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◎ 日程第７ 一般質問 

 

○議長（山須田清一君）：日程第７、これより一般

質問を行います。 

通告の順に従い発言を許します。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：おはようございます。

昨年１２月の定例、私、休ませていただきました。

それで少し質問が。１２月に質問しようかなと言

っていた部分もありました。また、ちょっと少し

季節感というものか、ちょっとずれたものもある

と思います。その辺のところをまた、御容赦をい

ただきながらよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

１問目は敬老祝い金の件でございます。私の記

憶でありますと、一昨年の１２月に伊藤村長さん

が就任をして最初の議会で私質問を申し上げたと

ころでございます。しかし、今、平成２５年度も、

２６年度の決算が終わろうとしている。平成２７

年度の一般会計の予算も上程されております。大

変好ましいことでございますが、昨年の浜の方の

景気も非常に良かったようでございまして、自前

の、村税の好調な増収ということでございます。

それと公債費率も相当ここ３年で健全過ぎる以上

の状態になってきている。そういうように受け止

めているところでございます。 

そういうことの中から私は一昨年の１２月にも

質問したときに申し上げたんでございますが、過

去には先日調べていただきましたら平成１５年に

一人１万円、７０歳以上の方１万円という形でや

っぱりかなりの全員ですから７０歳以上の方です

から４００万とか５００万に近い金額になったと。

１万円でも。もっと私の記憶するところでは、一

人２万円、３万円という時代もあったような気が

いたしております。それは浜の方の景気が、ホタ

テが復活をいたしました。浜の方から本当に毎年

大切な財源をいただいたのを積み立てて、そして

基金の利息というものをそれに充てたというよう

な経緯がございます。そこまでは私も全員どうの

こうのということではございませんが、やはり私

はこの村を引っ張ってこられました先人に対して

敬意を表するというのは一番先のことであろうか

なと。そのように感ずる一人でございます。そう

いう意味からも一昨年の１２月に就任したときと

今年の３月の第２回目の予算を編成するにあたっ

てそういう項目が一般会計の中では載せられてい

ないとそういうことで私は再度伊藤村長にどうい

うお考えなのかお聞きをいたしたいなと。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えをさせていただきたいと思います。

御質問内容にありますとおり健全な財政に戻りつ

つあるなか以前の水準に戻すべきではないかとい

うような内容の御質問だと思いますけれども、敬

老会を中止までした平成１７年度前後と比較した

場合、確かに財政の指標とも言われる公債費率も

１３．２パーセントとやや安定した数値を維持し

ておりますけれども、事業を執行する際に十分と

はいえないまでもお金を使わせていただけるよう

になりました。まだまだ将来的にも福祉施策、観

光事業のほか、基幹産業の基盤整備、さらには公

共施設維持にも費用が掛かりますことも考えます

と、以前の水準をどこまで求められているかとい

うことにもなりますけれども、私は無理をしない

範囲で考えていかなければならないというふうに

思っております。 

平成２５年１２月の定例会におきまして議員か

らも同様に１００歳、８８歳、７７歳の記念に祝

い金を進呈すべきではないかとの御質問の際にも

答弁を申し上げましたが、財政の状況によって祝

い金を贈呈したり廃止したりということがないよ

う、長く続けていくためにも、さらに日本は男性

で平均寿命が８０．２１歳。これは世界で第４位

であります。女性では８６．６１歳。これは世界

で第１位であります。そういう平均寿命を超える

御長寿を顕彰させていただく意味でも、満８８歳

と満１００歳の方に記念品等を贈呈させていただ

き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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：一昨年の１２月に答
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弁をいただいた８８歳の方々の記念品のみという

ことで、それ以上進展もないということですね。 

私はやっぱり財政が再建をされてきて、やっぱ

り一番先にそういう今まで御苦労をなされたそう

いう人方に対するやっぱり恩返しではないかなと、

そんなふうに思うところでございます。いくら質

問をしましても考え方が少し違うようでございま

す。 

管内、浜頓別さんと中頓別さんだけ調査してお

りません。ないようでございます。しかし、ほか

のところは、枝幸町さんなんかは７５歳、８０歳、

８５歳、９０歳、９５歳、１００歳。稚内市は７

０歳以上を敬老会、これは各町内会へ助成をする

と。そういうことで昨年の９月ですか。大体一人

あたり７２０円ぐらいの町内会の助成で５５６万、

７７１６人の方が対象だと。それから７０歳にな

られた方にはそのほかに敬老の祝い金。それから

ボディーソープ、石鹸等。それから７７歳の方２

万円。８８歳の方３万円。１００歳の方は基準日

なしの誕生日になったその日に１０万円を贈呈す

るというものでございます。 

私は今年の一般会計もいろいろな形でいろいろ

なところで相当増額されていると。ですから財政

再建はとっくの昔に終わったのではないのかなと

そのように思える財政の状況ではないのかとその

ような意識でございます。それ以上答弁されます

か。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：この敬老祝い金等の

敬老会等について経過報告をさせていただきたい

と思います。 

この敬老祝い金につきましては、村では昭和４

５年に敬老年金給付条例というものを制定させて

いただきまして、満７５歳以上で１年以上居住す

る高齢者の皆様に対し当時年額で３千円の給付を

するというのが始まりでございました。平成１４

年度末で条例が廃止されるまで、その間時代の移

り変わりとともに給付額の改正がなされ、１万円、

あるいは２万円、昭和の後半から平成にかけては

年齢により３万円という時期もありました。平成

３年には１００歳以上の方には特別支給５０万円

を一時金として支給させていただいたところでも

あります。条例を廃止いたしましてからは、これ

まで現金給付ということはしておらず、敬老会の

場において記念品を贈らさせていただいておりま

した。 

参考までに経過をお知らせいたしますと、平成

１３年度までの敬老会には、座椅子、座布団、タ

オルケットなどの品の記念品としてお配りしてい

たのを、平成１４年度の敬老会では当時の参加対

象である満７０歳以上の全員に３千円の商品券を

贈呈し、そのうち満７５歳は７千円分、満８８歳

は１万円分としておりました。翌、平成１５年度

からは参加者対象を満７５歳以上とし、平成１６

年度までには同様に商品券をお配りをさせていた

だきました。当時、平成１７年度におきましては

行財政改革の真っただ中、各種団体への補助金の

助成、それから職員、議員の給与、報酬等の削減

をする中、平成１７年は敬老会を廃止をすると元

村長が英断を下したのであろうというふうに思っ

ております。 

その後、さまざまな住民からの御意見もあり、

平成１８年度につきましては、自治会連合会が主

体となって敬老会を開催しようというような運び

になったと思います。そのときには、参加者から

１千円、村の方から２７００円を助成として３７

００円を基に、参加者皆様方のお祝いをさせてい

ただこうというような形になってきたと思います。

そのときは自治会連合会ということで協働まちづ

くり推進課が担当させていただきました。当時、

私も担当の一員でございました。その後、自治会

連合会との話し合いの中でいろいろありまして、

保健福祉課の方で、行政の方で主体的にやってほ

しいというようなお話しがありましたので、当時、

私は保健福祉課長でございましたけれども、平成

２３年度からは保健福祉課の方で仕切りをさせて

いただきながら、またさまざまな趣向をさせてい

ただきながら、敬老会を開催させていただいてい

るような形でございます。 

ただ、昔は漁組さんの方から、さまざまな形で
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寄附金等いただいて老人福祉基金というところに

積まさせていただきました。当時は非常に利息も

良くて、その中から敬老祝い金ですとか、それか

ら老人医療費の一部負担をこの部分で賄わさせて

いただいてたと思います。この時は、確か笠井勝

雄さんがまだ村長ですから、私も記憶がはっきり

しませんけれども、当時は７０歳以上の一部負担

金の医療費に対しはこれは国の助成。６８歳以上

については道の補助。猿払村は独自に６５歳から

すべての一部負担金の医療費は、この利息の中で

賄っていて、老人の方々については自己負担は一

切なく病院に掛かっていただいたというような経

過があると思っております。 

ただ、この老人福祉基金につきましても非常に

現状としては厳しい状況であります。当時は、や

すらぎ苑等特別養護老人ホームがございませんで

した。今は、このやすらぎ苑の方に毎年７０００

万円近い繰り出しをしなきゃならないというよう

な状況の中で、今年度につきましても平成２６年

度会計の残につきましては、老人福祉基金の方に

積まさせていただきたいというふうに考えており

ます。 

また、今後進めようとしている小規模多機能型

介護施設、又は生活支援ハウスの方にも今後お金

を助成していかなきゃならないというような状況

にもなると思いますので、この部分につきまして

は老人福祉基金の方に極力積んでいかさせていた

だきたいというふうに考えております。 

ですから、今、こういう形の中で高齢者、先人

の方々については大変申しわけない形ではござい

ますけれども金品をもってお祝いをするという形

ではなくて継続的に敬老会を開催させていただい

て、また、８８歳、１００歳という形の中で記念

品等を贈呈させていただいて、細く、長く、財政

の豊かであったり、豊かでなかったり、やったり、

やめたいという形ではなくて、細く長く私は継続

をさせていただき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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：経緯は私もある程度

理解をいたしております。 

今年の、次の問題でもありますけれども、福祉

タクシーにつきましても、一回５００円で。しか

し、今年度またその２００円割引をして３００円

にすると。福祉タクシーが対象は７０歳以上です

けれど、７０歳以上の方で乗られる方がどの程度

いるのか。そういうふうになると確かに今、国民

年金ですとか、そういう形で一人暮らしの方々大

変厳しい状況にあることは私も存じております。 

ですけどやっぱりそういう方々には村長のお計

らいで無料券もあります。しかし、全員分３００

円にするということになって、そうしたら２００

円の埋まる財源が年間６００万にもなると。 

そういうようなことから７７歳でも健康な方も

それは７７歳という年齢がどういう年齢化という

と、やはり老人の部類に入って一つの節目ではな

いのかなと、そんな中で皆さん長生きをしたいそ

ういう希望の中で本当に７７歳に到達したなとそ

ういう節目の年であろうと思うんです。８８歳で

すよ。それから。それから８８歳ですよ。 

やはり健康でいたいと思っても健康的でいられ

る保障もありませんし、誰も寝たきり、病気にな

りたい人も誰もおりません。しかし、７７歳に到

達したと、それから８８歳に到達したというそう

いう証しを、私も地域で自治会長をやっておりま

すと葬儀の関係になりますとやっぱり葬儀委員長

ということで５年ほどいろいろやってくると、な

かなか７７歳を超えられる方も少ないと。まして

８８歳を超えられる方なんか本当に一握りですよ。

そういう方々に私はそういう記念、感謝の気持ち

として、やっぱり贈るべきだとそういうことを主

張して、村長さんはそうではないと、持続的な財

政ということですけれども。私は持続的な財政も

やっぱりここまで改善したんだと、やっぱり今ま

で十数年来それを我慢していただいたわけですか

ら。この辺で思い切ったそういう皆さん方の励み

になるようなそういうものがあってもいいのでは

ないのかそんなふうに思います。 

次に福祉タクシーについて。福祉タクシーにつ

きましては、本当に（団座の末に）できたなと。
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巽村長さんの時代にやはり村内はなかなか広いし、

お年寄りもなかなか車、若い方々は今、車があり

ますけれども、やっぱりそういう世代の人方は車

のない方もいらっしゃると。何とかお年寄りの

方々が元気で生活できるように、そしてやっぱり

一人でも出てこられるように、そういうような目

的から福祉タクシーができたのではないのかなと。

最初は１千円でございました。昨年だと思うんで

すけれど５００円になったのは。しかし、今年か

らまたさらに下げる。３００円です。 

しかし、全員が福祉タクシーに乗っているわけ

ではないと思うんですよ。まだまだ７０歳代で車

を持たれている元気な方々もたくさんいらっしゃ

るわけです。そうしたら１か所集中で２００円の

差額６００万。財政といったって本当に６００万

もやっていいんですか。もっと言わせてもらえれ

ば、パークゴルフ場代もここ２年ほど前ですか、

無料にするんだと。ですけれど維持経費が掛かっ

ているわけですよ。皆さん元気ですよ。ですけど

パークゴルフ場に来ている人方は村民のほんの一

部ですよ。 

スキー場も子どもは別にして大人で来ている人

はほんの一部。それから今年は風呂が４月から新

しくなります。風呂に来ている人だってほんの一

部ですよ。やっぱり適正な料金。やはりそういう

ものを負担していただくということも財政の規律

じゃないですか。どうですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員の

御質問にお答えをさせていただきたいと思います。

平成２３年１０月から福祉タクシーの運行を始め

ました。これまでの料金に関しては一人５００円

から１台５００円と改定しただけでございました。 

しかし、例年実施しておりますまちづくり懇談

会でも料金引き下げについて往復１千円ではなか

なか利用できないとの御意見等もあり、議会の審

議の中でも料金の引き下げについての御質問があ

りました。事業開始から多くの皆様に御利用いた

だき年々右肩上がりで利用者は増加しております

が、これまでにいただいた皆様の御意見を踏まえ、

議員のおっしゃるとおり村からの支出は増えるこ

とが想定されますが、高齢者並びに障害者の福祉

向上のため使いやすい生活の足として福祉タクシ

ーを御利用していただきたいという思いでござい

ますので、料金の引き下げについて御理解をお願

いしたいというふうに思います。 

また、今、議員の方からお話がありましたとお

り、６５歳以上、７０歳以上でも車の免許を持っ

ていてタクシーを利用しないから非常に不平等じ

ゃないかというような御意見もございましたけれ

ども、私は行政を執行する上で、やはり相互扶助

の観点に立った以上は、そういう形も必要ではな

いかというふうに思っております。 

また、パークゴルフ場の健康増進のために無料

化にするという部分につきましては、それを今、

議員が否定なさるというのであれば、それはこの

議会で決定をしたものだというふうに私は理解を

しております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんの配慮で無

料券を年１２回を作ったと。それは大変いいこと

ではないのかなと。そういうふうに評価をしてい

るところです。ただ、毎回３００円をやっぱりそ

れはケース・バイ・ケースで、やはりきちっとし

たそういう中で精査をしていけばいいのではない

のかなと。しかし、普通に５００円の今までの料

金でも差し支えのない方々もいらっしゃるのでは

ないのかなとそういうふうに私は申し上げている

わけです。 

どうですか。そういう考え方にはなりませんか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：この福祉タクシーの

利用状況につきましては、病院の通院ですとか、

また、地域間のコミュニティを図るため、お年寄

りがよく利用しているというふうに聞いておりま

す。特に、この冬期間については、通院ですとか、

いろいろな部分について非常に足元が不安定です

から、病院の通院。さらには６万円、７万円とい

う年金生活者の方で往復５００円では非常に厳し

いと。その中でいろいろな道の駅まつりだとか、
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それから温泉にこのタクシーを利用して来ていた

だいてる方々もおります。 

私は料金を下げることによって、もっともっと

お年寄りが地域間の交流をしていただいたり、友

達のところに遊びに行っていただいたり、そうい

う形の中で孤独にならない、孤立をしないような

形で使いやすいような状況にさせていただきたい

というふうに考えて料金の値下げをさせていただ

きたいと思いますし、また、１２回という無料券

の発行につきましては、２０枚であり、２４枚の

方がいいんでしょうけれども、また、この福祉政

策というのは一回大風呂敷を広げてしまうと、な

かなか後戻りはできないというように私も考えま

すので、まずは年金を下ろしに行く２か月に１回、

それが往復２回として６回分の往復１２回で低所

得者の方については無料券を発行させていただき

たい。 

今後、料金を下げることによって福祉タクシー

の利用率はたぶん上がっていくと思います。その

中で４月から９月ぐらいまでの半年間の利用状況

の様子を見させていただいて、もう１台福祉タク

シーを増やすのか、増やす場合については、また、

運転者の方も委託をしておりますので、そちらの

方の手配もしていただかなければなりません。そ

ういう状況の中で、まず、半年間料金を下げさせ

ていただいて利用状況を見ながら、また、増車、

増員をしていき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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：次、ごみ処理につき

まして。ごみステーションの設置。 

これにつきましては、３年、４年ほど前から農

家地区にあるところから一般住宅地へ移動してい

る。一般住宅地の中でも大変老朽化しているとい

うか、旧型の金網で作ったやつは、やっぱり相当

いかれてきておりました。自治会連合会の方でも

やはり村の方にごみステーションを付けていただ

きたいと言っても、当時は予算が１００万円、で

すから４台新しいのを作る。それ以上はちょっと

無理だということで予算も増えない。 

そういった中でたまたま１台、離村をされたと

いうことで農家の方々のところから１台空いたの

をたまたま当時の住民課長でありました荒井課長

さんから連絡が入りまして、古いのでもいいかい

という連絡がありましたので、ちょうど浜鬼も私

就任した時も１２、３台、その古い金網の押すと

あるいは雪も雨も入ると、そういう状況でござい

ましたので、ちょっと無理を言ってお願いをして

おりましたら、１台たまたまそういうのが出てき

たと。しかし、それをヒントに何とか大きいやつ

が農家の方に行ったらあると、そうしたら小型な

物を、新品な物を作って、農家の方は１戸ないし

２戸で共有している場合が大体ほとんどでしたの

で、そうすると１台２５万円ではなくても１０万

円台、１５万円なのか１７万円なのか分かりませ

んけれども。そうすると台数も多くできると。そ

うすれば農家の方からも取り替えてくる台数もア

ップすると。そうすれば４台しか１年に上がって

こないやつが、７台上がってきたりするわけです

ね。そうしたら各自治会の要望もこれは３年ない

し４年経てば終了するのではないかということで、

いろいろ自治会連合会の中でも協議をして、村の

方とも協議をして進めてきたと思います。 

本当にスピードアップをしてやりたいとそうい

うことでございましたが、今年は予算は相当１９

０万円ぐらいに増えているんですけれども。今年

で最終年度ぐらいになるのか。私はやはり予算と

いうのは限りがあるものだと、そういう中で何と

か、そういう中でやっぱり効率的に実を取る方策

はないのかと。それは皆が協力してやればできる

ことではないのかとそんなふうで提案したつもり

でおりましたけれども。 

今年は予算がかなり倍増しておりますけれども

状況としてどのような形なのか。 

○議長（山須田清一君）：小林住民課長。 

○住民課長（小林勝彦君・登壇）：ただ今の野村議

員さんの御質問にお答えをしたいと思います。 

議員さんも言われたとおり平成２４年から私、

住民課長に来まして、その年から農家、山村地区

の集落の中から、集落の多い、人口の多い地区に
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ごみステーションを移設することによって経費の

節減を図るということを目的にしてやってまいり

ました。 

これまでに狩別の地区から８基。それから芦野

地区から５基。それから豊里地区から２基の１５

基の移設を行っております。 

２７年度においては、浅茅野台地地区から２基

とそれから浜猿払地区から１基。猿払、浅茅野地

区からそれぞれ１基の５基を昨年の１２月に各自

治会さんの要望を取りまとめた結果、要望が上が

ってまいりましたので、それに合わせた中で計画

を実行させていただきたいというふうに考えて予

算計上をさせていただきました。あと浅茅野台地

地区に２戸で使っているというごみステーション

もありますが、それについてもかなり老朽化して

きているのも事実でございますので、これを市街

地に持っていくのが今までの経過を見た中では、

できる物については２基ほど可能かなというふう

に考えておりますので、２８年度この２基と、あ

とは例年自治会の方に要望等を聞き取りした中で、

又は、回って歩いた中で施設が老朽化しているだ

とか、アパート等で人口が増えているようなとこ

ろについて検討とした中で、予算等も見直した中

でステーションの建設はしていきたいなと。 

ただ、移設については、２８年度２基が可能か

なということで２８年度でもって終了させていた

だきたいというふうに考えております。 

当初予算については７基。５基を移設するのと、

それから２基を新たに浅茅野地区で１か所とそれ

からシネシンコ地区に農家が使われているステー

ションなんですけれども、かなり痛みが激しくな

っているところもありますので、そこでとりあえ

ず大型の５基を移設して、そして７基の小さい物

を、移設したところの５基とそれから新たに新設

する分で２基のステーションの予算計上でありま

す。よろしいでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今年は予算が１９０

万ぐらいに増えたということを申し上げましたけ

れども、その７基ではちょっと割り切れない感じ

がするんですよね。小さいもの７基を作ってとい

うこと。そのほかに何があるのか。新しい物を、

大きい物を新しくできたアパートの周辺にでも作

るのかとそんなふうには話しを聞いておりました

ので、そのように理解をいたしますけれども。し

かし、これやっぱり当初のように新しい物を大き

い物を年間４台しか作る予算がない。 

私も自治会の研修等で皆さん方もここで１回ぐ

らい聞いたかもしれませんけれども、美深町へ行

きましたら、自治会の研修で行きましたら、美深

町で管理していたごみステーション２７０基をい

ろいろな角度から検討した結果、やはり財源、一

辺に更新するということになりますと相当の財源

になると。それと、どうなんだろう、どうなんだ

ろうといろいろな観点から検討したそうでござい

ます。それで７０基は残して２００基は廃棄をし

たと。そうしたらその後どうなるんだといったら、

やっぱり各自宅の前にごみを出すようにしたそう

でございます。そして、ごみ収集の方法もやはり

各自宅の前で収集をすると。 

先日、去年の１０月だと思いました。石狩沼田

町の議会さんが南宗谷衛生施設組合の視察をいた

だきました。南宗谷も視察をして浜頓別の町の方

のごみの関連も視察をするということで５名の議

員さん方とお話しをする機会をいただきました。

沼田町もそんなに大きな人口の移動がある場所で

はありません。市街地地区におかれましては、や

はりごみステーションを設置していないそうでご

ざいます。５軒ないし６軒ぐらい、そこの家のど

こかの家の前に必ず皆さん方がごみを持って集ま

る習慣ができているそうでございます。 

やっぱりそういうのがないと地域の人と人との

協力というのでしょうか。やはり、そのごみに対

するものも自分だけよければいいと、そういうこ

とではなくて、やはり地域の中で協力をしてやっ

ていくんだと。そういうことでごみステーション

がないのも分かるなと。しかし、美深は２００基

取ったと。財政的な問題もありますし。しかし、

背景にはやはり少し市街地地区でやはり移動とい

いますか、やっぱりそういうところがあるようで
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ございまして、そういうところはごみのトラブル

も多いというふうにお聞きをしたところでござい

ます。 

猿払村のごみステーションにつきましては,や

はり冬期間も夏の間も皆さん方やはりそれぞれに

仕事を持ちまして、何とかごみステーションの方

式を維持をしていかなければならないのではない

だろうかと、そのように私は考える一人でござい

まして、そういう観点から村の方の財政がこうい

う形で利用できるものはやっぱりきちっと利用し

てお互いにお手伝いをしながらやろうという考え

方で一貫してきているところでございます。そう

いうものをちょっと受け継いでいって、やはりど

こかで必要なときは予算を復活すればいいだけで

あって、予算計上をしなければ来年は予算を貰え

ないんだというようなものでもないと。 

ただ、今年度ちょっと増えている部分について

は、ちょっと私も気がかりなところがありました

ので。先ほどからお金のことばかり言っているの

で、非常に聞きづらい面もあるかと思います。し

かし、行政というのはここをなくして先に進めな

いということでございますので、前の荒井さんか

ら引き継ぎ、小林さんから次にいつかは引き継が

れるわけでございますので、その辺をやっぱりき

っちり引き継いでいただきたいとそんなふうに思

うところでございます。 

○議長（山須田清一君）：野村議員に申し上げます。 

１２時に迫っておりますので、ちょっと早いで

すけれども昼食のため１時まで休憩したいと思い

ます。 

 

休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 １時００分 

 

○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。 

野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：これも以前に質問を

したところでございます。 

今年度の結果というのはどのようになっている

か分かりませんけれども。昨年の５月、ちょうど

連休明けぐらいから非常に村の方もごみの分別と

いうことに重きを置いて取り組みをいたしたと。

そういうふうに認識をしているところでございま

す。結果、燃えるごみの中からきちっと生ごみが

分別されていると。そういうように今ははっきり

認識できるような形になってきたのではないのか

なと。そのように大変評価をいたしているところ

でございます。 

それで、燃えるごみの量が減るということで、

やはり南宗谷の焼却炉もその分だけ、燃えるトン

数が少ない分、また、焼却炉の寿命が延命化にな

るのではないのかと、そんなふうにも思うところ

でございます。しかし、実際いろいろなことでお

聞きをいたしますと、なかなか簡単にコストが下

がらないそうでございまして、本年度も昨年同様

程度の南宗谷に対する負担金があると、そういう

ふうにお聞きをいたしましたところでございます。  

しかしながら、私はごみの分別の取り組みが結

果として大変良かったのではないのかなと、そん

なふうに思っている一人でございます。対価報酬

とかそういうことではございませんが、さらなる

資源ごみの分別をしていただくと。そういうこと

で燃えるごみであったり燃えないごみであったり、

そういうものが資源の中にまださらに活かすされ

ていくのではないのかなと。そういうことによっ

て猿払村の不燃ごみの減少によって捨てる場所も

長寿命化されると。そういうことにもつながって

きている。 

これらのことから資源ごみの袋の無料化という

ことを、この前、私も質問の中で申し上げました

けれども、資源ごみは資源ごみでコストが掛かっ

ているんだとそういうような答弁でございました

けれども、しかし、私は村民の中で老若男女、ご

みに関係のないという人はいないはずでございま

す。 

先立て質問申し上げた老人の福祉タクシー、こ

れは若い人、我々もまだ年齢に達しておりません

ので関係ございません。赤ちゃんも意識はしなく
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てもごみは排出しているところでございます。こ

んなところから分別をさらに進める。省資源化に

努める。リサイクルに努める。そういう意味から

これは全猿払村民にとって一番公平な、そして効

果のあることではないのかなと。そんなふうに思

いまして新年度が始まるにあたって村長さんにお

伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の野村議員さ

んの御質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

本村が資源ごみとして回収しているものは、改

めて申し上げますけれども、ペットボトル、空き

缶、空き瓶、紙パック、雑誌、新聞紙、段ボール、

白色トレイの７種類でございます。これら回収さ

れた資源ごみは、浅茅野にあるリサイクルセンタ

ーにおいて中間処理をされてから、それぞれの業

者に売り渡しをされリサイクルをしております。 

本村における資源ごみの収集分別作業にかかる

経費として、毎年約１８００万円ほど掛かってお

ります。また、専用袋による分別収集が定着して

きていることなどを考慮して、私としては今しば

らく当分の間は現状のまま１枚２５円の、それと

段ボールについては４５円という状況の中で、住

民皆様方の御負担をいただきながら資源リサイク

ル事業を継続して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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：私もいろいろな例を

申し上げて誘導するんですけれども、村長さんも

意思が固いというのか私の思うような答弁にはな

りません。ですけれど村長さん、前段で３か所も

４か所も質問をして、それはこういう理由で安い

んだ、どんどんどんどんですけれど私、非常に普

段いろいろな方々とお話しをすることもあります

けれども、資源ごみの無料化というのは、隣の町

村、もう一つ隣の町村、同じ町村です。そこの町

村とは猿払村とは全然違います。違いますから今

の答弁でもいいと思いますけれども。 

まるっきり木で鼻をかんだような答弁ばかりさ

れていては私もここで何のために質問をしたのか

分からないんで、先日２月ですか、スノーフェス

ティバルを楽しむ、冬を楽しむ。物事の考え方と

いう意味で。３月号ですよこれ、そうしたらスノ

ーフェスティバルＩＮさるふつ、冬を楽しむ。ス

ノーフェスティバルＩＮさるふつが開催され多く

の親子が集まりました。冬を楽しもうということ

でスノーモービル体験、雪上での綱引き、お菓子

撒きなど、子供の喜ぶプログラムで多くの来場者

を楽しませました。 

この事業は、猿払村まちづくり人材育成事業助

成を活用し開催された。どこの団体がやったんで

すかこれ。 

○議長（山須田清一君）：野村議員に申し上げます。

ただ今の発言は通告の範囲を超えているように考

えます。撤回してもらえるか。 

○議員（野村雅男君・登壇）：撤回しますよ。 

ものの考え方というのは、行政は全部お金を取

って、そしていろいろな方々が村内にはおります。

そういうのもお考えをいただきながら決定してい

くということでございます。やはり公平にやって

もらう。なかなか公平も難しいですけれど、そう

いった中でこれぐらいは村民の皆さん方、前回お

聞きしたところ資源ごみの売却、１年間の売却の

金額は１３０万くらいと。それから燃える、燃え

ないごみの売却については、６３０万くらいとい

うふうに聞いておりました。資源ごみの袋は１３

０万ぐらいでございます。これでまず、ごみの質

問はこれでやめます。 

次、観光対策について。矢継ぎ早の観光対策。

平成２６年度中でございますが、観光費の予算と

いうのが５８００万円。次年度、平成２７年度の

観光費９０００万。うち、単費が５５００万。昨

年いろいろな事業をやられたということで８月の

お盆中にプロジェクションマッピングが５００万

あまりの支出。こういうのはいかなる効果があっ

たのか。それから村長の勝手丼。それから冬期間

の宿泊対策費など、多額の経費というものが支出

されているところでございます。 

今年度は国からの補助、道の補助金ではなくて、
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５５００万が単費から繰り出される。どのような

効果があるのかそれをお聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

昨年３月の定例議会におきまして、執行方針及

び答弁におきまして、観光振興に関する私の理念

といたしましては、本村の資源を有機的につなげ、

道内外に広くＰＲすることを目的としてさまざま

な取り組みを実践し、さまざまな産業と連携して

滞在型観光を充実させるとお話しさせていただき

ました。その目的のために平成２６年度に実施及

び現在も継続しております事業の成果を御説明を

させていただきます。観光客誘客におきましては

７５０名の集客目標を１０月から１２月の間にお

いて既に１０５５名の集客があります。３月まで

の期間を残して目標を達成しており、今後も数値

は伸びるものと思われます。 

観光協会の補助金につきましては、今年度初の

２万人を超えた観光まつりを始めとする各種村内

イベントを数回実施した中、地場産品を利用した

猿払飲食フェアを村外飲食店３店舗で開催をさせ

ていただきました。さらにエージェントや村外関

連団体との合同イベントにて猿払村への５００人

の立ち寄りを獲得いたしました。また、村内民間

宿泊業者への誘客促進にも取り組み、現時点での

冬期間における昨年度対比率は４０パーセント台

の増客を推移しており、年度末までこの状況が安

定推移してもらいたいというふうに願っておりま

す。さらにお話しした取り組みなどの大きな成果

として、ふるさと寄附金の大幅な増加も挙げられ

ます。脇屋観光大使の知名度や全国放送への参加

など、このような目に見える成果として表れてき

たものと思っております。なお、各種イベントに

おいて村民の方々が出店している販売ブースにお

きましても、海産物や乳製品などの商品が多数出

品されており間接的な地場産品のＰＲとなってい

るほか、正確な売上金額の確認はしてございませ

んけれども、イベント出展の問い合わせや毎年の

出店者が安定的に申し込みを行うことから赤字に

ならない売り上げがあるのではないかというふう

に考えております。また、出店者を村民に絞って

いることから村外客から収入を村内に循環してい

る理想的なシステムが構築されてきているという

ふうに思っております。 

次に、平成２７年の事業計画についてでござい

ますけれども、平成２６年度の取り組みを踏襲し

ながら、さらなる集客増に向けて邁進する所存で

ございます。３月末で閉館予定の憩いの湯の跡施

設の再利用方法として、数年前より協議を続けて

まいりました複合店舗の延長線上に計画している

地場産品体験施設の整備事業にも取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

観光関連に関する入り込み客数の増加や積極的

なＰＲの成果が表れてきているこの時期に、猿払

村を体験でき猿払村を知っていただき開発した新

商品の販売場所としてかつ、住民の方々が集い活

躍できる場を提供することにより先ほど申しまし

た観光振興に関する理念を具現化していけるもの

と考えており昨年までの良好な結果を踏まえ、私

は内向きではなく積極的に集客誘導することを目

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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：観光の入り込みが好

調だと。そういうお話しは少しは理解できます。 

それと昨年初めてやったプロジェクションマッ

ピング５００万くらいの支出。それから村長の勝

手丼。冬期間の宿泊対策費。これらについてどの

ような形でやっていられるのか。たくさんの支出

があるわけですよ。国から出ているものがあれば

やはり村から相当なお金が出ているわけですよね。

本年度も。本年度というか平成２７年度でも５５

００万円という単費が使われているわけです。集

中したとか、そういうことではなしに、やはり予

算も、観光というのはやっぱりそんな今少しはふ

るさと寄附ですか。新聞で少し賑わせていますけ

れど、ほんの一部の町村ですよ。 

猿払村はホタテという資源があって、それから

広大な自然背景の中で育った牛、牛乳から作った

バターがある。しかし、そんなものばかりあてに
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していたら博打みたいなものでないですか。今は

少しずつ上がってきています。ありがたいことだ

なと私は思っています。しかし、それだけに頼る

ということは本当に北海道でも一部でしょ。まだ。

上士幌ですか。大題的に新聞に出ておりましたよ

ね。ですけど、一朝一夕にやってきたのではない

と。相当の覚悟を持ってやってきたと。やろうと

思っても上手くいっていない所の方がほとんどで

はないのかなと。ですからやはり地道にやってい

くということがやはり何ほど大切なことかと。そ

ういうことでないのかなと思いますよ。 

そして、去年猿払村観光協会が４０周年を迎え

たと。それで前年の猿払開村９０周年の事業費２

４３０万だと思いますが、去年は３０００万。観

光協会の創立４０周年ということで３０００万に

なったわけです。今年はさらに２００万増えて３

２００万ということでございますが、しかし、事

業にどのような形で費やしたのか。しかし、一つ

の猿払村の中の観光を携わる部署の協会が４０周

年を迎えて記念式典でもやったんですかね。私は

４０周年というと半端な歴史じゃないと思うんで

すよ。最初に創設していただいた方々、そうして

いろいろな階層の方々、そういう方々がいろいろ

な知恵を出し合いながらやってきて４０周年をう

たって記念式典も一回もない、そんな団体なのか

なと。そっちが先じゃないですかね。金額が小さ

くても４０周年を迎えて、会費を払ってもいいん

ですよ。小さくてもやはり人に感謝。入ってくる

来客に感謝ですよ。どうですか何かそういうこと

がありましたか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：観光協会創立４０周

年という部分につきましては、その年に開催させ

ていただいた観光まつりと同じ開催という形の中

で一緒に開催をさせていただきました。特に観光

協会で４０周年記念の形の中で何か催し物を開催

したかという部分については開催はしておりませ

ん。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんから答弁し

ていただきましたが、観光協会の会長さんという

のは村長さんではないですよね。村は助成をして

いるわけですよ。自主的な運営という中で観光協

会の中からそういう意見がなかったのか。そうい

うことが私は非常に残念だと思います。 

それともう一つは大分時期を逸してしまいまし

た。昨年、秋の味フェスティバルが中止された。

中止された直後は村民の皆様方から大変惜しむ声

もお会いするといただいたところでございます。

私も秋の味フェスティバルの最初の頃は、私も観

光協会の役員でありましたので、当時の定置の部

会長さん方とかそういう方々が観光協会の役員の

中でお話しをして、何とか観光協会もお手伝いを

して始めようと。そういうことで始まったのが秋

の味フェスティバルの最初だったと思います。そ

れから中盤になって漁協さんの方が大変力を入れ

ていただきまして、本当に最初から見たら本当に

盛大に、本当に力強いお祭りなんだということで

私はありがないなと。これはもう猿払村の観光に

大変役立っている。本当にありがたいなとそんな

気持ちでいたところでございます。しかし、去年

は残念ながら中止されたということで、大変皆さ

ん方がちょっと落胆していたところでございます。

その理由はいろいろとおありなんでしょうけれど

も、しかし、大変大事な行事なのではないのかな

と。その辺を例えば漁協さんがそういう形で中止

に追い込まれたのであれば、どうですか村長さん、

村とかあるいは観光協会さん、いずれにしても秋

の味フェスティバルは漁協さんの方から提供いた

だかなければいけないので、お願いをしながらど

こかでそういう形でもう一回再開する手はないの

かなとそんなふうに思いますけれど、いかがでご

ざいますか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：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。 

昨年の秋の味フェスティバルの中止の経緯の一

端としましては、秋鮭漁の繁忙期が１０月上旬ま

でずれ込んできていることや開催時期が学校の学

芸会などの行事と重なることなどがあるというふ
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うに聞いております。また、時期を遅らせること

も検討したようでございますけれども、１０月下

旬となることから寒さで屋外での開催が厳しいと

の御判断をされたというふうに聞いております。 

この秋の味フェスティバルは、漁業関係者及び

漁協職員が企画から全てを行っているものであり、

漁業協同組合様の自主的な努力によって行われて

いるものでありますことから、開催の有無につい

ては漁業協同組合様が判断するものと考えます。

しかしながら役場や観光協会にも開催についての

問い合わせがあったことも事実でございますから、

その旨を漁業協同組合様の方には伝えているとこ

ろではございます。以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：ぜひそういう機会が

くればなという希望を申し上げたいと思います。 

次、小規模多機能型居宅介護施設について。 

去年１１月の末ですか。委員会の方にそういう

提案がありました。私も突然上がってきたような

形でございましたので、あとでいろいろ検討、あ

るいはまたちょっとそういう施設の運営に携わっ

ている人方の所へも訪ねましてちょっといろいろ

お話しを伺ったところでございます。私は巽村長

さんが当選をされまして間もなくの頃に特養を増

床するんだと。なかなか待っている人方が猿払の

やすらぎ苑に入れないということで、増床するよ

うに指示をしたんだということを、それは村長さ

んから直接お聞きをしたところでございます。し

かし、１年ほどの期間をかけて庁内でいろいろと

検討されたというふうに聞いております。しかし、

その結果、介護保険料が大幅に上がる。特養の待

機者は実質そんなにいない。特養のショートでも

十分に対応できる。そういうお話しを当時保健福

祉課長でありました今の村長さんから直接お聞き

をしたところでございます。しかし、時代という

のは少しずつ変わってくるんです。ですから今、

小規模多機能をやろうという気持ちも分からない

わけではないんですけれども。やはりその時に出

した結論がどこが不足でどういうことだったのか、

村長さん自身で御説明をいただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、御質問にござ

います総合計画にない事業をなぜ伊藤村長は早急

に進めるのかということに対しまして答弁をさせ

ていただきたいというふうに思います。 

第６次猿払村総合計画には高齢者福祉の充実を

表題として、基本方針で高齢者の暮らしやすい環

境づくりとうたっておりますので、私としまして

は総合計画にない事業とは思っておりません。ま

た、総合計画は村の上位計画でございます。ただ、

そのぶら下がり計画として各部署では各施策ごと

の計画を持っております。この小規模多機能型居

宅介護施設につきましては、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２

４年度から２６年度の中でございますけども、こ

の中に建設及び運営について検討し、在宅で生活

している方へのサービスの充実強化を図りますと

いうふうに計画にはなってございます。この計画

の内容につきましては議員皆様にも御説明をし、

その計画につきましては配付をさせていただいて

おります。私としては御理解をいただいているも

のというふうに理解をしております。 

そういうことを踏まえまして、私は政策公約の

ひとつである子育て支援や老人福祉等さまざまな

計画に基づく施策を推進してまいりますというふ

うに掲げさせていただきました。 

それと議員さんのさらなる御質問の中に当時私

が保健福祉課長の中で２０１０年からいろいろ特

別養護老人ホーム３０床を２０床増床をする流れ

ということで、前村長の方から指示を受けて協議

をしてまいった職員の一人でもございます。その

中で宗谷圏域の中で抱えるケア施設、特別養護老

人ホームの絶対数のパイがある程度決まっている

という部分と、それから介護保険料の（聴取不可）

それから待機者については早急にそれだけの人が、

喫緊に特別養護老人ホームに入る人がまだ２０床

増床する中でもそんなにいないだろうという形の

中で振興局ともいろいろ協議をさせていただいた

経過もございます。その中で、そういう特別養護

老人ホームの増床等が無理であれば、私は当時の
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担当課長としてワンクッション置いた地域密着型

の施設が必要だろうというふうに考えて私は提案

をさせていただきました。その想いもありまして、

今は特別養護老人ホームのほかに地域密着型の小

規模多機能型の居宅介護施設、又は生活支援ハウ

スが、今、高齢者の方々に求められている一番必

要な施設だろうというふうに考えて施策の中でう

たわさせていただきました。経緯と私の想いとし

てはそういうことでございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：少し私もそういう、

今、現実に介護の現場にいらっしゃる方々からお

話しを伺ったところでございます。 

枝幸町では歌登の施設、最初は特養５０名とい

うところを特養の定員３０名、老健施設を２０名

と変更して、今運営をなさっている。それから稚

内の方でもここ数年３ないし４か所ぐらいの新た

なサービスが始まって、それぞれの経営にも非常

に配慮をしながらやらないと経営も相当な厳しさ

を増してきている。それと何か所もそういう働く

場所というのか、介護の人が必要だということで、

やはりこの人手対策というのが本当に近々の課題

だそうでございます。そういうようなお話しを伺

ったところでございます。 

それから先ほども村長さんの方からやすらぎの

方には今年度７０００万程度繰り出しの予定をし

ているということでございます。しかし、国の介

護のそういう成果報酬もまた引き下げられるとい

うことで、さらに経営の厳しさというのが増して

きているのではないのかなと。そういった中でど

うしても今年度こういう形でやるんだということ

でやっていくのか、あるいはワンクッションおい

て、私は大きな決断だと思うんですよ。 

今年度はやはり財政の圧迫の相当な要因になる

と。黒字になるということはあり得ないと思いま

す。今のやすらぎ苑の経営も今年度でも７０００

万繰り出しを必要だと。そうしたら小規模多機能

もどの程度の赤字を見込んでいるか。最初は４０

００万、５０００万ということでございますが、

そうするとやすらぎとをあわせた金額が億を超え

て、もっと超えれば本当に二本の億になるそうい

う懸念もはらんでいるのではないかと。ですから、

私は慎重にやるべきではないのかなと。その点に

ついてはいかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：やすらぎ苑ですけれ

ども、特別養護老人ホームとこの私が今進めよう

としている小規模多機能型居宅介護施設という部

分については、役割が全然違うわけですね。 

今、高齢者が住んでいる自宅があり、やすらぎ

苑があり、病院がある。こういう部分では途中で

高齢者を介護させていただける、生活習慣を見直

させていただけるような地域密着型の施設がうち

の村にはございません。そういう部分で他の自治

体にお世話になるのが現状でございます。ですか

らワンクッションをおくための、こういう施設が

私は大変重要だというふうに思っております。 

また、今後、五人に一人が認知症になるという

ふうに言われている状況の中で、家庭で認証の方

を面倒を見るというのは非常に厳しい状況にある

と思います。そういうことも踏まえれば、私はこ

ういう地域密着型の施設の中で、そういう方々も

一緒に介護をさせていただきながら、また、平成

２７年度については、高齢者の公営住宅について

は一応廃止をさせていただきました。将来的に、

この小規模多機能型の居宅介護施設、又は、生活

支援ハウスの方に移っていただく。移れる方につ

いては移っていただくような方向の中で、ただ住

環境を良くすればいいというわけではないと思い

ます。やはり生活習慣から一緒に見直させていた

だく。孤立、孤独にさせない。食事をきちっと三

食提供できる。衛生面についてはちゃんとお風呂

に入っていただける。そういう施設が私は必要で

あろうというふうにに思っております。ただ、寒

い家から温かい家にお年寄りを変えればいいんだ

といいような形には、私は血の通った高齢者福祉

施策にはならない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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長さんは力強く、
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お年寄りを村が全面的に看ていくんだと。そうし

たら１月の２０日に自治会連合会の今年度の勉強

会がありました。そうしたら保健師さんは国は在

宅だと。地域の協力も必要だと。そういうことで

１時間３０分ほど。小規模多機能のそういう資料

ももって説明をいただいたところでございます。

私、やはり地域の方々とどういう連携をとってい

くのか、伊藤村長がどのようにに考えているのか。

今の答弁では私らの協力はいらないんだろうと。

自分たちだけでやっていくんだと。そういうよう

な決意表明にも取れますけれどいかがですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：在宅で介護できる方

については、それは在宅で介護できる方について

は在宅で介護していただいて結構だと思います。

ただ、在宅で生活できない方も当然おられるわけ

ですから。その方については、そういう施設の方

に入所を検討していただいて納得していただけれ

ば入所をしていただくと。さらに当然、地域の御

協力も必要だと思います。お年寄りが一人いる。

高齢者世帯がいる。何かあれば当然地域の方々の

見守りだとか手助けをしていただかなければ行政

の職員だけでは手が当然回りません。そういうこ

とも含めれば、自治会もしくは町内会辺りにきち

っとそういう連携を受けていただくような形で、

今後お世話になっていくと思います。 

私は行政だけで全て賄えるというふうには決し

て思っていないです。当然、地域の方々の御協力

も必要だ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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：一番先に地域の方々

の協力が必要だと。それが一番最初ではないだろ

うか。今日、質問してきた中でやはり予算の突出

している部分。私も少しうるさいかなと思うぐら

い言いました。しかし、私、ちょうど２６年の２

月、村長さんが当選されて、２月に村政懇談会を

各地域へ来ました。６月にも村政懇談会。しかし、

随分中身を見てみますと小さなことでもほとんど

回答がなっていない。ぜひ、そういうところから

解消して、そしてそういうものをやっていったら

協力はいただけると思いますよ。しかし、今の何

でもこれから先だというような姿勢でこられると

私たちも本当に協力が必要ないんだなとそんなふ

うに思ってしまいます。 

ぜひ、最後にお話しになられたことを一番最初

に言って、今後村政を進めていただきたい。 

以上です。 


