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○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 ６番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

従い２項目７点ほどについて質問させていただきた

いと思います。 

 まず始めに高齢者福祉行政と医療、介護等につい

てということで猿払村国保病院が村唯一の医療機関

ということで巽村長の立候補時のパンフレットの中

でも地域唯一の医療機関としてきめ細かい信頼され

るような医療機関をつくるのだと謳っておりました。

また、この３月定例議会の村政執行方針の中でも国

民健康保険病院を住民が安全・安心に暮らせる患者

本位のサービス提供に努めながら、また医師や看護

師等の医療スタッフの充実も努めていくという形で

執行方針の中にもありました。 

 そこで質問でございますが、文書で書くとどんな

ことをやるのかということがなかなか見えないとこ

ろであります。昨日の補正予算の審議の中でも国保

病院の件について種々処々と議論がありましたが私

の考えとして、村長の考えも同じかと思いますが、

やはり国保病院は村唯一の医療機関としてこれから

もこの猿払村で出来る限り存続をしなければならな

いと私は考えます。その維持するために医療スタッ

フを充実するのだ、安心・安全のためにと謳ってい

る中で具体的な方策としてこの場で金額等は言いた

くない気持ちはありますが、昨日の補正予算の中で

も今回一般会計予算から２億円のお金が繰り出され

るということでございます。やはり運営するために

はスタッフの充実も大切ですが、やはりお金という

問題もついてくることは確かでございます。そのた

めにやはりこの医療機関をどうするのか具体的な方

策をそろそろ出さなければならない時期だと思いま

す。村長の執行方針５点の点があって２つ目に永住

できる地域で本年度の重要個別施策として永住でき

る地域の高齢者福祉施策というのがあります。本年

度やると謳っている以上、やっぱり４月からは具体

的施策に基づいて動いていただかなければならない

と思います。その方策についてお聞きいたします。 

○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。 

 まずこの質問の答弁にはならないのですけれども、

ちょっと誤解があってはいけないので申し上げてお

きますけれども、昨日の執行方針の中でも重点項目

を決めてそれを必ず実行してまいりますという執行

方針をしました。その中で今、議員がおっしゃった

ように高齢者福祉問題という具合にちょっと概念的

に言い方したのですけれども、あれはやすらぎ苑の

増床問題でございます。やすらぎ苑の増床問題をど

うするか。やるのかやらないのか、その結論を出さ

せていただくということでございます。一応これ前

もってあらかじめ言っておきませんと私が約束が出

来ないという病院問題まで入ってしまいますとそう

いうことになってしまいますので、一応断らせてい

ただきます。 

 それでは質問にお答えいたします。 

 本村の人口は減尐傾向にあることから患者増は見

込めない中、毎年多額の繰入を行い大変厳しい運営

が続いており平成２１年度は２億円になる見込みで

す。これは昨日も議論になりました。しかし、一方

では病院分の地方交付税も大きく伸びています。平

成２１年度は昨日も申し上げましたが１億５００万

円が交付されていると算定しています。昨年は院長、

副院長も代わり看護部局の人事異動も行い、心新た

に安心で安全な医療を進めています。小さい村です

ので一人ひとりの個性や特性に応じた医療・福祉・

介護を進め、その中心として活躍していきたいと考

えています。病院は予防と診療の一体的に提供を行

う施設であり、地域医療を確保すると共に疾病予防

・介護予防等を通じ村民の健康を守ることにありま

すので、今後さらに特定健診や各事業所健診・労働

安全衛生法の検診を積極的に取組んでいきたいと考

えています。平成２２年度からは温かく夕食時間も

在宅時と変わらない６時に提供する適時適温給食を

実施します。これによって診療報酬もアップします。

また、待ち時間の短縮・インフルエンザワクチンの

接種日の拡大等、サービス向上に努めます。さらに

患者さんの意見にも耳を傾け改善できるものは素早
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く改善していきたいと考えております。そして、看

護師等を安定的に確保するため修学資金の活用を促

進します。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：永住できる地域の

高齢者福祉策、これは病院と掛け離れるのを理解い

たしました。ここで私もこの病院を維持するために

猿払村の住民がなかなか減っていく中、また受診者

が減っていく中どのような形で病院が残ったら良い

のだということで、私も今村長がおっしゃった特定

健診や一般健診、また予防医療の宣伝等、村民が予

防医療を受けていただくような政策・宣伝・情報公

開が必要と考えます。ですが私達猿払村民や企業、

一般健診を受けるのもなかなかつい最近まで私も知

らずに違う所で一般健診を受けておりました会社全

体として、そういう意味においてはまだまだ猿払村

にある企業や団体等が他の健診を受けている現状が

あります。という意味ではまだまだ顧客というわけ

ではないですが、まだまだ国保病院が一般健診とし

て受けれる団体だったり企業だったりというのがあ

ると思いますが、この４月以降やはりそういうとこ

ろを強化していくのが良いのではないかと、あくま

でも一次医療的なところで高度な医療が、尐し失礼

な言い方になりますが、やはり村外に出て行くのが

現実だと思います。そういう意味では猿払国保病院

としてのあり方をしっかり認識していただいてその

辺のところの健診・予防を充実させていただきたい

と思いますがその辺の考えのところをお聞きしたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：お答えを申し上げ

ます。 

 これは事務長の関係で事務長が答弁をすればよろ

しいのですけれども、色んな状況の中で事務は事務

なりに毎月院内代表者会議ということで、昨日も答

弁させていただきましたけれども代表者が集まって

病院の経営について協議をしておると、その中にあ

って健診事業につきましても是非やっていくべきだ

ということで事務長、事務方の方で営業をもって各

企業をまわって歩いているということでその健診を

受けてもらうような形にしていると、ただ一次病院

ですので色々その健診日が重なって、例えば予防接

種の日だとか健診日が色々重なっていることでかな

り苦慮している部分ございます。そういう部分につ

いては今回のこの議会の色々な中でのご質問あると

思いますけれども、病院の中で協議をして是非そう

いう形でもっていきたいなというふうに思っており

ますのでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の副村長の答弁

のとおり、より一層そういう情報公開や病院として、

また事務方の方でも各企業をまわっているというこ

とで、さらなる営業活動と言ったら変なのですけれ

ども、そういうものを進めていただいていきたいと

思います。 

 ２番目の質問に移ります。 

 病床数の見直しについてということでお聞きしま

す。 

 私も実を言いますと国保病院の質問について目指

すところというと、やはり老人福祉の観点からも国

保病院はあるべきであると考えます。猿払村で育ち、

猿払村のために一生懸命今まで働いてきていただい

た方が最期の時を迎えるにあたって他の地域で迎え

ることも多々ある。私は出来ればそういうことは避

けていただきたい。その最期の時を迎える方にとっ

てもやはりこの猿払村でという思いがあるのではな

いかと思ってこの質問、やすらぎ苑や介護療養型と

したのですが、今病床数一般病床が私の記憶で正し

ければもし間違っていれば事務長の方から答えてい

ただきたいのですが２４床、療養病床が４床と今確

認しているのですがその点について数だけをお答え

いただければと思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：そのとおりでござ

います。 

 一般病床２４床と療養病床が４床でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：病床数の見直しと

いうことで私の認識では猿払国保病院としては、一
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般病床よりも療養病床が多い方がこの地域に馴染ん

でいるのではないかなと私、病院のことについて企

業会計についても尐しちょっと今回の質問にあたっ

て勉強したつもりではいるのですけれども、そのよ

うな思いをもちました。ところが昨年度の猿払村国

民健康保険病院改革プラン２１年３月に出されたも

のには病床数の見直しとして今４床ある療養病床を

取り止めて、一般病床２８床にするというような計

画になっております。この理由について事務長、副

村長なりで分かる範囲でよろしいのでお答えいただ

ければと思います。 

○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）：

計画では現在一般病床２４床で療養病床４床という

ことで許可がなってきております。それで保健所の

方に改革プランを作るにあたり相当何回か足を運び

まして増床したいと、冬になるとどうしても風邪・

インフルエンザ・肺炎等が流行るために満床状態に

なるということで元に２８床に戻してほしいという

ことで再三口頭で申し入れしましたけれども、後の

質問につなぐかと思いますけれども何せ開設許可を

変更するためには医療法で定めた定数、医師だとか

薬剤師・看護師の定数が満たないということでまず

書類的には無理だということで、とりあえず現段階

では２４床と４床、その療養病床についても看護師

不足のために今休床状態にあるという状況で２４床

で今運営しております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは２４床、

４床という形で今療養病床４床は休床しているとい

うことで、今事務長の方から配置基準の問題もあっ

たのですが、一般病床・療養病床の配置基準でいき

ますと私の認識だと療養病床の方が配置基準は緩和

されているのではないかと私は思うのですが。今ち

ょっと一般病床でへき地・離島は違うということで

この調べた中にも入っているのですけれども、一般

病床は医師との人員配置基準が１６：１、療養病床

は４８：１となっているのですが、猿払村国保病院

はこの算定基準ではないのでしょうか。 

 事務長お答え願いたいのですが。 

○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）：

現在２４床運営するためには最低でも医師が３名、

処方箋の数によって１日平均概ね６０万円以上につ

いては薬剤師が２名、あと今のうちの基準でいくと

入院基本料の看護基準が１５：１、看護補助につい

ては１０：１で今約１名程度余裕がございます。開

設基準を見ますと平成１８年度から基準が厳しくな

りまして看護師の月平均の夜勤回数が７２時間以内

だとか、入院患者の平均在院日数が６０日以内だと

か色んなしばりがでてきます。その中でぎりぎりで

今運営している状況で、その休床を再開するために

は最低でも２４時間三交代でその病床を動かすとい

うことになると十数名今の他に看護師が必要になっ

てきますので、ちょっと人件費からいっても看護不

足の中でうちでそれだけ連れてこれるという部分で

はなかなか無理かなという状況にあります。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

 ２８床フルに動かすので４床になると非常に看護

師の人員、医師の人員等で不可能に近い数字だなと

いうのを認識いたしました。 

そこで病床数の見直しから３番目の質問に移りた

いのですが、国保病院の病床のあり方、一般病床・

療養病床、また次に国保病院のあり方として３番目

の質問に介護療養型医療施設の転換。私の認識では

これは病院から住宅に在宅に戻るための中間的施設

の役割を担っているという施設ではないかと認識し

ております。今、国保病院は医療施設というだけで

あります。平成１８年に法の改正によってこの介護

療養型医療施設が平成２３年に廃止される方向とは

私も認識しているのですが、制度は制度としてこの

ような形で国保病院を運営できないのかどうかとい

うことについて質問したいと思います。 

○議長（山須田清一君）：浜谷副村長。 

○副村長（浜谷 雅君・登壇）：それではお答えを

申し上げたいと思います。 

 療養病床の関係もこの質問の２、３なのですけれ

ども非常に解りづらい病床数、病院のあり方につい

て、まず一般病院、猿払のような国保病院につきま
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しては先程ご質問ありましたけれども一般病床と療

養病床、これは医療用の療養病床。ただいまご質問

の部分については介護保険による介護療養型の医療

施設でございます。ですから現在の今の状況ですと

平成１８年度のこの医療制度改革関連法案によって

この介護療養型の医療施設は廃止されるとそういう

ような方向です。ですから今４床あるのは病院の方

の医療の方の療養施設ということでございます。で

すからこの例えば介護の方に行くとしたらこの療養

病床と一般病床の差というのは診療報酬の点数の違

いなのです。というのは療養病床というのは慢性疾

患的そういう部分での長期の方の患者を収容するだ

とかそういう形の療養病床でございますので、この

一般病床をとるか療養病床をとるかという時には病

院の方の院長含めた中でこの猿払村としては一般病

院、一般病床が妥当だろうということで病院の中で

も決定してこれを選定してきたと、ただ介護型医療

施設の部分については介護保険の介護療養型の医療

施設についてはうちはとっておりませんので、そう

いう部分ではちょっと違う面があると思います。た

だこれからこの部分について移行すると、例えばこ

ういうふうな移行をするということはちょっと難し

い問題があると思います。問題は療養型の病床、一

般病床の部分は点数と急患の問題もございます。そ

ういうのが受け入れますけれども療養病床であると

包括点数になって点数が決められているということ

で非常に病院として不利な算定になっております。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今の介護療養型医

療施設と一般病床・療養病床とは違うのだというこ

とで理解いたしました。そこでですが１、２、３の

質問を総括しますと猿払村の国保病院としては一般

病床のみでこれからも運営していくということに結

論付けとなります。となりますと今他の地域や日本

でもちょっと問題になっている老人が入院した場合、

脳梗塞等で入院した場合には９０日が経ったら、そ

の段階で診療報酬の点数が突然下がりだして包括的

にその診療点数が適用されるということは、病院の

経営にとっては非常に悪循環の方に向かうと言いま

すが、経営効率的には悪くなるということでお年寄

りの方々が３ヵ月を経ったら出されるという現状が

あります。それは他の地域でも同じだと思いますが、

今猿払村国保病院では老人の方々が入院した段階で

３ヶ月を過ぎました、その段階ではどのような指導

と言いますか、患者さんとのお話し、家族とのお話

しをなさっているのか。一般的に他の地域でも言わ

れているように９０日で出ていかなければならない

状況にあるのか。その今年１年のデータでもよろし

いですし、この過去においてそのようなことがあっ

たのかどうかも含めてお聞きしたいと思います。 

○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）：

ただいまの質問なのですけれども、現行では一般病

床には最大９０日という部分があります。９０日超

える場合については注射しようと薬を出そうと検査

しようと処置しようと入院基本料のみの請求、包括

医療ということでなっております。それでうちに今

９０日を超える患者さんが約１０名程入っておりま

す。ただし書が一般病床にあります。９０日を超え

て収容しても良いという部分のただし書なのですけ

れども１１項目あります。例えば肺炎の治療・末期

の癌の治療、あとは頻回に喀痰吸引を行っている患

者・人工呼吸器を装着している患者等々、その部分

を該当している患者が今は１０人程度含めて今、今

日現在２１名入院しております。誰しもかれしも全

て９０日超えれば出されるという部分ではございま

せんのでそこら辺誤解しないでほしいと思います。

あと一般病床におく基準としましては急性・亜急性

の収容する施設という基準がございます。その中で

急性期・亜急性期も過ぎて在宅に戻っても訪問介護

やらを受けられるような状況だとか、家族等の相談

でそういう相談も受けております。訪問診療も週２

回程度病院から行っていることと訪問看護も毎日数

軒の自宅まで看護師２人常勤させてやっている状況

の中でそういう体制をとって今現在やっております。

そういう状況です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解いたしました。 

 ２１名の入院患者中、１０名が３ヶ月以上入院し

て治療を受けているということで、やはり２１名の
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入院患者のうち１０名以上がそのような患者という

ことはやはり猿払村国保病院としてはそのような形

の色合いが強い療養型、一般病床とは言え療養型の

方に強いのかなというイメージもいたします。 

そこで４番目の質問に移りますが、昨年もこの場

でやすらぎ苑について一般質問をさせていただきま

した。昨年のプランの中ではやすらぎ苑の待機者は

３０名程という形で報告されておりますが、昨年こ

の場で質問した時には村長の方から巽村長ではない

ですが、村長の方から２０名程の待機者がいる。そ

の中でまだやすらぎ苑には入らないが保険のような

状態。私が自分がそのようになった時にすぐやすら

ぎ苑に入れるように申し込んでいるのだというその

ような患者さんもおるかと聞いています。今３０床

の中、村民の方々が今やっぱり最期にはやすらぎ苑

を一番あてにしたり国保病院をあてにしたりする施

設、最期に行く所となるとやはりこの二つの施設し

か今猿払村にはない。他の地域で行けば民間のグル

ープホームがあったり民間の特養施設があったりと

する中、やはりこの二つというのは重要な医療施設、

また老人保健福祉においても重要な施設であると考

えますが、その点で当初村長がおっしゃいました、

今回の本年の重要施策の中で老人福祉と言っている

のはやすらぎ苑の増床問題だと、ここでお聞きしま

す。やすらぎ苑の増床、また他の仕様としてはグル

ープホーム、一つ例を上げれば公設、公設というの

はなかなか公設民営型のグループホームだったり、

この猿払村において民が設置して民が経営というの

はなかなか厳しいものがあるのではないかと考えま

す。グループホームの設置では公設民営型でどうか。

近い所では豊富温泉小の廃校を利用してグループホ

ームができたという新聞記事も３ヶ月ぐらい前にあ

りました。そのようなことも含めて古い施設を最低

限公設として見直してグループホーム形状に変える、

この２点についてお伺いします。 

○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

えをいたします。 

 冒頭でも申し上げましたけれども、やすらぎ苑の

増床につきましては議員もご承知のことと存じます

が３０床となっており、現在でも満床の状態となっ

ております。村民が入所したくてもできない状況で

やむなく村外への施設に入所しなければならない状

況も存じております。私もこういう状況のもとで執

行方針にも掲げておりますが平成２２年度中にやす

らぎ苑の増床、グループホーム・ケアハウス及び福

祉住宅の建設等のハード面や在宅介護を含めたソフ

ト面のサービスの提供につきましてあらゆる角度か

ら検討してまいりたいと思っております。私も村長

に就任以来、多くの知人から要望があるのがさるふ

つやすらぎ苑の増床でございます。多くの方から増

床してもらえないかという要望をお聞きいたします。

私もやりたいという気持ちは強いのでありますが、

ただそれに伴い介護保険が上がったりとか資金面の

問題、色んなデメリットもございます。即断したい

けれども即断できない状況もございます。それらは

やはり多額のお金がかかる問題でございますから、

やはり１年間じっくりちょっと検討させていただき

たい。そしてもし増床しないのであればそれの違う

方法、今議員がおっしゃったようにグループホーム

とかケアハウスだとか色んな村内にある施設を使っ

てそれに代わるようなものが出来ないのか、その方

法を議員の知恵も借りながら色々検討してまいりた

いと斯様にただいま考えておりますのでよろしくお

願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この高齢者福祉行

政・医療・介護についての最後の質問になったので

すが、猿払村においても約３０名の待機者がいる、

また待ちきれなくて他の地域のこういう特養の施設

に入っている方々が１０名弱ぐらいいるというお話

しも聞きます。また医療施設の方にも何名かの方々

がこの猿払村を離れて入院している。できれば先程

申し上げたとおり孫の代まで暮らせる地域をつくる、

または永住できる地域をつくる、また先程この村の

活性化をするためには人口を増やすことが一番だと

職員から聞いたという村長の答弁もありましたとお

り、人口を増やすということは人口を減らさないこ

とですよね。猿払村で一生懸命頑張ってくれていた

私達の先輩の方々が是非猿払村の地を離れることの
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ないように早急な対策が私は必要と考えますので病

院の問題・やすらぎ苑の問題と今年１年じっくり時

間をかけてやっていただきたいと思います。また病

院の経営状態の中身、いくら医療施設がこの場にな

ければいけないとはいえ昨日の同僚議員と村長のや

りとりにもあったように交付金で１億５００万円の

お金が入ってきている。だから２億、３億は良いの

だということでは村長もないと思います。また同僚

議員もそのお金だけではなくて住民のためでなけれ

ばならないという思いは議員、そちらに座っている

執行者皆様職員の方々もみんな一緒だと思いますの

でできれば具体的施策を早急に出していただいて村

民のため、老人福祉施設のために具体的策を一日も

早く出していただきたいと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

 教育行政、給食センターについてということで１

番目の教育長の２２年度の執行方針にありました郷

土・猿払村への愛着と誇りを身につけるための学校

教育や社会教育をどうするのだと、それも文書にあ

りましたけれども具体的施策として学校教育、社会

教育２つ別なものとはいえこの小さいコミュニティ

ーの中ではこの２つが協力していかなければ村長の

掲げる人づくりや交流する人方を増やして人づくり

を進めるのだということにはならないと思います。

これらの具体的な方針について教育長の方からどん

な施策があるのだ、具体的にはこういうことを新し

いものは２２年度はこんな形でというものがあれば

お聞きしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではご答弁申

し上げます。 

 まず郷土・猿払村への愛着と誇りを身につけるた

めの学校教育、社会教育方針ということで非常に幅

の広い分野でのご質問でございますので一口では答

えられない尐し長くなりますけれどもお答えを申し

上げたいと思います。 

 まず学校教育の関係でございますけれども、郷土

に対する愛着や誇りを身につけるということはこれ

は人としての守るべき道や仲間同士の人間関係の決

まり、あるいは社会のルールを守るといったそうい

った規範意識と言いますかそういった薄れもござい

ます。また自分に自信が持てないとか、自らの将来

や人間関係に不安を抱えているという子ども達のい

わゆる心の課題を克服するためにも極めて重要なこ

とだなとそういうふうに受け止めおります。同時に

今、急速に進展しております情報化、あるいは国際

化の現代におきまして自分達とは異なるこの文化・

歴史を持つ人々とこれから共に生きていくためにも

自分達の国や地域の伝統・文化についての理解を深

めて、またその尊重する態度を身に付けるというこ

とはこれも非常に大事なことでございまして、今後

益々重要になってくるのかなとそういう基本的なお

さえを持っています。こうした考えのもとで学校教

育では現在移行期という移り変わるという意味の移

行期なのですけれども、新学習指導要領の中で国語

科なのですけれども、ここでは古典を充実させてい

くと、それと社会科の関係では歴史学習を充実して

いくと、また音楽では唱歌・和楽器、それと特徴的

なことで保健体育の部分では武道の必修科とこれが

盛り込まれておりまして、和楽や郷土の伝統を受け

止めてそれを継承・発展させるための教育の充実、

これが全国的にも展開されるということになってお

ります。また郷土猿払村の愛着と誇りといった観点

からは今小学校の社会科においてこの自分の住んで

いる地域を調べる学習というものがあるのですけれ

ども、そういった中で村独自のこの副読本猿払を活

用しまして猿払村の成り立ちを覚えていただいたり、

学んでいただいたり、また決して立派ではないので

すけれども郷土資料館においてこの昔の生活用具を

展示する等の学習もしておりまして、総合的な学習

の時間ではこうした郷土の生活・歴史・産業等身近

な課題に取組んでおります。またそうしたことを現

実的にまとめて発表するという場を子ども達に設け

たり、また中学校では猿払の漁業や酪農業に触れた

りするいわゆる望ましい職業感、勤労感を身に付け

る活動を進めておりまして、これにつきましても地

域関係者のご理解をいただく中でしっかりと身に付

けていくように継続していきたいとこういうふうに

考えております。またボランティアの活動を通じて

国際理解のための体験学習、あるいは地域に貢献す
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るという自覚を持たせることも教育の分野では大切

ですので、こうした部分の家庭や地域と連携を図っ

て一人ひとりの感性を磨いて最終的には教育のいく

ところの人格の完成を目指していきたいなと思って

ます。 

 また社会教育の関係でございますけれども、今色

々と家庭や地域の教育力の問題とか低くなっている

という部分があるのですけれども、そういった中で

猿払村では議員や色んな方にもご支援いただいてお

りますけれども今年度第３１回目の開催を迎えまし

た非常に歴史・特色を持った取組みでありますどろ

んこ広場がございまして、これは猿払の自然と歴史

を体感して故郷を再認識しようよというテーマで進

んでおります。これにつきましても地域住民の方や

団体各関係機関の協力によって実施されております

のでこれについても教育委員会もしっかりサポート

する中で具体的な活動に取組んでいきたいなと思っ

ております。また学校教育だけではなく社会教育と

も一体となった教育を高めるいわゆる学社融合と言

っているのですけれども、そういったその学校教育

・社会教育がそれぞれの特徴を出しながら教育委員

会も支援する中でこうしたどろんこ広場等も進めて

いきたいなと思ってます。またこれからの総体的な

方針ということでは平成１８年度に本村の学校教育

の推進、社会教育の推進を目指す姿をまとめた猿払

村の教育を推進するためにという計画が２２年度で

終了しますのでそうしたこと今、議員さんのご質問

も含めてこれまでの総括・反省する中で地域計画に

おいてもご質問にあります猿払村に愛着を持った人

づくりを進めていきたいと考えておりますのでよろ

しくご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・登壇）：今、教育長の方か

ら学校教育、社会教育ということで方針についてお

聞きしましたが、私が数年この場に立って教育のこ

とだとか、交流のこととか色んな質問した段階で苦

言を呈するようですがどうも教育委員会独自の具体

的な施策、どろんこ広場は確かに３１回やって伝統

も歴史もあって私達の子どもも行ったり、私も参加

して釣りやイトウの稚魚だとかというのをやってい

ますが、それも大事ですけれども、やはり時代も多

々変わっております。３１年前はたぶん拓心中学校

もなくて各中学校、各地域にあった時代。今は小学

校卒業したら１中学校に集まる猿払村の教育体制に

なっております。私は首長、巽村長に代わって是非

この１年間で社会教育・学校教育を超えてやはり人

づくりのためには教育委員会という組織が非常に大

事ではないかなと、色々な様々な団体がボランティ

アの団体だったり読み聞かせの会だったり、私達の

イトウの会だったりと様々な団体のコーディネータ

ー的な立場で何かできないのかなと、今猿払村とし

ては色んな団体がたぶん今年は子育て支援センター

の中で読み聞かせをやったり講師の方々を呼んだり、

お母さん学校を開いたりとすごいことをやっている

なと思うのですが、そこに一つコミュニティがない

なと、単体、単体で動いているだけではないのかな

と、スポーツ尐年団の活動や拓心中学校のスポーツ

活動もそうですし、できればそのコミュニティ・プ

ロデューサー的なことを教育委員会の方々が担って

いただいて教育行政や社会貢献だったりボランティ

ア活動だったりというのをまとめていただきたいな

という思いがあります。教育長その点についてどう

でしょう。教育長トップとしてこの１年間をかけて

そのような思いでそのような事業を進めていくとい

うお考えについてお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：私も今お答えいた

しますけれども、教育を進める部分で常に耳を傾け

て前向きな形をとっていく必要があるなとそういう

ふうに自覚をしております。そういった中で独自の

施策コーディネーター役を教育委員会も担うべきと

これは当然だと思ってますし、そういった部分も新

たな計画に向けて、また村長の人づくり教育の部分

と合致するような形の中でやっていきたいなと、た

だそれを確立する中で私はやっぱり教育委員会別と

して地域の方の力が非常に大きいと、例えば今議員

さんが言われていたイトウの部分でも最初の会の立

ち上げの時に未来の子ども達にということもござい

まして、子ども達へ釣りの楽しさとかいわゆるその

基本的な部分をみんながサポートしているのだなと
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いう部分で非常にそういった部分でも感謝しており

ますし、個々の団体においても子ども達のために、

あとは村のためにという部分もこれも活かすような

形の中で連携をとる形の中でやはり猿払村村長の目

指す村づくり、または教育・人づくりに我々もきち

んとサポートして教育の部分でも成果を上げるよう

に尐し時間をかけて反省もしながら進めていきたい

なと思いま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）：ここで昼食のため１時ま

で休憩したいと思います。 

 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引続き会議を開

きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：先程、教育長の方

から猿払村の愛着と誇りを身につけるための色んな

社会教育活動や学校教育活動についてということで

前向きな答弁をいただきました。是非、来年度では

これをやったあれをやったというような結果が見え

るような形の執行方針が出てくることを望みます。

一つ提案というか皆さんも目にしたことが多いかと

思うのですけれども、昨年の２１年４月の日刊宗谷

に町の観光資源を学ぶのだということで浜頓別町の

ジュニアガイドの入校式というものがあって、この

３月の日刊宗谷にそのジュニアガイドの認定証授与

式の記事が載っておりました。観光資源を学ぶとい

うことで１年間６名の浜頓別町の子ども達がＮＰＯ

法人のエコワーカーズだったり、色んな教育委員会

だったりクッチャロ湖の観察館におられる方々と一

緒に町の観光資源を学んで認定証をいただいたと１

年間勉強して、できれば猿払村でもこのようなこと

ができないかと、様々な団体がある中、観光資源を

学ぶということは役場のお世話にもならなければな

りませんし、漁協のことも学ばなければいけない、

農協のことも学ばなければいけない、様々な形で猿

払村を知る機会にもなりますのでこのようなことも

参考にしながら二番煎じではありますがやっていた

だければなと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

 ２番目の地域地元の高校として浜頓別・稚内と高

校がありますが、その存続のためにも通学定期の補

助率についてお聞きしたいということでございます。 

 執行方針の中に３割から５割へと通学定期の補助

率を上げるということで新年度の方針として巽村長

の方の方針がございました。この意図についてより

詳しく巽村長の方からお答えいただければと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：それではただいまの質

問にお答えいたします。 

 まず経過を説明いたします。 

 通学定期運賃補助は旧ＪＲ天北線代替バスを利用

する本村の通学生に対しての補助として平成元年度

から平成１６年度まで５割の補助を実施してきまし

たが、平成１７年度から財政的に厳しい状況もあり

行財政改革の一環として平成１７年度では４割補助、

平成１８年度から平成２１年度までは３割補助で実

施してまいりましたが、執行方針でも申しておりま

すがここに高校がないこと、他の町よりは負担が大

きいことは承知しておりますが、本年度から尐子化

対策を含め父兄の負担を軽減することによりこの地

域の高校を存続するためを含めて５割補助といたし

ました。なお本年度より浜頓別町も５割補助に決定

しております。また今後、天北線代替バスが海まわ

りになる可能性が高く稚内方面への通学者増が想定

されますが、最大限５割の補助を継続してまいりま

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・登壇）：平成１７年度から

５割だったものを４割に落とし、１８年から２１年

３割で２２年度からは５割と私も地元に高校がない

こと、また尐子化対策だったり交通機関の不便を地

元の公共交通も様々な形で問題化されている中、や

はりこの施策は非常に良いものだと感じますが、さ
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らにそのもう一歩行くあえて私が一般質問したのは

昨年から３割から５割へは私も思っておりました。

さらにもう一つ上へいくためにはもう一段階上の施

策もあっても良いのではないのかなと。極端なこと

を言うとやはり行財政改革の一環の中、子ども達に

負担をしいてきた４年間があってこれからは目処が

たったとは言いませんけれどもどんどん尐子化が進

んでいく中、地元に高校生、前もここで話しました

が１５歳から１８歳の若者の世代が猿払村にいない

という悲しい現実があります。今回の拓心中学校の

卒業生も１０名が確か浜頓別高校を受験したと聞い

ております。猿払村としては今拓心中学校３年生２

７名か８名３分の１強が浜頓別高校ということで私

も嬉しくは思っているのですが、今の求人の学校の

南宗谷だけで限りますと枝幸高校は来年度は何とか

２クラスを保てる状況、浜頓別高校は今のままでい

きますと３８名の募集ですから１クラスしかもてな

いと、２年前ここで一般質問した時に平成２３年度

から道立高校にあっては１学年１クラスは閉校の方

向でもっていくという道教委のお示しがあります。

となればやはり一番身近にある浜頓別高校、猿払村

の高校というのがなくなる現実が近い将来ある。今

ここから稚内高校に通っている子ども達もおります

が、近い将来枝幸高校・稚内高校にバス通学すると

なれば、青春時代の１５歳から１８歳までの間、今

現実的に稚内高校に通っている方々は部活動ができ

ない時間帯でバスで帰ってこなければならない。正

月明けから道新に７回連載でイリカの浜からという

形で積丹のイリカの余市や小樽に通う高校生のこと

が２、３回にわたって載っていました。近い将来、

猿払村もそのような形でやはり勉学も大事ですけれ

ども、スポーツをやって一緒に汗を流して高校時代

を過ごすことはこの猿払村ではできない高校生が１

００％になってしまう、その経験をするためには近

い旭川・札幌まで出る、それか稚内・枝幸に下宿す

る、そのような形を防ぐためにも今から地元猿払高

校ではないですが浜頓別高校です、浜頓別町の努力

もしていただかなければならないですが近隣町村と

して今のうちからやれることを手を打つ、常日頃か

ら上島教育長とは教育委員会に行くたびに私と浜頓

別高校や拓中のことについて話したり雑談の中でし

てきます。その中でこれだという施策は非常に難し

いでしょうけれども村長・教育長、また職員みんな

校長会・教頭会の協力を得ながら地元に高校生が残

れる施策というものをもう一段階考えていただきた

いと思います。そのことについて村長・教育長から

一言ずつお願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）：まずはこの補助率の件

に関しましては、これは執行方針でも述べておりま

すが行財政改革の一環として補助率の低減がなされ

てきました。今回これ５割に復活とことでございま

すがこれら行財政改革の一環で行われてきたことに

関しましては一端今年度検証いたしますと、その上

で修正すべきものは修正いたしますとそのように述

べておりますのでしっかりと検証して色んな角度か

ら検証してその結果を出してまいりたいなと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それではご答弁申

し上げます。 

 今、小山内議員さんの方から地元ということで身

近な浜頓別高校の間口の関係出たのですけれども私

も正直言って危機感を持っております。今受験終わ

りましたけれども２学級で募集していて１学級分し

かないと、そしたら次の時の入試においては果たし

て２学級なるのか、今１学級でも満たないのだから

１学級でも良いのではないかという不安もあるので、

まず浜頓別の教育長、それから中頓別町の教育長と

も連携をとりながら一応教育局には申し入れはして

おります。ただ私の方からも浜頓別・中頓別の教育

長とも連携をとっているのですけれども一度この間

集まってもらって浜頓別で集まったのですけれども、

結局今、小山内議員さんが言われる地元に高校とい

うことになると、やはり高校側としても魅力ある高

校でなければならないということで生意気なのです

けれども経験という部分では浜頓別高校の校長も一

緒に来た時に、やはり地域にとって子ども達にとっ

て魅力ある高校づくりをしなければ何ぼ私共が中学
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校を通じて地元の高校へ行きなさいったってそれは

できることではないので、そういった中では部活と

か特色ある勿論受験の関係でも非常に良い成績を納

めていますけれどもそういう方法もあるし、例えば

野球とか何でも構わないのですけれども、部活でも

魅力ある部分を出していかなければならないという

ことで高校にも申し入れしておりまして、やはり高

校側の努力もやっぱり必要だろうとそういうふうに

話し合いをしておりまして、これからも浜頓別・中

頓別それと連携をとりながら地元にある高校を守っ

ていきたいなと私としては子ども達が地域に出ると

いう部分もいたしかたない部分なのですけれも、や

はり経済的なものもあるので選択肢を狭めないよう

な形の中で努力をしていきたいなと思いますのでよ

ろしくご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この２年間に渡っ

てここで何故浜頓別高校と私がしつこく質問こうす

るかというと、浜頓別高の現状がこの４年間で大き

く変わっております。上島教育長もご承知のとおり

４年前までの募集は普通科クラス２クラスに商業科

１クラス、それがその段階で普通科は募集人員枞よ

り１クラスしか残らなくて商業科１クラス、普通科

１クラス、その次の年はたまたま子どもらが多くて

２クラス、１クラス、皆さんもご承知のとおり今商

業科がなくなって普通科２クラス、今年度はたぶん

普通科１クラスという４年間でこのような形の移行

がされている。もう危機的状況なのはあきらかでこ

れが２０年来でこのような形で推移するのであれば

まだまだ地域の尐子化だったりへき地ということも

あるのですが、この４年間でこのような減々の形を

とっているのでやはりこれは早急に対策をというこ

とを思って質問に上げております。是非本当に教育、

浜頓別高校だったり非常に難しい子どもを地元に残

すのは難しいことかとも思いますが、拓中・他地域

・中中・浜中等の連携ともとっていただきながらよ

り良い子ども達のために地元に残りたい子ども達の

ために尐しでもプラスになるような施策をお願いし

たいと思います。 

 最後になりますが（３）番、地産地消、産業振興

の観点から学校給食でのさるふつ牛乳の使用やホタ

テ等海産物の使用についてということになっていま

す。 

 私もちょっと勉強不足だったのですけれども、今

現在、学校給食は牛乳だけに関して言いますと学校

給食の制度によって地元で牛乳を作っていようが何

をしようが地元の牛乳を飲めない、大手牛乳メーカ

ーの牛乳を仕入れる制度になっているということで

認識しておりますが、ここ１週間に１回程度さるふ

つ牛乳が学校給食に使用されていると、この辺の制

度ともし問題点等があれば教育長の方からお願いし

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：それでは質問にご

ざいます地産地消、産業振興の観点から学校給食の

さるふつ牛乳なのですけれども、それと海産物の使

用についても含めてご答弁申し上げたいと思います。 

学校給食につきましても、教育行政執行方針の中

で、すこやかな体の育成の中でその重要性というの

を掲げておりまして小山内議員さんも出てますけれ

ども安全で安心な食材を使う中で地産地消を心がけ

た給食これを行っているところでございます。ご質

問にありますさるふつ牛乳の関係ですけれども、こ

れは中山間地域等直接支払交付金と交付事業の中で、

これは農業関係者の方々のご理解をいただきまして

農業生産活動との継続に向けた活動ということでさ

るふつ牛乳の学校給食使用による助成をいただきま

して、今年度平成２１年度から毎週金曜日に２００

ＣＣ入りを学校給食に使用させていただいておりま

す。なお全員かどうか確認したわけではないのです

けれども、学校からは子ども達の評判が良いという

ことも聞いておりますので地産地消産業振興の観点

等も含めまして今後も地場産品としてのさるふつ牛

乳が学校給食に提供されるよう期待もしているとこ

ろでございます。また、海産物のホタテにつきまし

ては今年度におきましては猿払漁協さんから生玉の

寄贈をたくさんしていただいたものをこれをホタテ

フライとして２回子ども達に提供することができ本

当に感謝をしております。また、その他のメニュー

で村内での購入ということで地場産品で冷凍ホタテ
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約１０５ｋｇ、生５４０玉、干し貝柱の他、ツブ、

タコ、マス、鮭といった海産物もこれは地場で獲れ

たものを給食として使用させていただいております。

なお猿払・浜頓・中頓・枝幸という４町村で組織す

る栄養士の連絡協議会が中心となって昨年の１０月

から当時学校給食の食材が非常に値上がりしたとい

うことで運営が大変だったわけなのですれども、そ

ういった時に安くておいしい地場産品を学校給食で

使用するためにということで実は共同購入を行って

いるということでその共同購入先として海産物の関

係では猿払村内の水産加工会社も入っているという

ことでございます。いずれにしましても学校給食に

おきましては、食材の購入にあってはどうしても給

食費で賄わなければならないということがございま

すので、そういった中でも今後も出来る限り地場産

品を使用するよう心がけてまいりますのでよろしく

ご理解願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：ちょっとさるふつ

牛乳が給食に使われている件でもう一度だけ再確認

いたします。 

 今の答弁によりますと農業関係者の方々のご理解

をいただいて中山間事業の補助金においてお金の負

担をしていただきながら給食費を値上げしないでさ

るふつ牛乳をつかっているということであれば、基

本的にはそのお金がどこから出てくれば１００％さ

るふつ牛乳をつかえるのかどうかについてお聞きし

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：基本的にはさるふ

つ牛乳が補助を貰わなかった時には全額負担しなけ

ればならないのでその時はこれまでよつ葉つかって

いたのですけれども、こういった形の中で補助があ

れがその国等の補助を貰わないで独自の形のものも

つかえるということになりますので、私の方とすれ

ば何とかそのさるふつ牛乳をつかえるように、ただ

どうしても給食の部分では給食費の中で賄わなけれ

ばならないという部分がありますので今までのよつ

葉と国の方の補助がなければ単独ということなので

どうしてもきつい部分があるのでそれはまた別な形

の制度がなければ難しいのかなと思っています。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは尐ない給

食費の中から会計処理をやりくりしながら給食セン

ター色んな独自の手法をとりながらやっているとい

うことで、お金さえあればさるふつ牛乳１００％つ

かえるというこなので、今すぐとは言いませんが産

業振興の観点からとあります。今、牛乳と肉の館で

さるふつ牛乳は生産されております。非常にこの場

でも話しましたが人気のある牛乳で味も違うという

ことで本州等からもネットを通じて引き合いがある

牛乳です。出来れば近い将来そのような牛乳が村の

子ども達が毎日給食で出されることを私は望みます。

牛乳と肉の館の経営に関しても種々論議あるところ

でございます。それが安定的に村内で牛乳がつかえ

るのであればそれこそ午前中の同僚議員の質問にも

あったとおり雇用の場の拡大、それと地域の商工業

の発展、それと次のことを言わせていただければお

金があるのであれば１００％村内の商工業者からの

給食食材の納入ということも、ちょっと飛躍してし

まうかもしれませんが、今村外業者の方の共同購入

という形で安く仕入れているのだというお話しもあ

りましたが出来れば目標を高く、月１００％という

のは非常に無理かもしれませんがそのような形で移

行するのも産業振興・商工業の振興、それと第一次

産業、猿払村の産業の主要な部分である一次産業酪

農業の振興にも繋がるので出来れば食材までとは言

いません、そのような形で産業化、牛乳と肉の館と

の兹ね合いだったり給食費の兹ね合いだったりとい

うのを考えて今さるふつ牛乳週に１回出ているのを

２回、３回となるような形で移行することを望みま

す。その点について教育長の方からもう一言だけお

願いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：上島教育長。 

○教育長（上島賢司君・登壇）：お答えいたします。 

 今、小山内議員さんがこういう場で給食の部分ま

た地産地消産業振興という部分でのご質問していた

だいているということは非常に大きなことなのかと

思います。私としましては学校給食の中では工夫を
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しながら尐しでも地場産品をつかえるように、また

地場産品以外にも極力地元での購入を考えています

けれどもどうしても給食費との絡みがあるのですけ

れども、そこはやはりみんなの力も貸していただき

ながらそういう方法も模索していきたいなと思いま

すのでよろしくご理解の程願いたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：本日、高齢者福祉

行政、医療、介護、また教育行政と２項目について

質問させていただきました。非常に難しい問題です

ぐ結果が出るような課題ではないかと思いますが、

やすらぎ苑の問題に関しては村長の思いのとおり今

年度中に方向を作っていただいて、猿払村の老人福

祉行政の向上を願いたいなと、それと教育行政につ

いても子どもとお年寄りには行財政改革の波及を出

来れば受けてほしくない。出来ればお金のかかる問

題ではありますが、出来れば子ども達と老人には住

みよい町、孫の代まで暮らせる猿払村であることを

願って質問を終わります。 


