

期間内に完了予定の事業で主要なものにつきまして

は、ふるさとの家大規模改修工事、漁船保管施設拡

張事業、消防救急デジタル無線整備事業などでござ

います。また、道営草地整備事業、公営住宅整備事

業などは、６次計画から第７次計画へ引き続き実施

していく予定となっております。いずれの事業も村

民の生活や産業の振興に関わる事業となっておりま

す。ただ今述べました事業はいずれもハード事業で

ありますが、村政を運営していく上でソフト事業も

不可欠なものと考えております。ソフト事業の大半

は６次計画以前からの継続事業であり、今後も事業

の検証を行いながら必要事業は継続して実施してま

いりたいというふうに考えております。また、第７

次の計画策定にあたっては、就任当初に私が掲げた

誰にでも優しいまちづくりを進めるために柱の施策

を基本方針、もしくは基本目標として盛り込んでま

いりたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：村長の就任期間が４年間。

猿払村総合計画の計画期間５年間。非常に前村長の

時は難しい時期に引き継ぎが行われたと私の記憶の

中であります。２２年の１２月に前村長は就任し、

２３年の４月から計画が始まるという時期。今回伊

藤村長に関しては２５年の１２月に就任し、新しく

総合計画が始まるのが２８年の４月からと。あと１

年半計画段階が残っていると。非常に良い時期に私

は就任したのではないかと。自分の思いがあるこの

１年半の内に計画をし、また、残りの任期の１年半、

約１年半の中で計画を実行していく段階にあると私

は考えます。今ソフト面の話しも伊藤村長の方から

話しが出ました。まだ、第７次に向けて１年半と期

間はありますが、村の総合計画にあたって大きな目

標である基本構想、また、その下に基本計画、最後

にはそれを実施する具体的な実施計画等があると思

います。今の段階で村長の思いのある基本構想、基

本計画等のスローガンの一体にでもなる思いがあれ

ばお聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私は就任の時に、先ほども

述べましたけれども、六つの柱を述べさせていただ

きました。まず１点は「個性と活力にあふれる地域

産業づくり」。それと「健やかで夢や希望・生きが

いをもって暮らせるまちづくり」。それと「行財政
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改革の継続」。それと「人を育み思いやりの心を育

てるまちづくり」。「安全・安心で住みやすいまち

づくり」。「人・もの・情報の行き交うまちづく

り」。この６点を大きな柱として、これからの総合

計画の中に反映させていただきたい。また、その六

つの大きな柱の中に、それぞれの小項目を掲げてお

ります。私も自分の政策をたまに忘れることがあり

ますので、必ずこれを持ち歩いて、どこまで進んだ

かというの自己評価も含めながらやっておりますの

で、今後もこういうことを職員と共に共有をしなが

ら総合計画の策定に進んでまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：私も村長が持ち歩いてい

る就任時に出したパンフレットを常に持ち歩いてお

ります。常にこの思いを持ってやっているのかなと

思いながらいます。その中でこの約１０か月の間、

村長と議会でのやりとり、また、いろいろな場面の

やりとりの中で村長が重点施策として挙げているの

が保健福祉施設等の充実。高齢者福祉、児童福祉、

障害者福祉、地域福祉と四つの柱を挙げていろいろ

な場面でお話しされていることを聞いております。

今もありましたが７次の計画に向けては、これが非

常に重要な施策ではないかなと私も考えるところで

あります。午前中からの一般質問でも同僚議員の中

から地域活性化について、高齢者福祉について等も

いろいろお話しはありましたが、まだまだ６次の中

でできなかった福祉施策等もあると考えます。もし、

具体的な例等があるのであれば、これからの１年半、

６次の中でできるもの、また新たに７次の計画に盛

り込んでいくもの等の考えについて村長にお伺いい

たします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：私は保健福祉課長も含めて

村長に就任させていただいた当時から保健福祉施策

につきまして、健康づくり、地域福祉、高齢者福祉、

障害者福祉サービスなど現総合計画上に掲げてもあ

りますけれどもソフト面での事業が多く、また、６

次計画以前からの継続事業で大半が現在も事業を施

行中であり、その部分につきましては今後も継承し

てまいりたいというふうに考えております。また、

新たに第７次計画につきましては、これらの事業を

基本的に継続していくと共に、新たに障害者福祉団

体への支援、それとハード面としては介護サービス

の充実を目的とした小規模多機能型居宅介護施設と、

そのほかの介護予防事業等を総合的に実施できるよ

うな福祉施設の建設を盛り込んでまいりたいと。目

指してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：ハード面の方だけやや取

り上げられそうですが、私はこの度の２６年度の村

政執行方針において、伊藤村長が保健福祉のところ

で健康づくり支援体制の充実から始まり、最後には

子育て保育行政の充実、社会保障制度の充実と約７

点について具体的に挙げられています。その中で今

年、高齢者福祉の充実という項目の中で福祉施設等

の建設を見据えた基本設計業務を実施しますとあり

ます。４月から新年度が始まり約半年間が過ぎ上半

期が終わりました。これは伊藤村長が目指す目玉事

業の一つだと私は考えます。私もぜひこの福祉施設

だけのみならず、ソフト面の対応も含めてスピード

感のある実施が必要だと考えます。ここに基本設計

業務を実施しますとあります。今現在の進捗状況等

が分かれば進捗状況をお知らせ願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：佐藤企画政策課長。 

○佐藤企画政策課長：ただ今の質問にお答えいたし

ます。介護福祉施設につきましては、企画政策課高

齢者障害者支援係の方で担当させていただいており

ます。その施設につきましては、まず道内の先進地

である足寄町の施設を、ちょっと時期は忘れたんで

すけれども視察をしております。その中で、そこの

施設でやっている事業等をいろいろな面を聞いてま

いりました。その中で猿払村に活かせる部分が多々

あると感じてまいりました。その中で設計業者とも

相談しながら、まだ委託はしておりませんが、業者

と話しを進めながら今後対応していきたいと考えて

おります。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 
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○議員（小山内浩一君）：課長の答弁理解しました。

先進地を数多く見ていただいて、猿払村の現実にあ

った、村民にあった、また、この地域にあった施設

造り。また、ソフトな面でのサービスができるよう

な形での建物、サービス内容を計画していただきた

いと思います。 

３点目の質問に移ります。保健福祉施策を進める

ためには、今計画している新規の施設。グループホ

ームや介護福祉施設、施設のための職員住宅等さま

ざまなハード的な建物が必要になると考えておりま

す。また、この議会の中でも度々質問の対象になる

村有施設の遊休公共施設や、不要か遊休かというの

は人の価値観によって違いますが、また、新しく更

新時期にきている公共施設、また、すぐにでも解体

をしなければならないような施設等も数多くありま

す。また、維持管理の面においても、これから多大

な維持管理費用が掛かる建物。前に話しました保健

福祉施設の新しい新規建設費用と、これから多大な

予算を計上していかなければならない財政状況にあ

ると考えます。具体的例で言いますと、古くなって

空き家になっている職員住宅、また、公営住宅、更

新をしなければならない村営プールや生活改善セン

ター、国保病院等の経営の在り方も含めて、施設の

在り方も考えなければいけない。また、各学校施設。

３月には浜猿払の小学校も閉校という形で決まって

おります。その計画も今練っているとは思いますが、

具体的には、現実的にこれといって決まっているも

のはありません。長年空き家状態で続いている猿払

小学校の旧校舎。また、土地利用の方でいくと鬼志

別川の旧河川。また、同僚議員もおっしゃっており

ましたが、浜鬼志別の旧公住跡地などさまざまなと

ころで計画をしなければならない事案が多々あると

思います。７次の計画に向けて、また、６次の中で

もすぐやらなければならないこと。これらの財政状

況を考えた時に村長の施策の考え。また、先ほど話

しに出た、村長が最初に出した誰にでもやさしいま

ちづくりの６点の重点事業の中で行財政改革の継続

ということで、村民生活を優先しまちづくりを進め

てまいります、その中で施策の重点としては、選択

と集中が非常に重要でそれを進めていくと村長がう

たっております。これからのその手法と財政運営の

考え方についてお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。前段の答弁の中で

小規模多機能型介護施設の建設について申し上げさ

せていただきましたが、議員おっしゃるとおり、こ

こに就職をしてもらうにあたっては、住宅の確保は

私は必要不可欠なものであるというふうに考えてお

りますので、施設建設と並行して現在住宅建設につ

いての手法も協議検討しております。手法といいま

すのは行政で建てるのか、それとも、民間に建てて

もらってそこの住宅を借り上げするのかということ

も含めて現在検討しております。また、遊休公共施

設、不要施設、更新時期にきている公共施設につき

ましては、前の議会でも御答弁をさせていただきま

したが、総務省が進める公共施設等の総合的かつ計

画的な管理による老朽化対策の推進事業に基づき公

共施設等総合管理計画の策定を進めることにより、

来年度策定予定の第７次猿払村総合計画とも整合性

を図ることはもちろんでございますけれども、施設

の統廃合も視野に入れながら公共施設の解体、改修、

改築に掛かる財源確保に努めてまいりたいと思いま

す。また、年度に突出した事業投資とは極力ならな

いような形の中で平準化した財政運営を目指し計画

化を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：各自治体の財政の状況を

表わす指数、比率として、ここ１０年余り実質公債

費率という数値が多様されてきました。猿払村にお

いては平成１９年度が２２．９パーセント。２０年

度が２２．７パーセント。２１年度が２１．４パー

セント。中飛ばしますが、平成２４年度は１５．２

パーセント。２５年度は１３．２パーセントと約１．

５パーセント強の減少率で今推移しております。こ

れは市町村の合併時に用いられた指数で、今これが

本当に各自治体の行財政の中身を表わす指標になる

のか私自身ちょっと疑問ですが、どこの自治体も今

下がってきております。全道のレベルからいっても

当初猿払村は１７位、 １８位くらいの位置に占め
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ていましたが、平成 ２４年度は３４位という位置

になっています。ということは、各地域が全て、こ

の指標だけでいうと財政状況が良くなっていると考

えます。また、この指標だけにとらわれず、要する

に実質公債比率がどんどんどんどん減ることが良い

事なのかなというものに関しては私は少し疑問を生

じます。言い方は悪いかもしれませんが、何もやら

ずに行財政を行っていけばこの指標は下がるという

ふうに考えております。選択と集中においてソフト

面でもハード面でも投資というのは非常に重要だと

考えます。午前中の同僚議員の質問にも地域の活性

化のためにはどうするんだ、補助金だけ出せばいい

のか、制度を考えなくていいのかというようないろ

いろな話しがありました。この指標の推移と、また、

これからの猿払についてどうしていくのかというこ

とがあれば村長の方から一言お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞野副村長。 

○副村長（眞野智章君）：ただ今の御質問にお答え

させていただきます。いろいろな公共施設たくさん

ありまして、現在各課から資料が挙がっているのが、

修繕とかそういうの含めて、これは道路とかの部分

は除いても１１４施設くらいのものが今現在挙がっ

ております。現行、数字が、金額が先回りといいま

すか、鵜呑みにして先回りというか、その情報だけ

が先回りして勘違いされても困るんですが、およそ

２７年から３３年までで、数十億。現状で捉えてい

るのがだいたい３１億くらいの修繕料。今のこの現

状の公共施設を維持していくとすれば、そのくらい

の修繕料がっていうところもありまして、現行これ

を割ると７年間なんです。３３年までということに

なると。そうすると年度でいくと約８億程度という

ところもあるんですが、これはあくまでも今の現状

のものを維持しながら修繕をどこまで掛けるかとい

う問題もありますので、これがひとり歩きしてもら

っても困るんですが、最終的には住民の必要なもの

の部分の選択はしていかなきゃいけないのかなと。

その時にやはり先ほど来言っております公共施設の

管理計画がやはりきちっと作るのが先決だろうと。

これについては最低でも人口ベースを基準に考えて

３０年スパンが最低でも必要ではないかと言われて

いるところもありますので、その辺で何が必要か財

政状況を、先ほど村長も言われましたけれども突出

した年度が無いような平準化した部分で、できれば

公共施設の管理計画をきちっと選択をして作った上

で皆様にお示しをさせていただきたいというふうに

思ってますので御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：副村長の方から答弁がご

ざいましたが、２７年から３３年までの間に３１億。

新設ではなく、投資ではなく、維持管理費用だけで

年間８億円程度のお金。非常に多大な費用だと考え

ます。やはりこの維持管理計画の中で思い切った施

策が必要ではないかと。不要なものに関しては表現

が良いか悪いか分かりませんが、ばっさり切り捨て

ることも必要ではないか。各市町村と連携して行え

るような施設等もあればそれを模索していく等が必

要ではないかと考えるところです。これから２７年

度まで１年半ほど残してますので、それまでの間に

順次計画を再考していただいて住民負担が少なくな

るような、また、住民サービスが落ちないような形

での維持管理計画を作っていただきたいと思います。 

また、伊藤村長が目玉にしております保健福祉施

策を進めるために、保健福祉施設やグループホーム

等がハード面では必要であると考えると先ほどもこ

の場で述べさせていただきました。一つ懸念される

ことがあります。施設を造ることによって村民の負

担になる介護保険の上昇とういうものには直接結び

ついていかないのかということについて最後聞きた

いと思います。前々回の議会ですか。猿払村国民健

康保険税の議題になり、この度、猿払村の国民健康

保険税が下がりました。下がったといっても基本的

には一般会計からの繰入金によって下がったという

のが私は実情ではないかと。抜本的、根本的な節税

の解決にはなっていないというふうに考えておりま

す。国民健康保険税もそうですが、介護保険はその

施設の費用が直結する税金ではないかと考えます。

その費用負担の上昇を懸念される対応について村長

の考えをお聞きします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 
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○村長（伊藤浩一君）：議員おっしゃるとおり、こ

の介護施設等を建設するということは、当然介護保

険料の方にも影響は出てきます。第３段階で５千円

だったかな。その部分で若干は上がると思います。

また、国民健康保険税につきましては、一般会計か

らのルール分以外の繰入をしておりませんので、今

年の賦課状況みますと、大体中間世帯、軽減世帯の

含めて３万円から１０万円の範囲でそれぞれの保険

料は減額になったんではないかなというふうに私の

方では押さえております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君）：保健福祉施策を進めるた

めにということで質問させていただきました。どう

してもハード面のものが先に出てしまいがちであり

ますが、今すぐできるソフト面のことも多分あると

思います。それはやすらぎ苑や保健福祉センターだ

けでなく、住民自ら、個々が取り上げることによっ

て私達議員も一人一人できることがあると考えます。

ソフト面についてもさまざまなところから意見をい

ただき、さまざまな人方がアイディアを持ち寄るよ

うな会議等も施策の中に組み入れながら保健福祉行

政を進めていっていただきたいと思います。 

以上で私の質問を終わります。 


