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○議長（山須田清一君）：日程第１、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。 

７番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇・登壇）：おはようござ

います。 

それでは通告に従い、いくつか質問をさせていた

だきます。 

まず、過疎化対策についてお伺いいたします。 

最近たびたび報道などにより取りざたされている

人口減少問題ですが、将来の日本の総人口が現在の

１億２８６０万人が５０年後８６７４万人にまで減

少するという予測が発表されました。 

また、先日の新聞報道では道北地区における人口

減少問題が掲載されておりました。上川・留萌・宗

谷４１市町村の２００５年から３０年後現在から２

３年後２００５年の６７万４５００人から２０３５

年には４７万１５００人にまで減少し、その減少率

は３０．１パーセントと予測をされております。し

かしこの減少率は全国の１３．４パーセント、全道

の２１．６パーセントから見て道北３管内の減少率

が著しく高いものであることを示しております。そ

の中でも宗谷管内は特に深刻な過疎状態になること

が予測をされておりました。 

また、本村の基幹産業である第一次産業の労働人

口は漁業に関しては、新たに従事する者にある程度

の制限があり、今後大きく変化がないものと考えら

れます。 

また、農業においては今後１０年間で恐らく半減

するものと予想されております。 

このことにおいて、ますます過疎に歯止めがかか

らない状況になっていくものと考えられます。 

近年人口減少の諸問題が報道等で取り上げられて

おりますが、それと同時に過疎化に対する関心も高

まっているものと思われ、さまざまな予測がされて

おります。 

特に北海道の過疎地域は７９．９パーセントまで

達しており、その中でも宗谷管内１０市町村は将来

深刻な状況になるものと予測がたてられております。 

しかし、本村においては第一次産業の経営努力等

により他の市町村に比べ人口減少率は低いものと予

想されておりますが、しかしこのままではますます

過疎に拍車がかかるのは確実であり、危機感を抱い

ている住民も少なくはないと考えます。 

将来を担う若者が安心納得して働き意欲や能力を

十分に発揮できる社会を創っていくのが行政の役割

と考えます。 

人口減少を最小減にするためには、産業振興、教

育や医療サービスの水準低下の抑止等の迅速な対応

も必要であります。 

本村において、将来的に新規事業、企業誘致など

による働く場の創出ＵターンやＩターン対策などの

構想が現在あるのかお聞きいたします。 

○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。 

今、我が国におきましては少子高齢化の中、人口

減少が叫ばれております。 

先ほど議員もおっしゃいましたが、ほぼ５０年後

の２０６０年には今いる１億３０００万人ほどの人

口が９０００万人を下回ると予測されております。 

議員指摘のとおり、その中でも都市部よりは地方

で過疎化が進むと言われております。 

先日の議論の中でも同僚議員から出てまいりまし

たが、１月１２日の北海道新聞にも、道北地域市町

村の２０３５年今から２３年後２３年ですと、もし

かしたら私も生きているかもしれませんけれども、

２３年後の人口予測が掲載されておりました。昨日

も発言に出ておりましたけれども、かなり確率の高

い推定予測だそうです。 

猿払村もご多分に漏れず２，９４０人が２，１６

９人に減少しておりました。 

この記事にも書いてあるように、この数字は何も

しなければ何もなければこうなるという数字である

そうでございます。 

猿払村はこうなりません。 

執行方針でも述べておりますが、猿払村は資源豊

かな地域でございます。これらの資源を有効活用す

れば、まだまだ雇用を拡大することが可能でござい
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ます。猿払村の地域生産力からすれば人口を倍にす

ることが可能な地域だと私は思っております。 

４月から明日に同意をしていただきますけれども、

執行部も新体制となります。その中で私は村長にな

った折の一番の思いでありました産業振興に全力を

注ぐつもりであります。 

具体的な構想といたしましては、今地球温暖化対

策地域協議会で検討しているバイオマスプラント導

入事業、そして総合計画にも載っております水産総

合工場の建設、そして今も行われておりますが観光

開発事業などでございます。これらの事業が雇用拡

大に大いに貢献するものと私は思っております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今村長から答弁がご

ざいましたが、来年度より村長になって兼ねての念

願であった事業を興していくということであります

ので、このような地域事業が新たな雇用を生み過疎

問題の緩和につながるものであり、是非実現に向け

ての方向性を今後示しいただきたいと考えておりま

す。 

次の質問にまいりたいと思います。平成１２年３

月に施行された過疎地域自立促進特別措置法が昨年

度改定され、６年間の失効期限の延長が施行されま

した。それに伴い本村では、平成２２年から平成２

７年度の自立促進市町村計画が提出されております。

その中の産業の振興の部分では農業、林業、水産業

商業、工業、観光業、すべての産業対策が打ち出さ

れております。 

その中で、その水産業の部分で水産業の未利用資

源の活用推進という対策が掲載されておりますが、

これは具体的にどのような資源をどのように活用す

るものを示しているのかを是非お聞きいたします。 

○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。 

水産業の未利用資源についてでありますが、さま

ざまな未利用資源があるかとは思われますが、今ま

での経過におきましては、村が具体的に考えていた

資源はホタテ貝のウロ、そして貝殻等でございまし

た。 

前の質問でもお答えいたしましたが、今、村とい

たしましては再生可能エネルギーとしての牛の糞尿

によるバイオマス資源を検討しておりますが、この

母体となっているのが地球温暖化対策地域協議会で

ありますが、そこまでの前審といたしまして猿払村

の新エネルギー関連の委員会がございました。そこ

で、当初検討していたのが酪農バイオマスとともに

水産バイオマスホタテのウロでありました。このご

ろに関しましてかなりの研修と検討をなされました

が、金属除去等設備が高額となること、また実績が

無いなどの理由で実用化とはなりませんでした。 

しかし、酪農バイオマスと同様、有望なバイオマ

ス資源であることは間違いなく、また一方でこのウ

ロ処理に関し１億円以上の負担がかかり、それを漁

協を始め村内の加工業者が負担しており、村も９０

０万円の助成をしているところでございます。 

このようなことを考えますと、まず実現性が高い、

そして実績があるとのことで今酪農系バイオマスを

検討しておりますが、水産系バイオマスの検討も今

後出てくる可能性は十分に残っていると思っており

ます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、ただいま村長が

述べたように、酪農系バイオマスのほかに水産系バ

イオマスがあるというのは私も存じておりますが、

この問題は非常に前例がなく、またコスト的にも非

常に高額のものであるということは私も存じており

ます。 

しかしながら、誰もやっていないからやらないと

いうのではなく、是非その先駆者として本村がその

問題に立ち向かっていただくことを願っております。 

では、これも関連した質問であると思うのですが、

その工業の部分で地場産業と密着した産業や関連産

業の立地の推進という対策は、今後実現に向けての

方針等は現在あるのかどうかお聞きいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 
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○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

前段のウロに関してでございますが、私も長いこ

と企業経営をやってまいりましたが高額であるとい

うこと以上に、私らがやっぱり一番重視するのはや

はり実績があると、実際それが使われていると、そ

してそれで企業化されているということがやっぱり

一番重要な点でございまして、やはり今現実的にそ

れを実用化しているところはほとんどないと聞いて

おりますので、やはり今の段階ではちょっと慎重に

ならざるを得ないなと私は判断しているところでご

ざいますが、いろんなメリットを考えれば大きなも

のがございますので、今後状況を見ながら検討して

まいりたいなと考えているところでございます。 

ただいまの質問でございますが、今までも貝殻の

活用工場の誘致を図った経過がございましたが、こ

れも実現することはなりませんでした。 

この地場産業を活かした企業誘致もなかなか難し

いです。 

私も東京の出張の折には時間が空いたときにはさ

まざまな企業を回っております。 

例えばもちろん当村は日本一のホタテ資源を持っ

ているのですが、同時に石炭の露天掘りの石炭層も

持っております。それを調査している会社があると

聞いておりましたので、その会社にも行ったことが

ございます。あまり大きな会社でとびっくりしまし

たけれども、そこでも今、大量の石炭を輸入してい

ると。コストの面でやっぱりどうしてもこちらの露

天掘りの方が高くなるから今はできないけれども、

ただ実現性が無いということではなくて、その状況

の変化によっては十分に実現性があるので常時連絡

するようにいたしましょうということで終わった経

緯がございます。 

また大手水産会社にも何とかこのこちらへでの誘

致もできないかと行く都度話しますけれども、なか

なか実現は難しいところでございます。 

そして逆に積極的な企業というのは逆に怪しいと

言いませんけれども、なかなか難しいところがござ

いまして、先ほどの貝殻の誘致をしようとしていた

会社も今は存在しておりません。 

そのようなことも見きわめながら、常日ごろ出張

の折にはさまざまなところを訪ねて可能性を探って

まいりたいなと思っております。 

私も会社の経験からしても、こういうのはなかな

かすぐ当たりません。１００回か２００回行って、

その中で初めて１回当たるというような確率でござ

いますので、そういう努力を忘れないようにしたい

なと思っているところでございます。 

そして何よりも一番良いのは、やはり地元の中で

地元の資源を使い付加価値を付ける、そういう産業

が、またそれをする人が現れるのが一番よろしいか

と思っております。 

議員もご存じのように、さるふつ公園で年に何回

か今イベントが行われておりますが、まずそのよう

な中でやりたいというような人も出ておりますので、

そういう人たちを育てていきたいなと思っていると

ころでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ただいまのお話しの

中で、石炭またその他にホタテの貝殻の話しも若干

出てまいったと思いますが、私も職業柄そのホタテ

の貝殻という部分で若干ちょっとお話しさせていた

だきます。 

このホタテの貝殻というお話しがありましたが、

以前からカキの養殖等に使用されていることは多く

の人が知るところであります。 

近年このホタテ貝殻を未利用資源として再利用す

る取り組みを宗谷総合振興局なども行っており、土

壌改良材、アスファルト舗装材、食品添加物などし

て活用が期待をされております。 

ホタテの貝殻は９５パーセント以上が炭酸カルシ

ウムでできており、成分的には鉱物資源である石灰

石といった科学組織であります。 

また粉砕物の形状が棒状や板状であるため、強度

的にも非常にすぐれております。 

今後その特性を活かした更なる製品開発が期待さ

れている資源であり、このような本村にある豊かな

資源、先ほど村長もおっしゃった石炭も含め有効活
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用促進を図るため、関係団体、企業などと今後の連

携強化に期待をしたいと思います。 

では、次の質問ですが、先ほどから度々村長の答

弁の中に出ておりますバイオマスについてお伺いい

たします。 

近年、至るところで取り上げられて諸問題の中に

食料問題や環境問題があります。迅速かつ抜本的な

対応が迫られている問題でありますが、本村のよう

な過疎地域にこそ豊かな資源を活用した問題解決の

貢献が期待されているものと考えます。 

今後の過疎対策のひとつに過疎地域が有する豊か

な資源を活用し、食料問題や環境問題などに積極的

に貢献する地域としてその役割を十分に発揮すると

いう視点が必要であると考えます。 

これらの資源は過疎の地域にこそ存在するもので

あります。 

ひとつの例えでありますが、最近注目されている

資源の１つにバイオマスがあります。 

バイオマス資源は、再生可能な有機性資源であり、

北海道のバイオマス発生量は総計４１００万トンと

の調査結果も公表をされております。 

このような資源の有効活用が結果的に企業誘致・

雇用対策につながるものと考えます。 

この件について、村としてどのような考えがある

のかをお聞きいたします。 

○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。 

本村におけるバイオマス資源につきましては、酪

農系、水産系、林業系など多岐にわたって賦存して

おり、こうした資源の活用による地球温暖化の防止

や地域産業の活性化を目指し、平成１９年２月に策

定した猿払村地球新エネルギービジョンの中で村内

にある安定的に利用可能なバイオマスエネルギーの

賦存量についてまとめられており、ホタテウロ、牛

糞尿、熊笹また共同処理的な利用として生ごみ、汚

泥、廃食用油などが挙げられております。 

その後平成２０年３月には、より本村の実態に即

した猿払村地域バイオマスタウン構想をまとめ、具

体的な活用方策を探ってまいりました。しかしなが

ら、地球温暖化防止といった観点では、村を挙げて

の推進という気運までには至らず、また先例事例の

情報収集などもしてまいりましたが、これらの資源

を活かす事業を実施するとなりますと、なかなか本

村の実態に合致したものがなく、これまでも現代の

推進母体であります猿払村地球温暖化対策地域協議

会において協議検討を進め、既に一部のバイオマス

について事業としての可能性調査が実施されており

ますが、調査当時は処理技術が追い付いていない状

況も加えて、採算性や発電効率性さらに処理残渣と

して発生する有害物質等の問題から、必ずしも事業

化へ結びつくような良好な結果が得られていないの

が実態でありました。 

こうした中、私としましては、この地球環境問題

が大きく取り上げられている今、ぜひ再生可能エネ

ルギーを活用した事業を何とか実現したいという思

いが膨らみ、昨年地球温暖化対策地域協議会の先進

地視察研修に参加し、バイオマスの１つである家畜

糞尿から得られるエネルギー処理技術レベルが高ま

っていて、既に実用段階に達していると確認できた

こと、さらには１２月定例会で同僚議員の一般質問

でも触れられたことなどを踏まえ、一層事業化への

思いが強くなっておりますが、解決しなければなら

ない課題や関係機関と協議しなければならない事項

が多いと認識しております。 

平成２４年度はこの視察研修で得られた内容を基

に、地球温暖化対策はもちろんのこと、兼ねてから

の懸案事項でありました牛糞尿の臭気対策、さらに

は地域資源でありますバイオマスエネルギーを利活

用できるなど多方面にわたる効果が期待できるであ

ろう施設の実現可否について、あわせて関連する新

たな企業誘致や雇用対策につながる可能性等、総合

的に検討に入りたいと考えてお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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：ただいま村長の答弁

にもありましたように、来年度から徐々にその計画

を進めていくということで認識してよろしいかと思

います。 
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このバイオマス構想を実現化するためにも、今後

の課題として本村が有するバイオマス資源である林

地残材、家畜糞尿、建築廃材などの資源量の把握も

当然のことながら必要ではあります。 

現在、原子力発電縮小の動きがある中で、バイオ

燃料は将来なクリーンエネルギーとして注目をされ

ているものの１つであります。 

地域自立が囁かれている今、さまざまな規制はあ

りますが、今後そのエネルギーを地産地消をするこ

とも可能であると考えます。 

このような新規事業が新たな雇用を生み、過疎問

題の緩和にもつながるものであり、是非実現に向け

ての方向性を今後示していただきたいと考えており

ます。 

それでは最後の質問をいたします。 

人口増という観点から考えた場合、他地域からの

移住も想定をされますが、道庁が推進する計画の中

で北海道移住・交流総合案内窓口というものがあり

ます。 

道庁から委託されたＮＰＯ法人の協力で北海道商

工会連合会が行っている計画であり、移住ワンスト

ップサービスと言われているものであります。これ

は道外の方々にまちの魅力を紹介し、各サービスを

提供して長期的に町に住んでいただくのが目的の計

画であります。 

全道１７９市町村のうち、私が確認したところで

は約１２５市町村が参加をしております。 

宗谷管内では、浜頓別町、中頓別町、さらには豊

富町も参加予定であり、本村においてもさまざまな

村の魅力を紹介し、ワンストップサービスに参加す

ることも過疎対策の１つであると考えますが、村と

しての考えをお聞きいたします。 

○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。 

ご質問の北海道へ移住を促進する北海道移住促進

協議会は平成１７年９月に設立されております。 

目的は移住や１週間から１か月程度のちょっと暮

らしを検討している方々、特に団塊の世代へ受け入

れに関する情報を発信することとなっています。 

具体的には、東京などでのプロモーション活動や

ホームページの運営、ＰＲパンフレットの作成配付

などが行われております。 

また加盟市町村ごとに移住を考えられている方々

からの質問、町の状況、住宅情報、福祉や教育観光

情報などに答えるワンストップ相談窓口の設置が必

要となっております。 

現在、本村はこの協議会へ加盟しておりません。

加盟に向けての案内は届いておりますが、ご存知の

とおり、すぐ住める公共的住宅、村職員住宅、教員

住宅、公営住宅などに空きがなく、移住者などに提

供できる住宅がないことが最大の理由であります。 

今後、協議会への加盟に当たっては若干の費用も

必要ですが、公共的住宅に空家が発生し移住に対し

て地域の合意がなされた場合には協議会へ加盟し、

移住者の受け入れを目指していきたいと考えている

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）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今後本村が抱える住

宅問題が緩和された時点で参加を検討するという認

識でよろしいかと思いますが、ぜひ今後、前向きな

検討を期待をいたします。 

本村においては現在のところ急激な人口の減少が

予測されていない今、積極的な対策を打つことによ

って将来の人口の減少を最小限にとどめることが十

分可能であると私は考えております。 

過疎の問題は非常に広範囲な対策が必要であり、

また可能であります。 

本村が抱えるあらゆる諸問題を解決することは、

最終的には過疎問題の解決にたどり着くといっても

過言ではないと考えます。 

今後の行政の積極的な取り組みに期待をして私の

質問を終わらせていただきます。 

○議長（山須田清一君）：引き続き一般質問を行い

ます。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：質問させていただき

ます。 

１番目、職員給与について。 
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村長は財政健全化実質公債費比率１８パーセント

を目標に掲げているが、その経緯の中で村政の中で

はやはり予算を配分されないで村民の方に我慢を強

いられてというような状況があると思いますが、職

員給与につきましては今どのような位置にあるのか。 

道の職員におきましては、今、道の財政も非常に

ここ数年間切迫しておりますので、今までの給与削

減条例をまた今年も延長すると、そういうことの方

向性で納得していない面もあるでしょうが、そうい

う方向でいくと。 

また、国では、復興財源の一環として国家公務員

給与を７．８パーセント削減すると。そして全体の

職員定数を２０パーセントほど今後削減するという

目標を持ってやるというふうに総理もおっしゃって

いるようですが、猿払村として今現状がどのような

形でなっているのか、あるいはそれを必要としない

のか、それを村長にお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

まず最初に、現在の村の職員給与についてご説明

をいたします。 

まず原則として、地方公務員の給与は地方公務員

法において国及び他の地方公共団体の職員並びに民

間企業の従事者の給与その他の事情を考慮して定め

なければならないと規定されております。 

猿払村を始め、人事委員会を置かない都道府県や

政令市以外の市町村については、国家公務員の給与

について民間との均衡を図るため、いわゆる人事院

勧告に基づき村職員の給与についてもこの勧告の内

容に基づき、国家公務員に準拠する形で村職員の給

与を条例において定めております。 

地方自治体の給与水準を示す指標としてラスパイ

レス指数という数値があり、この数値が国家公務員

の給与を１００とした場合、その自治体の給与水準

が国家公務員と比較し１００を下回れば低いと、上

回れば給与水準が高いということとなります。 

一般行政職のみを比較したものなので、単純にこ

れがすべてを表すものではありませんが、一般的に

よく使用される指標であるため、この指標を使いま

す。 

公表されている直近の平成２２年度の数字では、

猿払村の指数は９６．５となっており、道内の市町

村平均は９６．０、全道平均でも９６．２と、ほぼ

平均に近い中間の位置にあると認識しております。 

北海道におきましては、議員のおっしゃるとおり

北海道職員独自の人件費削減を実施しているため、

この指数は９２．８となっております。北海道の財

政赤字の解消を目的とした給与の独自削減が平成２

４年度から３か年延長され実施するということは、

私も承知しております。 

猿払村においても、地方交付税の削減などによる

財政の収支バランスを改善するため、さまざまな行

政改革を実施し、その中でも職員人件費についても

村独自の削減を行ってきたところであります。 

独自削減の内容を説明いたしますと、１つ目とい

たしまして期末勤勉手当を平成１７年度から平成２

０年度の期間において最大１０パーセント削減して

おります。さらに期末勤勉手当の役職加算分を平成

１７年度から平成２２年度まで凍結し、削減してお

ります。管理職手当を現在も引き続き削減中でござ

います。 

以上のような削減をこれまで行ってきております。 

国家公務員においても、先日の国会において平成

２４年度、平成２５年度の２か年において国家公務

員の給与を削減する法案が可決されております。こ

の給与削減は、昨年度人事院勧告で示された給与の

減額改定平均０．２３パーセントに国家公務員独自

の削減を合わせて平均７．８パーセントの率を減額

するというものであり、その削減によって捻出した

財源は、昨年発生した東日本大震災の復興財源に充

てられるものであります。 

この国家公務員独自の削減部分を地方公務員の給

与にも影響させるかどうかについて、国は地方自治

体が自主的かつ適切に取り扱うとして、地方自治体

が同様の削減を行わなかったとしても国家公務員よ

り給与水準が高いとして地方税を減額する等のペナ

ルティは発生しないものと理解しております。 
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全国町村会など地方６団体が行ってきた国家公務

員の給与削減を地方自治体に強制させないという申

し出が実った結果であると受けとめており、この国

家公務員の独自削減に準拠して削減する地方自治体

は少ないのではないかと理解しております。 

今後の国の対応の変化や管内町村の動向などによ

って考えに変化が生じる可能性もないとは言えませ

んが、今の段階においては国や道の独自の給与削減

に準拠し猿払村において給与削減を実施する考えは

ありません。 

職員に対しては、給料が高い、給料を減額しろと

住民の皆様から批判されぬよう、給料に見合った仕

事、またそれ以上の仕事を目指して業務に取り組む

よう強く指示していきたいと考えております。 

また、職員定数についても、今後大量に定年退職

者が控えていることから一時的には増加いたします

が、平成２６年度を目標年次とし、平成１８年度の

職員数と比較しマイナス５．４パーセントの人員減

となる目標を定めた定員適正化計画に基づき、少数

精鋭による効率的な体制の確立を図ってまいりたい

と考え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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長から答弁をいた

だきましたけれども、給料が高いと。村内の民間の

給与に比べて高いと。それよりもいただいている給

料に見合った仕事をしなさいということで職員に申

し上げていると。そういうことでございますけれど

も、猿払村も一部についてはそんなに下がっていな

いと思いますが、やはり土木関係あるいは農業の関

係とかそういう形の方では、やはりなかなか民間は

大変厳しいものがございます。 

いわゆる民間の会社の年金でありますけれども、

この３月からも、またとうとう１０％を超えるとい

うような企業の、それによって個人の所得の方も多

少減りますし、企業の負担も増えてくると。まさに

なかなか大変な時代だなと。 

今朝の道新にも出ておりますけれども、いわゆる

退職した場合の公務員共済ですね。それが４００万

円ぐらい公務員の方が高いんだと。そういう認識は

常々民間の人間、多くの村民はそういう形で思って

いるのは事実でございます。 

ただ村長が申し上げる、私も考え方はそんなに変

わってはいないと思いますが、実質公債費比率を１

８％を切って、いろんな制約のない中でいろんな仕

事をしていきたい、これはもう我々も同じですが、

やはり村政全般の中で村民の方々のいろんな要望に

なかなか応え切れないというのが現状ではないのだ

ろうかと。そういうことも踏まえていろんな数字も

先日総務課長からいただきましたけれども、そこま

ではすごいなと思いますが、ちなみに留萌市と夕張

市がラス指数が７４．８、それから７４．９ですか。

稚内市が９０．３、猿払村が９６．５ということで

ございます。 

そういう中で、やはりこれから定年退職もあると、

こういうことでごさいますが、いずれにいたしまし

ても公債費比率１８パーセント、これを切って、や

はりそういう仕事をしたい、こういうことで私も考

えておりますので、今も少しずつ削られているよう

でございますが、いずれにしても、やはり民間給与

から見ると村民の感情から見ると今は高いのではな

いのだろうかと、そういうふうに感じる一人でござ

いますので、以前にだいぶん前のことになりますの

で、その時とはまた村の財政比率費もかなり変わっ

ておりますが、同時はやはり２５パーセントぐらい

の時代に村長が議員当時に、やはり給与を削減すべ

きではないかと、そういう質問をしたことは記憶に

あると思いますが、それと今やはり執行者側に立っ

て、やっぱりやっていく上での責任というものもあ

ると思います。 

その辺ちょっと村長の正直な気持ちをお伺いした

いなと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

確かに民間の感覚としては、やはり多くの方が高

いと思われているのではないかなと思っております。 

私も議員時代は確かに給与費の削減を一般質問し

たことがございます。 
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ただ、こちらに入りまして、これまでにもかなり

自主的に削減をしているということを先ほども説明

しました。 

それと人事院勧告、これは今の民間の、民間とい

うのはこの地域の民間の感覚とはちょっとずれるか

もしれませんが、一応民間の給料と比べて、それと

同じようになるようにということで決められた基準

でございますので、ある程度これは一つのルールで

ございますので、私はルールがある以上はルールの

中で決めていかなければならないと思っております

というよりも、心変わりをいたしました。こちらに

なりましてから。 

しかし、先ほども申し上げましたけれども、ただ

給料に見合った仕事をしてくださいと、仕事をしな

ければいけないと、私が一番言いたいのはそこでご

ざいまして、私はこの庁舎の中では一番働きます。

それは私が一番給料が高いからであります。私の次

に働いてもらわなければいけないのは管理職の皆さ

んです。そういうように、給料に見合った分だけ働

いていただくというのが私の今の基本的な考え方で

ございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の正直な、それ

とやはり自分は一番仕事をするんだという、そうい

う気持ちを伺いましたので、職員給与についてはこ

れで終わりにします。 

次に庁舎管理についてお尋ねをしたいと思います。 

現行はどのようになっているか。いわゆる村役場

の庁舎の管理費、前に一度資料はいただいたのです

けど、どのような現状になっているかということを

お伺いいたします。 

○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。 

役場庁舎に係る維持管理につきましては、法律で

義務づけられている業務委託のほか、村が独自で委

託している業務を合わせ、平成２３年度においては

８業務で総額１０８４万１２５円の支出をしており

ます。 

法律で義務づけられているものとしては、特定建

築物のビル管理法により建物環境衛生業務があり、

清掃業務と合わせて契約しているほか、電気事業法

による自家用電気工作物保安業務、消防法による消

防設備点検業務と地下タンク漏洩検査業務、建築基

準法による昇降機保安点検業務の委託契約を結んで

おります。 

村独自の部分では、夜間警備員を廃止したことに

より防犯システムを導入したことから、保安点検業

務委託を結んでいるほか、ボイラー及び空調機保守

点検業務、自動ドア装置保守点検業務を委託契約し、

設備の安全安定稼働に努めております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞坂総務課長。 

○総務課長（眞坂潤一君・登壇）：ただいまのご質

問にお答えいたします。 

各年度ごとに取りまとめた資料は以前に２２年度

分までは議員さんの方にお渡ししているというふう

に認識しておりますが、２３年度まだ途中でござい

ますが、光熱水費に係る分では４１０万円、燃料費

では７００万円、施設のさまざまな修繕に関してで

すが１４６万円の２３年度まだ途中でございますが

支出をしております。 

ちなみに庁舎の清掃関係の委託の部分でございま

すが、建物環境衛生業務法で定められている業務の

委託も含めまして２３年度については８８７万円の

委託契約を結んで実施しております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：庁舎管理について現

況を報告をしていただきましたけれども、村として

この管理費の削減というのは全く考えていないので

しょうか。 

例えばこの冬の暖房ですね。我々はなかなか中に

ずっといることがないので、いろいろ職員方にお話

しを伺いますと、１階にいる人方は非常に寒いと。

２階の人はまあまあ暖かいと。暖かいというか、寒

くはないという話をよく聞きます。それでこれ当然

１階から２階にかけて吹く抜け、もちろん３階もそ

うですけれども、廊下を通じて階段を通じて吹き抜
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けというような構造になっていると。その辺をふさ

ぐとか、あるいはまた玄関を今自動ドアを２枚くぐ

って中に入ります。それをもう１枚付けたらどうな

のか。そのことによって、やはり空気の流れという

のが遮断をだいぶされると思います。それと１階と

２階に間仕切りをがっちり付けると。そういうこと

によって、やはりかなり暖房費それと合わせて電気

料用ですか、そういうのもかなり削減ができるので

はないかなと私なりに簡単に考えているかもしれま

せんが、そういうことがやはり長年にわたって積算

すると、そういう設備投資をしても数年後には元が

取れるのではないかと。 

ちなみにやはり非常に燃料費の高騰というのはこ

こ数年高値で安定しておりますし、今後もやはり今

までは電気料も原発の関係が今大きな問題になって

おりますけれども、電気もやはりこれから高値でい

くと。燃料についてもいろいろな世界的な情勢から

まだ高騰はするのではないのかと。 

そういう意味からでも非常に貴重なエネルギーを

やはり使用しているわけですから、それをやはりい

ろんな形でやっぱり減らしていくという努力は必要

ではないのかなと。 

それともう１つ。この清掃に関しましてもやはり

人件費という部分が大半だと思うんですよ。それを

やはり職員方もこれだけたくさんの職員がいるわけ

ですから、みんなでやれば５分か１０分で終わるよ

うな仕事でも１人でやると何時間もかかるというの

が清掃、というのは村の関連施設としてというか、

村民の施設として病院などもありますけれども、あ

と学校そういうところもありますけれども、やっぱ

り村も何というのですか、学校とかそういうところ

は先生方が授業に出られる、いろんな現場の業務も

ありますけども、やはり一番この事務所にいる率が

多いのは役場の人方で、課あるいは１階と２階でも

かなり人がおりますし、いろんな出張だとかそうい

うものも入っても私はその朝の５分か１０分くらい、

ちょっと皆さん方の力を借りれば、もっとその清掃

に関する人件費も縮減できるのではないのかなと、

そんなふうに考える一人ですけれども、その辺につ

いてどのように考えているのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの管理費の削減

ということでの質問に対してお答えいたします。 

先ほど答弁いたしました委託業務にあっては、点

検内容を精査し点検回数を減らすなど、必要最小限

の点検内容で契約を締結しております。 

また、村有施設において同様の委託業務と抱き合

わせることにより、村外からの業者が点検のために

訪れる費用を１日にすることで経費の削減を図って

いるほか、清掃業務にあっては作業時間を当初の半

分としたり、会議室等の清掃を職員で行うなど、さ

らにカーペットを敷いている部屋の清掃については

毎年実施していたものを隔年実施とするなど、委託

経費の削減に努めてまいりました。 

その他庁舎に係る光熱水費についても、照明の蛍

光灯を間引きしたり、退庁時に窓からの放熱を抑え

るためカーテン等を閉め、さらに暖房パネルの温水

循環を午後６時から翌朝６時まで停止するなど、経

費の削減に努めております。 

また、役場庁舎も築１９年が経過し、機械設備等

も老朽化が進んでおりますことから、今後改修が必

要となってくるであろう機械設備等については経費

削減になるようなシステムの変更も含め、管理費削

減に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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：いろんな形で精査を

して重複しないように、あるいはあまり使わない所

については毎年やってきたものを２年に１回とかに

するという努力はわかりますけれども、私が今言っ

たことについては言われてすぐどうのこうのという

ことにはならないと思いますが、ひとつ検討してい

ただいて、やはり考え方だと思うのですよね。みん

なでやるかやらないか。やっぱり経費をどうしたら

減るんだろうと、そういうことをやっぱり考えてや

っていくと、いろんなことがまだまだあるのではな

いのかなと、そんなふうに思います。 

それでまた検討していただきたいと、そういうふ

うに思います。 
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次に森づくり事業について。 

○議長（山須田清一君）：すいません。発言の途中

ですけれども、ここで休憩を挟みたいと思います。 

４５分まで。 

 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時４５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）：３番目の森づくり事

業につきまして質問をいたしたいと思います。 

森づくり事業の質問ですけれども、現行では猿払

村漁協女性部の皆様方が魚付林の育成をしようとい

うことで、多分私の記憶でも２０数年来継続をして

行っていると思います。 

このことにつきましては、私自身も大変敬意を表

したいと、そういうふうに思うところでございます。 

また、地域においては、浜猿払、芦野あるいは浅

茅野自治会などが周辺の地域に積極的に植林を行っ

ていたり、また近くの公園的なところの清掃あるい

は草刈り、植林などを行っておりまして、地域の皆

様方がそれぞれの目的意識を持って高くして地域づ

くりを行っていると。こういうことにも心から敬意

を表したいと思います。 

私もひとつの地域に住む人間として、森をつくる

と言うか、木を植える、あるいは自然を大切にする、

こういうことが大変この生涯にとって大事なことだ

なと、そんなふうに思う一人でございます。 

子育てを通じたり、いろんなことで体験をさせて

いただきまして、やはり地域の環境あるいはまたそ

ういう村全体の環境も鑑みて、やはりこの猿払村は

最初にホタテが発見されて、多くの人方が先日も村

長の行政報告にもありましたけれども内灘の人方が

先陣を切って来られて、そのあと本州各地あるいは

道内からもまた次々と移住者が来て、しかしちょう

ど戦前の昭和１０年代ですか、大変私のおふくろも

よく言っておりましたけれども、浜鬼志別から鬼志

別の高等小学校に通う間にはなかなか昼間でもお日

様が見れなかったというようなくらい本当に森林だ

ったそうでございます。 

しかし、その後やはり戦争という形の中で、どん

どんどんどん伐採が進みました。 

それから戦争が終わっても、奥地の方までやはり

どんどんどんどん切ることだけが進んでいったとい

うのが実態でございます。 

ただ、切った後にやはりここの今現在主産業にな

っておりますが、酪農業が農家の方々がいきづきま

して、しかし今現在でもやはりかなり切り過ぎだと

ころは植林も進んでおりますが、やはりその水の涵

養林と言うのですか、そのことだとか、やはり今こ

こへ来て非常にエコ、やはり森林の持つ意味という

のは大変大きなものになってきていると思います。 

私が考えているよりも先に、非常に地域の皆様方

の方々の方の中でそういう運動も進めてこられてい

る方々もたくさんいると。これを村全体としてひと

つ取り組んで、最初から大きなことはできませんが、

やはり何か村としてこれを取り上げて、村のひとつ

の何本かのうちの柱の一番最後の柱でもいいですか

ら、そういう柱に育てていくようなこの森づくり事

業というのはできないものだろうかと。こういうこ

とがやはり村全体で取り組む、あるいは今地域の方

々が先んじてやっている、そしてまたそういうこと

が次の世代を担う子ども方の代につながっていけば、

森もやはり本当にその植林をして、その木が有効に

役立つ、次の製品になるというまでにはやっぱりこ

の辺だと大変気象条件も厳しいようでございますか

ら、やはり１００年という形の中で次に役立つもの

ができてくると。そうしたら親子３代くらいに渡ら

ないとできないと、そういう大変気の長い気の遠い

ものでありますけれども、少しずつでもやはり年限

が経過いたしますと一定のものを、あるいはまたそ

こにいろんな地域の人方の気持ちの結びつき、そう

いうものも協力するとか、いろんな形が出てくるの

ではないのかなとそういうふうに思いまして、敢え

て何と言うのですか、あんまりぱっとした事業では

ありませんけれども、心の中の節になる事業ではな

いのかなと思いました。 
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村長さんの考え方をひとつお聞きをしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

議員の言われるとおり、漁協女性部の皆様が平成

２年より上猿払にある村有地に植樹を計画的に行っ

ておりました。 

また、浜猿払自治会を始め各自治会におかれまし

てもお子様からお年寄りまで地域が一体となって植

樹が行われております。ご協力をいただいておりま

す漁協女性部、各自治体の皆様には心より感謝を申

し上げるところでございます。 

ご存知かと思いますけれども、森は海の恋人とい

う言葉がございます。 

気仙沼の牡蛎とかホタテを養殖をしております漁

師の方が最初に言い始めた言葉でございます。植樹

運動促進のきっかけともなった言葉でございます。 

この漁師の話は小学校の教科書にも載っておりま

すので、たくさんの方がご存じだと思いますけれど

も、この本の中で述べられている森と海の関係が当

然ながらこの猿払村にも当てはまるわけでございま

す。 

私も数年前まで商売をやっておりました。よくバ

イヤーに問われました。猿払村はどうしてホタテが

そんなに獲れるのかと。そのときには必ずこのよう

に答えます。それは猿払村はホタテにとって、とっ

ても住みやすい場所だからでございます。 

本日、専門家が２人おりますから、ちょっとしゃ

べりにくいのでございますけれども、海底がバラス

原と言われる小砂利層になっているということ。そ

してもう１つは植物性のプランクトンが大量に発生

するということでございます。こう答えると、バイ

ヤーは納得するような顔を、納得をしていただける

んですけれども、次に必ず同じ質問が来ます。どう

して植物性プランクトンが大量に発生するんですか

と。その答えが先ほどの物語の中に入っているわけ

でございます。植物性プランクトンの餌であり養分

は農業の肥料と一緒で窒素でございます。窒素は海

の中にＮＯ３、硝酸塩として存在しているわけでご

ざいます。この硝酸塩を化学反応して窒素を取り出

すためには鉄が必要です。その鉄は海の中では大抵

酸素と結合いたしまして酸化鉄になっておりますが、

酸化鉄は粒が大きくてプランクトンの細胞層を通ら

ない。だからプランクトンの養分にはならない。し

かしそれを通す鉄がある。その鉄は森林で作られる

わけですね。森林の中の、猿払全体の８０パーセン

トを占めている森林において葉っぱとか樹木とか腐

食するときにできますフルボ酸というものが発生い

たしまして、それと鉄が結びついてフルボ酸鉄とい

うものになりまして、これは非常に粒が小さくて、

プランクトンの細胞膜を通りプランクトンの餌にに

なるわけですね。このフルボ酸鉄が地下水を通り、

川に入り、猿払村の６つの川を通って海に注がれる

と。その中で植生プランクトンはフルボ酸鉄を体の

中に取り入れて、そして海の中にある硝酸塩と化学

反応を起こして実相をつくり出し、それによって活

性化し、そして植物性たんぱく質が大量にできると。

その植物性たんぱく質を食べて大量のホタテができ

ると。これがストーリーではなくて、これはもう学

問的に証明されております。 

したがいまして猿払のホタテは猿払の森がつくっ

ております。 

森を育てることはホタテを育てることになります。 

地域の資源は地域のもの。みんなでそれを使って

地域を伸ばそうという私の考えともまさしく一致い

たしますので、これは村にとっても大変な事業だと

思いますし、さっきも議員ぱっとしない事業だとい

う、ご自分で言いましたけれども、とんでもなく大

変な事業だと私はこの提案を重く受けとめていると

ころでございます。 

実はちょっと話は飛びますけど、来年開村９０周

年を迎えます。これから企画課などを通しまして来

年のどのような企画を行うか検討しているところで

ございます。その際の１つの大きな柱として村民の

記念植樹を行うことも検討したいなと、今この質問

を受けて思ったところでございます。 

そして議員の言うとおり、できれば継続して行っ

ていければよろしいかなと考えております。 

以上でございます。 
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○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今村長から大変先代

の宮城の方の森の恋人のお話しまでいただき、また

そのホタテの生態の、科学的に証明されているとは

言え、やはり私もちょっとそういう簡単に森がやっ

ぱり豊かなことで、きれいな水が出て、その水が海

へ注いで、そこにプランクトンもたくさんいて、そ

れが猿払の浜の活気を呈していることだということ

は考えていたんですけど、大変詳しい説明もつきま

して、またぜひ参考にしたいと。 

それで来年の９０周年の１つとしてこれから検討

していきたいという言葉をいただきました。 

次の質問にもちょっとつながるんですけども、や

はりこういういう事業に地域が加わり、地域がいろ

んな形で関わるということにつきましては、やっぱ

り子どもたちもお手伝いをいただかないと私は繋が

っていかないというような考え方を持っております

し、今現在も学校というのは地域の１つの宝であり

まして、そしてそれぞれに学校環境の整備というこ

とで学校の中でやはりあの周辺にいろんな形で記念

の時がありましたら、やはり植樹とかそういうのを

しておりますし、そういう点について学校教育の中

にこの森づくりというのはどういうふうに関わって

いるのかということを、できたら教育長に一言この

事業について、あるいは森づくりと学校という形で

ひとつコメントをいただければなと思いますが。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：学校教育の中で森

づくり活動といいますか、そういったところの関わ

りについてのお尋ねでございますけれども、各学校

は当然自然環境問題というところが非常に子どもた

ちの学習の中でも重要な位置を最近占めております

ので、そういった視点から地域の方と連携をした学

校の周りの植樹活動、これは積極的に各学校が関わ

っているというふうに私も理解をしておりますけれ

ども、森林の効用というところについては村長が非

常に猿払村にとってというところで、非常にわかり

やすくお話しをいただきました。 

このことはやはり子どもの中にも、子どもたちに

も伝えていかなければならない、理解をしてもらわ

なければならない非常に教育的な意味があるんだろ

うというふうに思っています。 

地球温暖化はもちろんですけれども、土壌の保全

機能だとか、水源の涵養機能だとか、あるいは快適

な環境形成をする、そういった機能あるいは大気浄

化をするという機能、私もそれから子どもたちも春

先に山に行くということも必ずあり、経験をしてい

るわけです。 

子どもたちも学校の中でもそういった取組みもあ

るわけですけれども、やはり森林の体感をするとい

う、そういった効用を体感をする場というのはたく

さんあって、それから王子の森、そして王子製紙が

取り組んで、猿払村と関連をして取り組んでいただ

いているイトウの保全協議会こういったところも含

めて、猿払村の良さ、森林の良さ、そういったもの

を学校教育の中でも先般昨日お話しをしました副読

本の話題も絡めて、きちっと学校の教育の中でも先

生方と相談をしながら子どもたちに位置づけていき

たいというふうにも考えます。 

森林というところから少し話が広がりましたけれ

ども、是非子どもたちの教育の中にも森林の大切さ、

重要性について知らしめ学んでいただく教育を進め

てまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：教育長に突然ふりま

して、子どもたちがそういう形で常日頃学校行事、

あるいは地域行事の中で、やはりそういう形で森林

に関わっていくと、そういうお話しを聞きましたし、

またそういうことが河川の浄化できれいな水につな

がって、猿払村にはイトウという魚がおりますし、

保全をされている熱心な方々もいらっしゃることも

敬意を表したいと思いますし、そういうことがやは

り環境の回復とともに猿払村の環境は将来も保全さ

れていくようにひとつ願いを持っている一人でござ

います。 

次に、マイチェアの作成ということでお伺いをい

たしたいと思います。 

先日の東川町の議会の方の視察で、中学校の１年

入学時に、全員にマイチェアを作成して１個ずつで
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中学校３年卒業時にはそれを自分の物として家に持

って帰っていいんですよと、そういうものをやって

いると。そうしたら大変３年間いろんな形で教室か

ら何か行事があって屋体へ持っていく、あるいは外

で使う場合もあるのかもしれませんが、いずれにし

ても生徒がそういう教室以外で使うときには自分の

マイチェアを持っていくんですけれども、前はやっ

ぱり自分のものでなくて学校のもので、そういうも

のだとやっぱり多少破損するものが出てくるそうで

すが、大変大事に使って、そして中学校３年生の卒

業時には自宅へ持って帰って、それが非常に思い出

の品になっていると、そういうお話しを聞きました。 

そんなことで、ふと私も思い出しまして、なかな

かいいことだなと。しかし、お金のかかることでご

ざいますので。 

ただ私も村長もちょうど子どもさん方が中学校在

籍中はＰＴＡ会長として活躍されたという話も聞い

ております。 

私も少し村長より５年か１０年くらい前ですか、

中学校の方もちょうど会長という立場にもありまし

たし、その折に当時の校長先生から何かちょうど給

食を挟んで、そしたら給食をとりますかということ

になって、ＰＴＡの役員５、６人くらいで給食を挟

みながら、そしたら学校の中をずっと回ったのです

けれども、会長ちょっとこれ見てくださいという話

しになって、こんな大きいこのぐらいの高さのダン

ボールの中に上靴ですね。履けるもの。これはだれ

か持ち主がいないのかと言っても、持ち主が誰も取

りに来ないと。そんなダンボールが２箱くらいあっ

たのですよね。中にはちょっと傷んでいるものがあ

ったのですけど。 

丁寧に物を大事にする心というのが、どういうこ

とになったら、我々も逆に言ったらこのごろは少し

物を大事に使っているかもしれませんけれども、な

かなかそういうものが、今は逆に物が溢れ出して数

十年経っておりますけれども、我々の子どものころ

は本当に野球のグラブもやっと来たなと思ったら新

品ではなかったというような時代でございまして、

キャッチャーやっていたんですけども、マスクは買

っていただけなかったみたいで、よく額にボールが

当たったりして、そういう思い出がありますけれど

も、子どもとの教育の中で今最近はあまり外では遊

ばない、またゲームですね。それに非常に先生方も

対策に苦慮していらっしゃる。そのイタチごっこの

ような悩みでもあるように聞き及んでいます。 

そういった中で、何かそういう物を大事に大切に

あるいは大事に使わない、何かそういう手立てにな

るものがないのかなと、そんな思いをいたしまして、

森づくり事業と心の中はひとつの同じことではない

のかなというような気がいたします。 

逆にやはり木というのは、椅子というのは木製の

チェアでございますから、それの元になるものはや

はり森林で風雪に耐えて長年やってきたものをやは

り何十年もあるいは何百年と申しますかね、そうい

うものをやっぱり持ってきて、いろんな技術で木が

加工されて、それが椅子になるということが繰り返

し、そういうことがマイチェアになると大事にする。

しかし学校のものだとそこまでは大事にしないけど、

粗末ではないかもしれませんけど、マイチェアほど

大事にはしないと。ですけどマイチェアは大事にす

るということの、そういうことが繋がっていけるよ

うな、あるいはいくようなそういう方策もひとつあ

るのではないのかなと、そういうこともちょっと自

分なりに感じておりますし、東川町の方では大変子

どもたちがそういう形でもう結構続いているみたい

ですので、最初にもらった方々はもう当然社会人に

なっているようでございますが、そういう人方の中

でもやっぱり自分の家にはマイチェアが残って、そ

のこともクラス会とかそういうときの話題になるよ

うでございます。 

猿払村としてこういうことが、別にマイチェアで

なくてもいいですけれども、何かそういう考え方、

それに物を大事にするそういう心につながっていく

ものはないのかなと、そんなことで質問をいたして

おります。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：議員にお答えをし

たいと思います。 

東川町のマイチェアの作成ということに関連をし

て物を大切にする、そういった取り組みが何か猿払
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でもという、そういうご提案だと思います。 

物を大切にするという、そういった気持ちになれ

るというところが非常に大事なところだと思います。 

なぜ大切にしなければならないのか理解を子ども

たちが身をもってできるという、これが非常にポイ

ントなんだろうなというふうにお話しをお伺いをし

て、そう思ったところであります。 

東川町のマイチェアのことについては、私も情報

としてはお伺いしておりましたけれども、議員のご

質問がありましたので、改めて確認を詳しく情報を

いただいていましたけれども、平成２２年に唯一の

東川も拓心中学校と同じ唯一の中学校ひとつ、東川

中学校ひとつだそうですが、全校生徒約２７０名分

の机と椅子を旭川にある東海大学の芸術工学部に設

計を依頼をして、そして町内の木工業者の製作によ

って平成２２年に約２２００万円の経費をかけて作

成をして導入したということのようでして、今年度、

平成２３年度からは新１年生の椅子だけを毎年順繰

り更新をしていくと、こういう取り組み内容でござ

います。 

この事業の目的をよくお伺いをしてみますと、や

っぱり天然の木が持つ美しさだとかぬくもりを、そ

の子どもたちに感じてもらうと。それによって物を

大切にするいわゆる気持ち、情操教育に役立てたい

と、そういったねらいがやはりそこにはあったと。 

もうひとつは、木工と家具の町ですから東川町の

その地場産業の活性化も意識をした取り組みだった

ようであります。 

冒頭でお話しをさせていただきました、その物を

大切にするという、なぜ子どもたちがそういう気に

なるのかというところをやはり私はポイントだなと

いうふうに関心をさせられましたけれども、地場産

業だとか地域資源を村もやっぱり活用した子どもの

育成連携、これがやっぱり子どもたちだとかあるい

は保護者の方々も含めて地域の良さだとかそういっ

た力を伝えていくということが子どもたちにもそう

いう気にさせる事業にきっとなっていくんだろうな

というふうに、議員のご質問・ご提案をお伺いしな

がら考えたところです。 

教育行政執行方針でも猿払村をフィールドとして

子どもたちを育成したいという趣旨を私も述べさせ

ていただきましたけれども、まさに合致をするとこ

ろなんだろうなというふうに思っています。 

東川のマイチェア同じ形、同様の事業を具体的に

進めていくということを、構想は正直今時点で持ち

合わせておりませんけれども、昨年漁協青年部の方

々が猿払の海で漁獲をされた、あるいはその海に生

息をしている魚介類等を３年越しで写真に納めて、

そして１５５種類を選定をして、海の生き物たち図

鑑ということで作成をして、下敷きを作成をして村

内の全児童生徒に寄贈してくださっております。 

これはこうした取り組み、産業と結びつく、そし

て地元の良さを伝えるという、そういった事業を漁

業青年の方々が取り組んでいただいた大変すばらし

いことだというふうに私感じておりますけれども、

きっと子どもたちはこの下敷きを大事に使っている

んだろうというふうに思います。あるいは使わない

で飾ってあるのかもしれません。大事にですね。 

こういった取り組みをぜひ地域や団体やそういっ

たところのアイディアもいただきながら子どもたち

の健全育成に教育行政としても連携をしていきたい

というふうに考えております。 

よろしくどうぞお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今教育長から答弁で、

私ももっと続いているものだと思いましたら、ちょ

っと私の聞き違いで、去年２２年度ですか。東川町

で詳しく調べていただきましたので、私の方がちょ

っと少し推測をした質問になってしまったことを、

ここでちょっとお詫びをいたします。 

漁協青年部の魚介類の図鑑の下敷きですね。今初

めて私もお聞きいたしました。大変何か心暖まるこ

とでございます。ぜひまた新しい生徒が入って来た

ときにそういうのが継続していただけると、またい

ろんなことで気持ちが和んだり青年部方の気持ちが

伝わるのではないのかなと思いまして、継続される

ことを期待するわけでございます。 

そのマイチェア作成につきましては、マイチェア

でなくても別にいいのですが、やはり１つは心の中

にそういう外で遊ばないと。また物を大切にする、
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そういうことがやはり何かのきっかけで改善されて

いけばなとそんなふうに思う一人でございますので、

こだわりはありませんけれども、やっぱりそういう

ことの中で何かまたヒントになることが我々もある

と思いますし、また教育をやっている中でそういう

ヒントあるいはそういう方法がまた出てくればそう

いうものを大事にやっぱり育てていく、そういうこ

とをそして継続していくということがやっぱり教育

の一番の真髄であると、そういうふうに考えており

ますので、ぜひ継続をしていただきたいなと思いま

す。 

次に、５番目のふるさと給食についてお尋ねをい

たしたいと思います。 

給食の中身というのは、私どもはなかなかわかり

ませんけれども、中には村産品、ホタテですとか、

アキアジですとか、イカですとか、サンマですとか

そういう産品が当然入った給食もそう多々ではない

とは思いますが、時々そういう形で出ているんだろ

うなと。 

ちょっと紹介できれば紹介をしていただきたいな

と思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：それではお答えを

いたします。 

猿払の食材等が給食の中でどんな形になっている

だろうかというご質問のようにお受けをいたしまし

た。 

現在給食センターで提供している給食でございま

すけれども、さるふつ牛乳を週２回飲用をしている

と。平成２２年度に週１回だったのですが、平成２

３年度から２回に増やしたという状況があります。

飲用で利用してのほか、スープだとかグラタン、あ

るいは蒸しパンなどにも利用しておりますし、それ

からホタテも使わせていただいていますが、干し貝

柱、玉冷そしてむき身を用いてホタテご飯、カレー、

ラーメン、シチュー、バター焼きあるいはあんかけ

など多数のメニューを給食の中で揃えております。 

さらにサケ・マス・毛ガニ・ツブ・タコ、こうい

ったものを使ったメニューは１０数種類あるという

ふうに給食センターからも報告を受けておりますし、

ちょっとユニークなのは、噛み噛みの日と称して歯

で噛む噛み噛みの日と称して、みみくんをそのまま

食べると。そういうメニューも実はあるという状況

であります。 

状況としては、以上になっています。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今牛乳とその牛乳を

使ったメニューですね。それからホタテを使ったメ

ニュー、また、サケやその他ツブとか、それからみ

みくんですか。噛み噛みの。 

たくさんあるようでございますが、私も先日地域

で９０歳になるおばあちゃんが亡くなったんですよ

ね。そしてお悔やみに行きまして、またまたちょっ

と仮通夜に行って、夜だったんですけれどもサンマ

の煮つけが出てきたと。とってもおいしかったので

すよね。 

そしてその次の日の今度通夜が終わって、我々も

役員だったものですから残ったら、今度はイカの本

当にやわらかい酢味噌和えが出てきたんですよ。 

やっぱりお手伝いの方々の中で、地域で超ベテラ

ンのお母さん方というか、今お孫さんもおりますか

らお母さんではないと思うんですけど、そういう方

が主体となって作った料理だったんですよ。とって

も懐かしく、そしておいしくいただいてきました。 

こういう技術をもう長年に蓄えて技術を持った人

方、そういう味というのが本当にこのふるさとの味、

おふくろの味だと思うんですよ。 

そのようなものを給食センターではどのような形

でこの地場産品を使っているのかなと、そういうふ

うに単純に、疑問に単純に思ったんですけれども、

こんなおいしいものをまたできたら、このイカの酢

味噌和えも非常にやわらかい、そしてそういうもの

がやはりこのふるさとの味として、おふくろの味と

して各家庭で今ちゃんとうまくできているのかなと、

あるいはまた給食センターでも大量に作る、それと

やっぱり時間的に短い時間で要求されるということ

から、やはりそういう少し手の込んだものができて

いるのだろうかなと。できればそういう長年積み重

ねた技術もやはり給食センターの方々の中の方でや

っぱり地域にそういう人材の宝と申しますか、そう
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いう方々もいらっしゃるわけですから、技術的に習

うこともやっぱり可能ですし、そして何せやはり原

料がちょうどサンマもイカも秋になれば大量に獲れ

てコストも非常に安いですし、ただ手間はやっぱり

ちゃんときっちり下ごしらえをしないと、やっぱり

地場産品というのはそこまでもありますし、そうい

うことが取り入れて、今給食が成り立っているのか

なと、そんなふうにそのこともひとつ必ずしもイカ

の酢味噌和えとサンマの煮つけとは申しませんが、

そういうのもレパートリーも増やしていく中で、そ

ういうものをこれからやっぱり技術と、それとその

食材の取り込み、そういうものが可能なのかどうな

のかなということをもう１回お伺いをしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：今、他にもいろい

ろ食材がありそうだよというご提案、そしてメニュ

ーをもっといろいろ工夫ができるのではないかとい

う、そういったご指摘をいただきました。 

猿払村の食材、前段でお話し申し上げましたけれ

ども、海のもの、そして酪農のいわゆる牛乳を使わ

させていただいていますけれども、更なる地産地消

ということもやはりまだまだ考えていかなければな

らないというふうに思っていますが、従来活用して

いる食材の関係では、先月教育委員長それから職務

代理それから給食センター所長とともに漁組の組合

長の方を訪問して、そして例年、学校給食用に実は

ホタテをご提供をいただいておりますので、そうい

ったお礼と平成２４年度増量のお願いをいたしまし

て、理事会にお諮りをいただいて、先般快くご了解

をいただいたところですし、牛乳の方もこれは中山

間直接支払交付金事業と猿払村酪農振興会連合会か

らのご支援をいただいて、１回から２回にまた週の

提供回数を増やさせていただいたという状況であり

ますけれども、これも継続して、学校給食の方に何

とかさるふつ牛乳を使っていきたいというふうに考

えています。 

新しいそういった食材の関係でいいますと、やは

り隠れた食材といいますか、そういった発見あるい

はメニューの開発という部分では、議員がおっしゃ

られた、いわゆるおばあちゃんの技術だとか指導と

いうことを含めていろいろ工夫ができるんだろうと

いうふうに思っております。 

調理のご指摘があった時間の問題とか、処理に要

する時間の問題下ごしらえの関係、それから昼食と

して提供するものですから、その時のそのカロリー

計算の部分だとかいろいろハードルはありますけれ

ども、しかし例えばおばあちゃんのそういった技術

を取り入れるということをもう少し具体化をすれば、

猿払の子どもたちの学校給食に取り入れてほしいメ

ニューだとかそういったものの例えば募集だとか、

ちょっとしたコンテストみたいなものを考えること

が可能なのかなというふうに思っております。 

給食センターの栄養士、これは栄養教諭を兼ねて

いますけれども、学校の方で食育指導も含めて地場

産の食材を使っているということも含めて給食指導

をしているわけですが、この栄養士にも担当者にも

給食費の保護者の方々、ご父兄が負担をしている給

食費でありますので限界がありますけれども、その

中で可能な限り地元の食材を使ったメニューをもう

少し増やす工夫をしようやということで担当の方に

も指示をしておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今教育長から今盛ん

にそういう努力をしているところだということと、

更なる隠れた味ですか、猿払産品の味そういうもの

も探していきたいと。 

それとその技術ですね。それも学ぶ機会も持ちた

いと。そういうことでございましたので、ぜひ前向

きに進めていただきたいなと。 

ちょっと私事の話になりますけれども、先日孫が

給食のおかわりをしているお話しも聞いております

ので、大変おいしい給食だとそういうふうに私も考

えておりますので、今後またさらなる精進をお願い

をいたしまして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：昼食まで時間もあります

ので、一般質問を進めてまいりたいと思います。 

次に５番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは質問通告書



  －17－ 

に基づきまして、１項目７点について質問いたしま

す。 

保健福祉についてお尋ねいたします。 

本年度から団塊世代といわれる１つの塊りですね。

年齢層の塊りが非常に多い歪みを持った世代の塊り

の層が６５歳を迎え、介護や医療がより多く必要に

なってくるのは、だいたい７５歳からといわれてお

ります。 

国が団塊世代が７５歳となる１０年後の財政状況

を見据えた中で、医療や介護の効率化だとか重点化

を図っていくと、そういう方向を示しながら、医療

から介護、施設から在宅へシフトして行くというこ

とを明らかにしております。 

４月から介護報酬の改定もなされます。また、今

年４月以降３年かけて、新たな体制で障害者の相談

支援事業制度が実施されることになっております。 

しかしながら、これら制度の陰では、札幌でもマ

ンションで四十代の姉と障害のある妹が孤立して孤

立死をした問題だとか、釧路で１月に老夫婦が病死

をして発見が遅れていたという実態。そして老老介

護、孤独死、無縁社会、今年の豪雪による高齢者の

雪による事故死、過去最高。そのうちの犠牲者が高

齢者が８０％以上という状況であります。 

生活不安や生きがい、引きこもり、生活弱者にお

ける課題は限りなく複雑多岐にわたっております。

その対策は猿払村に限らず全国で重要な課題として

位置づけされていることは共通な認識だと思います。 

そこでお伺いいたしますけれども、高齢者が住み

慣れた地域で少しでも長く暮らせるよう在宅支援を

充実するという目的で、２４時間地域巡回型サービ

スを柱とした介護報酬改定がなされたところであり

ます。 

これまでの訪問介護の多くは、一定時間をかけな

いとサービスとみなされない、報酬に反映されない

仕組みで、採算がとれないから採算のとれないとこ

ろは除外していこうと。報酬の高いところだけに手

を出していくと。そういう傾向が見られます。 

事業者が、短い時間日に複数回訪問するのは非常

に今までの制度では難しかったのですが、新しい制

度では月決めで定額の使用料を払えば５分でも１０

分でも短時間ケアで日常的に受けやすくなる、必要

なとき必要なサービスを提供する介護保険本来の趣

旨というふうに私はこれは理解します。 

しかし、実態は猿払村における２４時間地域巡回

型サービス、この事業推進は、非常に面積が広大、

地域が分散している、猿払村の地域性を考えると非

常に困難だと、これは否めない事実であろうと。 

厚生労働省も、介護報酬の改定をしたからすべて

が解決されるんだというような位置づけはされてい

ないだろうというふうに私は思います。その中で、

やはり厚生労働省でも、３年間この制度改正でどう

変化していくのか疑心暗鬼だと、そういう報道もな

されております。 

ということで、この介護制度、介護報酬改定によ

って施設から在宅へ、この制度改正によって猿払村

が劇的に変化していくようなキーワードとなり得る

のか極めて疑問でありますけれども、村の認識と対

応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）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

村といたしましては、この２４時間対応の定期巡

回サービスを提供できる体制は、今のところ整って

おりません。 

現在村でこのサービスを利用できる要介護３から

要介護５までの方につきましては、長期ショートス

テイの利用及び施設系サービスの利用となっており

ます。 

村の在宅ケアはホームヘルパーの１時間や、１時

間半といった、まとまった時間で身の回りの世話な

どの家事援助の利用者しかおりません。 

村でこのサービスを創設しようとした場合、事務

所を設立し、職員を確保して、起床介護、昼食介助、

服薬介助、水分介助、就寝介助、深夜の排泄介助な

ど、１日に数回定期巡回訪問をしていかなければな

らないこととなっており、現時点では難しいと考え

ておるところでございます。 

しかしながら、今後利用対象者が在宅介護を希望

する場合もないわけではありませんので、それに代

わるサービスとして執行方針でも述べておりますが、
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小規模多機能型居宅介護と訪問介護など複数の居宅

サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供

する複合型サービスの検討をしてまいりたいと思っ

ております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：猿払村にとって需要

と供給というバランスの問題もございます。地域性

の問題もございます。非常に事業展開については難

しいと承知しております。 

しかし、この課題があまりにも多い。こういう制

度改正で国はどんどんそういう流れで進んでいくと

いうことについては、これは我々理解しなければな

らない。 

しからばどういう形がいいのか。猿払村でのオリ

ジナルでの施策というものは、だから大切になって

くると私は１２月の定例会でもこの質問をしており

ます。課題が多過ぎると言いながらも、在宅で介護

する家族だとか受ける側にとっては非常に夜間の緊

急時について対応してくれたり、実にありがたい制

度だと私はそう思います。 

しかし、そういう地域実態にない非常に悲しい現

実ではございますけれども、これについて保健福祉

課長にちょっとお伺いしたいのですけれども、地域

包括センターで会議というのがありますね。昔私が

やっていたころは、サービス調整会議ということで

何回か出たことがありますけれども、そういう会議

等でどういう議論がなされたかという経過がござい

ましたら、ちょっとお話ししていただきたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（伊藤浩一君・登壇）：この地域支

援会議につきましては、月に１回必ずうちの地域包

括支援センター、それから健康推進係それと消防支

署、それからやすらぎ苑という形の職員を集めた中

で、月に１回それぞれのケアマネージャーが要介護

だとかそういうものを認定をするためのいろんな会

議をしております。 

また、いろんな形でのそれぞれ訪問のところがう

ちの方からやすらぎ苑の方に委託している部分もあ

りますから、そういう老人だとか、うちの包括支援

センターの方で訪問している老人等もありますし、

それから消防の生活安全係として、いろいろお手伝

いをいただいてるところもありますので、そういう

ことの情報交換も含めて検討しております。 

ただ、中身についてはなかなか個人情報の関係も

ありますので、詳しくは申し上げることはできませ

んけれども、月に１回そういう横断的にいろんな形

での情報交換をしている限りでございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：この報酬の改定によ

って、どういう形で猿払村の介護保険制度も含めて

介護の方向が劇的に変わっていくということを期待

できないというふうに私は何か今の答弁で感じたの

ですけど、であるから猿払村独自のサービス計画と

いうものはより手厚いもので、それに代わるものに

替えていかなければならないという、そういうこと

をまず今後期待していきたいと思います。これは福

祉担当だけで考える問題ではないと。地域も一緒に

なって、これについて立ち向かっていく必要があろ

うかと思いますので、今後そういう方向で私も含め

てそれなりに提案して考えていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

次に、やすらぎ苑の増床について、昨年の１２月

に一般質問いたしました。 

そのときに庁内の高齢者福祉対策会議の結論で緊

急性が薄いんだと答申されたというふうに村長答弁

いただきました。その緊急性が薄いんだという総括

された根拠というのですか、内容。なぜ今必要ない

のか。急がれないのかという部分。私は増床すべき

だという立場でどんどん進んで言っているわけでは

ないということを誤解しないで聞いていただきたい。

私は急がれないんであれば、何らかの方策をやはり

きちっとあるんだろうと。その上で緊急性について

は今のところないと。したがって重点的にこういう

形で進んでいくんだと、そういうものが実はほしい

んです私。考え方として。 

そういうことも含めて、言ってみれば包括ケアで、

したら、増床はできないけどどういう形でうちらの

サービス展開していこうかと。そういうことを出し
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ていただきたいのですね。 

そして、その行程はいつごろまでにどうするんだ

というものも、やっぱり話されての話しなのか、そ

れをお伺いしたい。 

それと今先月ですか。これも北海道新聞の報道に

ありましたけれども、全国の特別養護老人ホームで

おむつに頼らない、そして自立した排泄をしてもら

う取り組みが広がっていると、そういう報道がなさ

れております。非常に難しいことだろうと思います

けど、やすらぎ苑での実態もちょっとお聞きしたい

と思います。 

２点について、よろしく。 

○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。 

まず最初の、やすらぎ苑の増床について緊急性が

薄いと総括した根拠と、会議で議論された施設増床

に代わる包括ケアの具体策及び行程ですが、まず会

議の内容といたしましては６つのテーマを掲げて協

議検討してまいりました。 

まず、施設サービスの現状と待機者数などを確認

し合った上で、１つ目としてデータの分析による要

介護者数と施設サービス利用状況。２つ目として、

将来のサービスのあり方。３つ目として、やすらぎ

苑の増床シミュレーション。４つ目として、認知症

対応グループホーム建設の検討。５つ目として、高

齢者向け公営住宅の検討。６つ目として、村におけ

る施設系サービスの今後についてであります。 

以上の検討結果から、やすらぎ苑の待機者は１３

名となっておりますが、そのうち６名の方が長期シ

ョートを利用している現状でありますことなどから、

必要性が全くないとは言えませんが、緊急な必要性

があるとは断定できませんでした。 

しかしながら、現在高齢化率２２．１パーセント

が平成３１年には２７パーセントに上昇するであろ

うと想定しておりますし、毎年度介護者のニーズも

多様化してきておりますことから、この５年以内に

再検討することとしております。 

また、施設増床に代わる包括的ケアの具体策とし

ましては、訪問看護や訪問介護居宅療養管理指導な

どの充実、在宅サービス充実に向けての専門職員の

確保、ケアマネージャーによるマネジメント方法の

吟味及び高齢者住宅の増築などを掲げて取り組んで

まいります。 

少しずつではありますが、要介護３から要介護５

の方の要介護要支援認定者数及び居宅介護サービス

受給者数は昨年度と比較しまして減少しております

し、介護度が下がってきている現状にもあります。 

今後の行程としましては、高齢者福祉施策会議か

ら２年経過しておりますので、高齢者福祉施策会議

を再開し、高齢者を施設系サービスに移行させない

施策を考えてまいります。 

その１つとしまして、前段でもご紹介いたしまし

た小規模多機能型居宅介護施設につきまして平成２

４年度中に方向性をしっかりと出してまいりたいと

思っております。 

次に、やすらぎ苑におけるおむつ外しの取り組み

ですが、以前にはやすらぎ苑の実践目標として取り

組んだ経過もあり、その成果としまして実際に数名

の方がおむつが取れた方もおられました。 

しかし、時間の経過とともに、加齢と機能低下に

より、元の状態に戻ってしまうという経過をたどっ

たと聞いております。 

しかし、やすらぎ苑では、事業計画や日々の介護

の実践の中で排泄ケアの取り組みを実施しており、

失禁の軽減や清潔保持身体状況や排泄パターンに合

わせたケアの実践に努めておるところでございます。 

入所者３０名の重度化が進行していることから、

全員がおむつ・パンツ・パットを使用しております

が、うち７名の方がポータブルトイレや誘導により

完全ではありませんが、自力排泄を行っている状況

であります。 

今後も引き続きおむつやパンツに頼りきっての介

護は行わないよう、介護の質のさらなる充実に向け

てまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：ここで、昼食のため１時

まで休憩いたします。 
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     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。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：やすらぎ苑の増床に

ついて、２番について途中で終わったということで、

再開したいと思います。 

施設の待機者が１３名ということは、１２月議会

でもお伺いいたしました。需要が１３ですから増床

しても５０床にしてもまだ１３の需要に、言ってみ

れば施設のパイに追い付いていかない、それだけ必

要性がないというような数字、待機者ですね。そう

いうことでことで、これについてはわかりました。 

それで、しかしながら高齢化率の２２．１から２

７パーセントぐらいとどんどん上がる一方で、下が

る見込みはないと、そういった状況で居宅介護、在

宅介護についても減少の傾向にあるということで、

今ご答弁いただきました。 

これはいろいろセンターで取り組まれている健康

事業、こういったものは提供している効果なのかど

うなのか、このあたり分析がなされているのかどう

かまず、ひとつ。 

それと施設の増床のみでなく、いろんなサービス

展開をするとするならば、今後のサービスのあり方

はどうあるべきか。グループホームはどうなのだろ

うか。高齢者の居住環境とこういった部分もやっぱ

りきちんと見直していくと。 

小規模多機能型ということも検討していくという

ようなご答弁がありました。５年以内にこの部分は

再検討して方向性を出すということの答弁いただき

ましたから、納得できました。 

私は施設をどうしても増床するべきだという立場

では質問しているのですけれども、施設の増床に代

わるサービスの展開がきちっとなされるのであれば、

施設の増床という部分にこだわる必要はないと。 

しかし、施設に入るまたは入れるという、こうい

う状況の中ではやはり家族の絆だとかそういったも

のがどんどん失われていく傾向にあるのかなと。既

設施設という流れの中に入っていくと。そういう部

分での私は心配はあります。 

しかし、介護する側に立てば老々、年寄りが年寄

りを介護していくというそのつらさ、これを家族の

きずなだけで片付けられるのかと、そういう部分、

観点からもやはり議論していただきたいと。そうい

う方向性を見い出していただきたいという意味での

質問でございます。 

それでおむつの問題も答弁いただきましたけれど

も、何名かのおむつ外しも成功しているというよう

なことも７名が自力排泄ということでやっておりま

す。だんだん施設に入っている人の加齢が進んでき

て機能の低下をしているため、やはり身体の清潔だ

とか食事の世話精いっぱいだというようなニュアン

スに受け取ったんですけれども、全国の老人福祉施

設協議会という所がございまして全国で６，１２６

か所特養というのがあるそうです。昨年１２月の時

点で２９カ所、道内では札幌と広島だったというふ

うに記憶しておりますけれども、２か所でおむつ外

しが成功したと。施設の入居者がすべておむつを外

したと。 

これで考えてみますと。自力歩行ができない人は

おむつが安全でしょうし、介護しやすいという立場

からいえば、寝たきりにしておむつを、寝たきりは

別にしてもおむつをしてそれを取り替える方が介護

する側としては楽だという傾向もあります。 

職員もぎりぎりの人数で人手の掛かるおむつ外し

は現実的でないというそういうような押さえをして

いる施設が圧倒的に多いというふうな調査データも

あるようでございます。 

しかし、人間の尊厳に関わる問題でありまして、

これは効率だとか合理性だけでやはり考えるべきで

はないんじゃないだろうかと。やはり一人ひとりの

合ったケア、こういうことが検討できないんだろう

かと。私はそういうふうに疑問に思うわけです。 

従来、介護という部分で考えますと３Ｋと言われ

ておりました。これは皆さんが承知のとおりだと思

います。きつい、汚い、危険。そういう職場だとい

うふうに受け止められていた。 
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しかし、介護に携わる介護職員というのは、私は

ですよ、やっぱり高齢者に生きたいという思いを強

くさせる力を引き出したり、笑顔を取り戻させたり、

そういう崇高で介護の喜びや精神的な充足感、達成

感そういったものが味わえる、そういう形に表れな

い無形の価値があるんですよ。こういう現場に携わ

る職員については。すごいことだと思うんですよね。

そういう押さえが我々一般的な人間が理解してない

と、そういうところにギャップが出てきていると私

はそんな感じがするのですね。 

これはやっぱり介護する現場というのは知的労働

という、そういうふうな押さえをする学者もおりま

す。知的な労働だと。極めて質の高い知的な労働だ

と。私もなるほどそのとおりだなと思いますし、介

護する職員の側は、やっぱりプレッシャーを感じて

やはり充実した良いサービスをしていかなければな

らないというような心理的な重圧を受けるでしょう。

される側は私はもう年だからお荷物になっていると。

何かそのあたりがよく考えてみると、そういう何と

言っていいのですが受ける側があって、それを提供

する人手が介護する職員が必要なんだと。お互いが

共生して認め合って、初めて介護の現場が成立する

んだということをやっぱりきちんと職員が認識しな

ければ、楽だからおむつの方を選ぶという傾向はや

っぱり外れないだろうというふうに私思うのですね。 

しからばどうすればいいのか。やっぱり先ほども

答弁いただきました。下の世話だとか体の清潔、食

事の世話、それだけが介護ではないと。一日中いす

に座ってベットに横たわって無難に過ごさせること

が介護なのかと。私は全然そうではない。 

これは私の個人的な見解ですけれども、そのあた

り村長１つお願いがあるんですけれども、やはり介

護面までずごい仕事をやっているんですよと、皆さ

ん方は、そういう意識、それと使命感そういう考え

方を介護している職員に植えつけてください。感動

するはずですよ、必ず。結果が出てくれば。高齢者

が喜んでどんどん歯を見せてくれるように。笑顔が

出てくるような施設であれば、職員も携わっている

職員も感動します、絶対に。そういう状況をつくり

上げていただきたいなと。そのためには職員と常時

話し合うこと。直接福祉会ですから村がどうのこう

のということではないのかもしれない。しかし、村

長という立場でそういう部分、何回かやはり話し合

う必要があるんだろうと私はそう思います。 

それについて村長の考え方ともしもそういうこと

であれば、これからは私が何回か行って話し合いは

するよと、そんな決意もあればひとつお聞かせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

もちろん私就任当時からの懸案でございます。就

任当時からできるだけ現場に行くという宣言をして

おりました。 

しかしながら、残念ながら思ったより忙しいと。

正直言いまして。それでなかなか行く時間がありま

せんでした。 

ましてこの１０カ月余りは副村長もいないという

ことで申し訳ございませんが、やはり他の業務を優

先していたというのは事実であります。 

ただ、先ほども申し上げましたけれども、４月か

ら新体制になり産業振興にすべてを懸けるというよ

うなお話しもしましたけれども、それとともに現場

もよく見ると。これもねらいの１つでございます。 

今度は信頼できる副村長、そして教育長ができる

わけでございますから、もう任せるものは任せて、

できるだけ外に出て現場を見て、まずは、私がしっ

かりと把握しなければならないと思っておりますし、

これからも外の職員ともコミュニケーションを欠か

さないように努力してまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ぜひ進めていただき

たいと希望して、この件については終わりたいと思

います。 

次に、障害者の相談支援事業、相談支援専門員配

置計画、リハビリのための理学療法士の配置につい

てということでございますけれども、これまで障害

者の自立支援法という部分では、いろいろこれは論

議されております。 
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これは今回の意見書でも取り上げられますけれど

も、民主党政権は、政府は障害者自立支援法を廃止

して、障害者福祉法と、そういう流れに沿っていっ

て、いろんな形で内容を充実していくという約束を

したにも関わらず、何か障がい者の自立支援法の改

正だけでお茶を濁そうとしていると。そういうよう

なことで意見書もこれから明日提案する予定になっ

ております。 

そういうことも含めて考えて、これまで比較的重

い障害にある人を対象にしてサービス計画作成、サ

ービスの状況の確認、そういったことを比較的軽い

知的障害だとか、そういった方々にも対象を広げて

いくんだと、そういうことが自立支援法の改正の中

で謳われたと。それで４月以降、大半の事業者の指

定という部分では都道府県が指定していたわけです

けれども、これは市町村でこれを指定していけると

いうような制度になるようですね。 

障害のある人が、地域の中で自立して生きがいを

持ちながら安心してその人らしい生活、暮らしがで

きる共生社会を実現すると、これがテーマでござい

ます。 

しかし、それには当然専門的な職員の配置が必要

でございます。 

サービス計画のための相談支援事業所だとか専門

員の確保について、村長の考え方をお聞きしたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

村における相談支援専門員として、現在健康推進

係長の保健師１名を配置しております。 

この相談支援専門員になるためには、実務経験と

研修が必須条件であり、保健師では実務経験年数が

５年以上となっております。 

今後の予定といたしましては、平成２５年度に実

務経験年数を満たしている保健師１名を研修会に参

加させ、複数体制にしてまいりたいと考えておりま

す。 

また理学療法士等の専門職員につきましては、現

在、地域包括支援センターで行っている機能訓練教

室や足腰元気教室などの事業におきまして、稚内禎

心会病院から理学療法士を招聘して事業を実施して

ることもありますことから、他の専門職員も含めて

確保に向けて検討してまいります。 

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）：相談支援専門員につ

いては、いろいろな資格要件がございます。経験年

数の問題、そういった部分では今保健師では５年以

上ということです。 

私心配されるのは、あまりに範囲を広げて今の保

健師体制が何名でいるのか。そして、その体制の中

で何をやっていくのかということをきちっと道筋を

整理していかなければ、あれもこれも、あれもこれ

もすべてが半端になってしまうよと、そういう心配

なのですよ。 

今、関連で後でまたこれはつながってきますけれ

ども、その心配があるんですよね。たから、私はや

はりノウハウを持ったいろんな事業を実施している、

そういう場所があるんですね。 

だから、そういう専門的な知識を持っている人で

も配置するぐらいの意気込みでやっていかなければ、

こういうことはやはりきちっとした体制はとれない

のではないだろうかと。片手間で保健師がやって、

したら保健事業はおざなりになってしまうと、その

心配も今あとでありますから、そういうことも含め

てちょっとこの問題については問題があるなという

ふうに思います。 

それで私は今なぜそう言うかというと保健師が５

年以上の資格を持っているから資格を持っていれば

いいんだということではないということですよね。

私はそう思うんですよ。障害者の就労計画だとか支

援をどうするのか、日常生活の支援はどうするのか。

知的障害者授産施設の計画をこう立てて、こういう

ふうに猿払村でやっていこうや、共生型施設はこう

いう計画をして、こういう体制で村はやっていこう

やという、そういう積み上げからもうやっていかな

なければならないですね。 

今いる何人かの障害者に対してのいろいろな相談

事業を単純にこなすという考え方では意味はないの
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で、そういう部分でこれについては村長に再考を私

は求めたいと思います。 

それと合わせてですよ。これがすべて単独の自治

体で完結できる問題ではないと私は思います。いろ

いろな部分と、そのために定住自立圏構想がありま

す。私たちには猿払村にはいかんせんそういうこと

に秀でている人材が私を含めて夢はあってもなかな

かそれに向かっていくだけの資質がない、つらい、

早くやりたい、ノウハウがない、そういう思いを持

って、つらい思いをしているのも結構あると思うの

ですね。だから他の町村と抱き合わせて、いろんな

ことを事務事業をこうやっていこうと、ノウハウを

活用しよう、そういうこともやはり視野に入れなが

ら展開していっていただきたい。 

これは村長要望という形で終わりますけれども、

稚内市や豊富町、いろいろやっているでしょう。首

長同士のトップ同士の話しでもいいと思うのです。

いろいろお話しする中で、そのノウハウが活かせれ

ば、そしてお手伝い願えれば、そんなことも必要だ

ろうと。そのためには企画がなければだめだと思う

のですね。だからそのために専門の指導体制という

のは必要なんだろうと、私はそういう意味で言った

のです。再考いただいて検討いただきたいというふ

うに思います。 

この件についてはそれで終わりますけれども、そ

れと理学療法士については、足腰元気教室とかいろ

いろやっています。私も現場に行きます。保健セン

ターにちょこちょこ顔を出します。病気やけがで足

腰の老化、日常生活をやっぱり快適に過ごすには足

腰がしっかりしなければ、体が。そのために機能訓

練、介護予防。今臨時的にどこからか稚内だったと

聞きましたけれども、臨時的に教室をやって、機能

訓練をやっているようです。私が行けば必ず１２、

３名から１５名ぐらいの人が一生懸命あそこで努力

してやっています。 

これは保健センターで１か所でやるのではなくて、

病院の医療としてもやらなければならん。それと、

やすらぎ苑だとか介護の現場でもやらなければなら

んと。いろんな部分でやらなければならないと思い

ますので、私はもう配置ももうそろそろ考える必要

があるんだろうというふうに思います。 

これについては将来的に検討いただきたいと思い

ます。 

それでは、次の質問に移ります。 

先ほども話しましたけれども、札幌のマンション

での孤立死の問題、そういう支援を必要としている

人たちをどう把握するのかというような部分で早期

に人のそういう世帯困っている世帯や人の早期発見、

福祉の網から漏れるような漏れているような人、そ

ういう人がいないのか。 

猿払村では、地域の見守りというような部分では、

地域性からいってそういう人はあまりいないという

ふうに私は理解します。 

しかし、北海道から実態調査を行うように村はど

ういうふうに取組みますかというような照会がきて

いるはずですけれども、猿払村はどのように回答を

なされたのか。それをちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤保健福祉課長。 

○保健福祉課長（伊藤浩一君・登壇）：道からの照

会での実態調査ということですけれども、これは村

長答弁にもありますけれども、６５歳以上を対象と

しました基本チェックリストを含む生活機能チェッ

クというものがうちの方で毎年やっておりますので、

その部分についても今年度さらに強化をしながら、

６５歳以上の高齢者のニーズだとかいろんな機能評

価もきちっとして、それぞれ高齢者に対応した保健

師での対応、若しくはうちの事務方での対応をして

いきたいなというふうな回答をしております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：対策は急務だと、密

度の濃い調査も必要だろうというふうに、調査はす

る予定は当然あるんですね。そういうことで、やは

りいろいろな高齢者の福祉の問題、介護の問題、知

的障害者がいる世帯の、特に知的障害者等の世帯、

個人情報の扱いというのは難しい問題があると。し

かし、やはり個人情報だ、プライバシーだといって

福祉ができるのかと。それは逃げです。やれない理

由の１つに挙げたいのが一番その問題だと思います
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ね。新聞に常時報道されております。難しい問題で

す。個人情報だ、プライバシーだ、そんなことやっ

ていたって、やらない理由を一生懸命言っているだ

けに過ぎないと私思いますし、あまりそういう理由

は言ってもらいたくないんですけれども、やはり１

歩踏み込んでいかなければ福祉に対応はできないだ

ろうというふうに思いますし、それと調査も、して

もですよ。１回調査すればいい、１年に１回調査す

ればいいということの考え方はちょっと捨てていた

だきたいと思うのですよ。高齢者・障害者問わず生

活状況だとか健康状態、これは日々変化しているの

ですよ。日常的に訪問等そういった部分でみんなで

関わりを持つということが非常に大事なんです。 

後でこれも出てきますけれども、訪問活動という

のは非常に大事なことだと。そういった部分。幸い

にして私のところの猿払村においては、他の町村と

比較して地域でのきずなだとか福祉政策、これは消

防での生活安全対策、ボランティア、そういった部

分で安心して住める地域なんだろうなという押さえ

はしております。それとそういう雰囲気に少しなり

つつあると。開村以来というふうに私は思っている

のですけれども今年の冬に拓心中学校の生徒が除雪

ボランティアで新聞に報道されました。他の町村で

は随分、留萌管内なんて特に苫前だとかあちこちで

子どもたちがそういうボランティアをやっていると。

どうして猿払村はそういうことができないんだろう

かと常々疑問に思っていました。しかし今年やりま

したね。非常に感動しました。そういう動機づけを

してくれた教職員の方に非常に私は感謝をしたいと

思いますし、今後もやっぱり継続した、こういう取

り組みはやっていただきたいなと。教育の立場から

考えてもそういう意識を促していくという醸成して

いくという意味では非常にこれは大事なことだと思

いますからこれは教育長にその部分について答弁い

ただきたいと。これは継続していただきたいという

観点から。そういうことで福祉の谷間こういったも

のの犠牲になるということが一番心配されますので、

自治体は当然やっていかなければならないです。そ

ういうことを常時関わりを持ってやっていかなけれ

ばならないと思いますけれども、自治会等の地域活

動の一環としてもマン・ツー・マンでそういう弱者

については目を向けていくよという体制をやはりつ

くるよう要請していく必要もあると思います。これ

について考え方、意気込みですか。それについては

自治体もこういう形では関わっていくということも

含めて答弁をいただければなと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：それでは教育とい

うことでお答えをいたしたいと思います。 

猿払をフィールドにということで、私教育行政執

行方針でも述べさせていただきましたけれども、今

や子どもの教育、特に学校教育も含めてですけれど

も、１つの中では、子どもを育てると健全育成を図

っていくということでは足りないというふうに思っ

ています。 

学校教育の中にも地域の力あるいは資源を活用し

て、そして子どもに教育的な作用を何とか培う形を

つくっていくと。 

１２月の議会の形で高度な社会性というお話しを

させていただきましたけれども、教育の目的は私は

そこにあると思っておりますので、こういったボラ

ンティア活動、地域と関わるという、子どもがです

ね。そういったことを通して高度な社会性を身につ

けていくと。 

これは学校教育の中でも欠かすことができない大

事なことだろうというふうに思っておりますので、

今、学校教育を進めていく中では学校地域支援制度

という、そういった取り組みもありますけれども、

これは地域の資源や力を子どもたちの授業を含めて

教育に活かそうという取り組みです。 

これはまさしく今議員がおっしゃった高齢者との

関わり、あるいは高齢者が猿払村で住んでいくため

に必要な地域の力、それは子どもも感じていただく

と。子どももそこを学ぶという、そういった取り組

みを今後も今年は先生方の発案で子どもたちをうま

く指導していただきながら、除雪のボランティアと

いう取り組みになりましたけれども、引き続き学校

の方とも、あるいは社会教育の面でも、そういった

視点で教育委員会も取り組んでいきたいなというふ

うに思います。 
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よろしくどうぞお願いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：私からもただいまの質問

にお答えしたいと思います。 

本日もさまざまな議論がなされておりますが、私

も議員と同様に、今この村で一番やっぱり不足して

いるもの、まだ足りないものはやはりみんなで支え

合うという、このボランティアの気持ちではないの

かなと常日ごろ思っているところでございます。 

先ほども申し上げましたけれども、私は先ほど、

来年というお話しをしたかもわかりませんけれども、

２５年度ですね。２５年度に来村９０周年を迎える

と。そのような中で、これを１つの契機として私は

少し盛大に行いたいなと思っております。 

それは今この欠けているこの連帯感とか一体感と

か、またそしてみんなで支え合う、地域の資源はみ

んなでつくって、そしてそれを利用をして、みんな

で支え合って生きていくという、そういう姿が見え

てくるような、そういう企画となるようなことを９

０年を記念といたしましてぜひ行って、それ以後、

産業振興とか福祉の充実とか、さまざまな面に皆さ

んが心１つになって進んでまいりたいなと考えてお

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）：それでは次の質問に

入りますけれども、執行方針でも述べております。 

それとやはり医療だとか介護を問わず予防重視の

観点からサービスや居宅介護サービスの充実という

ことを標榜しております。 

保健及び看護これを訪問サービス、この体制とい

う部分では非常に重要と私は考えているのです。 

これについて保健センター内に行けば、先ほども

話ししましたけれども、機能訓練教室だとか、足腰

元気教室をやっております。 

料理教室、うちの家内も行っております。たまに

ですけれども。 

各種の健康相談、教室など、保健センター内部で

の事業については非常に努力されているという部分

では承知しております。 

しかし一方で、特定保健指導での糖尿病等のリス

クの高い人などの家庭訪問の指導だとか、生活機能

が低下し介護が必要になるような、おそらくなる高

齢者の把握だとか相談、特定健診特定の未検診者の

訪問の指導だとかという部分については、非常に大

切で、やはり過去の保健事業の中では、これは重視

してきてやってきたというふうに私は理解していた

のですけれども、この回数が少ないという指摘も最

近出てきております。 

こういった部分も含めて、この訪問看護の状態に

ついては結構です。私実態ちょっと把握しておりま

せんからあれですけれども、保健の訪問活動につい

て、現状の認識とこれからの体制をどうするのか、

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）：ただいまの質問にお答え

いたします。 

現況でございますが、保健福祉課及び地域包括支

援センターで６名の保健師によって訪問活動をして

おります。 

全体の訪問活動の現状としましては、平成２２年

で延べ７６２件。平成２３年では６６８件となって

おります。 

また、６５歳以上の方を見た場合は、平成２２年

では延べ５７１件平成２３年では５１７件となって

おります。 

どちらも前年比で減少しておりますが、主な要因

としましては保健師の産休に伴い減少したものと判

断しております。 

しかしながら、全く訪問していないわけではなく、

一人当たりの訪問件数が落ち込んでしまったもので

す。 

また病院で実施しております訪問診療及び訪問看

護につきましては、医師と訪問看護師２名によって

延べ５００件となっておりますが、年々減少傾向に

あります。 

原因としましては、介護認定者の減に伴うものと

なっております。 

今後の対策としましては、産休の保健師が６月に

は現場復帰してきますし、また他の専門職を確保し
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ながら保健福祉総合センターで実施している各種教

室などに保健師が関わる回数を検討しながら訪問活

動に出向ける体制づくりをしてまいりたいと考えて

おるところでございます。 

以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：訪問回数が減少して

いる実態について、これについては保健師６名体制、

そのうち産休が１人入ってそういう部分も影響して

いるんだろうというふうに答弁がありました。 

しかし、そういう押さえなのか、これからやっぱ

りきちっと押さえていかなければならない、何に重

点を置くのか。やはり両方なんですね。施設介護と

在宅介護、両方にやっぱりきちっと重点を置かなけ

ればならないということです。 

それで私はですよ、考えるのはやはり福祉の網か

ら漏れてしまっている人というのは案外こういう人

なんですよ。何々教室をやりますから保健センター

に来てやってくださいよと。それは行政が呼びかけ

ているんだから、来ない人が悪いんだという議論も

あるでしょう。来ない人の勝手だと。違うんですね。

やはり呼びかけたのなら、徹底してそういう引きこ

もっている人だとか表に出て来たくない人もいるん

ですよね。そういう人たちにいかに引き出すか。ど

うしても出て来なかったら行かなければならないで

すよ。そこなんですよね。だからあまり例えば施設

内で行事をどんどんやってしまって、そこに集めよ

うというばかりが集中してしまうと、一方おざなり

になってしまう部分がありはしないかという心配を

しているのです。 

だから例えばさっきの話、村長が障害者の部分で

も保健師には対応させると。だけどあまりにもそう

いう部分で範囲を広げていくと、やはり何もかもだ

めになってしまうと。私はデスクワークがちょっと

多くなってきているのではないかという心配をして

いるんですよ。なぜなのか、そういう原因もやはり

きちっと究明すべきだろうと。現場でやっぱりこれ

やるべきでしょうね。 

それとバランス。施設でやる部分との訪問するこ

とのバランス。これは課長、ひとつ大変な作業をや

っているということは十分理解しますから、もしも

体制が足りないんであれば、やっぱりこういうこと

をやるから、これだけの体制、あと１名必要だとい

う、やっぱりそういう形でやっていくべきだと思い

ます。ぜひそれは内部で検討して、私は回数が少な

いからと批判しているわけではないです。やってい

るけれども、そういう理解の上できちっとそういう

体制という部分で整備を図っていただきたいと、そ

のように思います。 

それでどうして私訪問にこだわるかというと、や

はり引きこもって、なかなか表に出てこないという

人がものすごく多いという実態もあるんですよ。だ

から、そういう人が孤立死だとかそういった病死で

発見が遅れるというのはそういう人なんですよ。犠

牲者は。だから、そこに光を当てなきゃならんとい

うことですから、無理やりやっぱり入っていくこと

も必要。住民がどのように暮らして、何を感じ、何

を語って幸せなのか、健康なのか、病気なのか、今

心配はないのかと、いろいろあるでしょう。そうい

うのを日常的にやっぱり行って話す、それも保健活

動です。そこをおざなりにしたら、やっぱり犠牲者

が出るんです。だからそういう人たちの悩んでいる

苦悩だとか、そういった部分を早く察知して対応し

ていくということが必要なので、私この質問をしま

した。答弁はこれについては求めませんけれども、

ぜひ現場でそういう部分も話し合っていただきたい

なと思います。 

次の質問に移ります。在宅で介護している側に介

護手当支給制度の創設の考えはないかと質問しまし

た。通告しましたけれども、制度が実はあるんです。

あるんだというふうに言われました。 

実はこれは北海道でも介護手当というのは以前に

ありました。２０数年前たしか１４，５００円か１

万５千円のどちらかだったと思います。 

そういうことでうちも実は受けました。 

そのときにたまたま子どもの教育と介護が重なっ

たと、そういう時期がありました。 

母親は介護する。親は一歩も表に出ない。買い物

に行くのが精いっぱいで、そういう状況の中で子ど

もの教育で、仕送りも若干パートでもやって仕送り
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でも何ぼか援助したいなといっても、行けないんで

すね。出れないですね。一定の収入があったとして

も、やはりそこで何年間は子どもの教育と重なった

部分については介護手当を支給すると。何万円の介

護手当を支給するよと。家族に対して。 

家族だから見るのが当たり前、その感覚はもう。

いや大事なことです。家族が自分の親を見るのは当

たり前のことですから。 

しかし、そういう状況も勘案して、この介護手当

現行４，５００円だそうですけれども、大幅なこれ

は引き上げを求めたいと思いますけれども、どのよ

うに考えておられますか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

ただいま議員もおっしゃったとおり、村でも条例

がございます。 

村では、猿払村寝たきり老人等介護手当支給条例

を制定しております。今おっしゃっていただきまし

たけれども、一応説明をさせていただきます。 

条例の抜粋の説明をさせていただきますが、寝た

きり老人、障害者または患者を介護する者に対し、

おっしゃられたとおり月額４，５００円を支給する

ものとなっております。 

ただし、寝たきり老人６５歳以上の者と要介護認

定により要介護と判断された４０歳以上６４歳以下

の者を含むとし、介護者にあっては村民で非課税世

帯に属しているものとなっております。 

抜粋内容は以上となっておりますが、再度支給対

象枠の拡大及び支給額につきましては、さまざまな

ことを検討してまいりたいな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）：１つ、恒久的に最期

まで介護する期間全部とは私は言いません。そうい

う厳しい状況が重なる年数については、何万円だと

かいろんな支給方法があると思います。これを是非

検討して早急に制度改正をお願いしたいと思います。 

最後に、実は最後のこの質問は、ついこないだの

テレビの報道の、これを通告をする２日ぐらい前テ

レビで報道されたのですけれども、その受けよりで

す。カンニングしました。そのとおり書きました。 

政府の有識者による高齢者のあり方についての検

討会というのがございまして、中間報告が出ました。

それがテレビで報道されました。その内容が７番の

質問でございます。 

一応読まさせていただきますけれども、現在６５

歳以上すべて高齢者という扱いにして、何かしら私

も６５歳を過ぎて７０歳になるともうお荷物のよう

な、世の中のお荷物のような感覚を感じてしまう。

しかし、昔は６５歳というとかなりの老人だったの

かもしれない。しかし、今はまだ現役世代と言って

も過言でない、元気な人がたくさんいるのです。個

人差があります。一律に、６５歳を高齢者とするこ

とはやっぱりちょっとおかしいと私も思うのです。 

こういう報告がなされたということですから、カ

ンニングして書いていますから、全くそのとおりだ

と思うし、意欲や能力を積極的に活用して社会を支

える側に回ってもらう、意識改革も求められている、

高齢者のニーズに応じた柔軟な働き方や地域に積極

的に関われる環境整備が必要である、雇用や就業機

会ボランティア、ＮＰＯの育成支援など意欲や能力

を活かす対策が必要、人生９０年、８０年と書いた

のは私ですけれども、本来は８０年がないですね。

人生９０年のライフスタイルの基盤づくりについて

具体的な対策が必要と考えるというふうに質問しま

したけれども、これについてちょっと村長、考え方

だけでも結構ですけれども、もしかありましたら。 

○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。 

実は私も６０歳近くになってまいりました。自分

で言うのもおかしいですけれども、信じられないで

す。 

昔、６０歳と言いますと本当に大変高齢な方と感

じておりましたが、自分も近づくとともに今の現状

では６０歳というよりも６５歳というのはまだまだ
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若いと。まだまだ若いし、いろんな方面で活躍して

いただきたいと思っております。 

そこで社会福祉協議会と保健福祉課とまず就労希

望の有無や就労内容などのニーズ調査を実施します。

その後、内容を精査しながら必要とならば、各課で

提供できる就労の場づくりを検討してまいりたいと

思いますし、ボランティアにつきましても、その活

動内容を広げるなどして登録者ができる多彩な内容

のボランティア活動にしてまいりたいと考えており

ますので、どうかご理解のほど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）：そうですね。地域福

祉だとか教育分野だとか高齢者の力というのですか。

経験ですとかそういったものを活用する方策という

のは随分あると思うのですよね。猿払村は。 

やはりそれを民間にばかり要求するのではなく、

自治体でもそういう考え方で就労機会を取り組んで

いくという、安心しました。そういう考え方で私は

必要だと思います。 

それと教育執行方針で、高齢者の教育についてと

いうことで昨日教育長が述べられておりましたけれ

ども、高齢期には、経済やいろんな今まで生きてき

た体験から養った知識や能力、そういうものを活用

しながら充実した生活や生きがいのある日々を送る

ことが大切で、生涯学習に取り組み、動機付けを図

っていくという、教育長昨日述べましたけれども、

まさにこういうことだと私思いますね。 

それで前の工藤教育長とこの部分について生涯学

習というような部分で随分やりとりもしました。や

はりこういう高齢者の持っている経験だとか、知識

だとか、能力だとか、そういったものをどう引き出

して、どうそれを運用して、地域の活性化に役立て

ていくかというのは大きなテーマだというふうに、

何とかしてやりたい、やるよという工藤前教育長は

私とのやりとりの中でそういうやりとりもされてい

ました。しかし、現実なかなか進んでいかないとい

うのが実態なのですね。 

具体的にはそういう経験がある部分に例えば学校

に行って３０分なら３０分、１時間なら１時間でも

やってもいいし、いろいろ専門的な何かがあると思

うんですよね。 

そういうシステムをつくるとかという話もあった

のですけれども、具体化がなかなかしていかない難

しさがあると。 

今後、教育長、この部分について私は、もうこれ

絶対必要だというふうに感じておりますから、教育

長の執行方針と同じでも結構ですけれども、決意を

ちょっとお聞かせいただきたい。 

○議長（山須田清一君）：三浦教育長。 

○教育長（三浦高志君・登壇）：それではお話しを

させていただきますけれども、先ほどちょっと学校

地域支援制度という、そういった取り組みも実は全

国的にはございます。 

地域の人材資源を学校教育の中に授業も含めて活

用していると、こういった取り組みを村でもやっぱ

りやらなければならない、特にそういった意味では

地域の人材だとか資源というのはもちろん幅が広い

わけですけれども、高齢者の方々の持っている知識

だとか経験だとか、こういったものは子どもを育て

ていくと、教育の中で生かしていくというのはやっ

ぱり重要な資源だというふうに思っております。 

従来ですと、人材をつかんで人材を登録してとい

う、こういう仕組み考え方が主だったと思います。 

今度はやっぱり発想を変えて、こんなことをでき

るという、したいという、そういったアイデアをき

ちっと整理をして、そこに力を発揮できる方、高齢

者の方々ももちろんそうですけれども、特に高齢者

の方々は情報は伝わってこないというふうに思いま

す。高齢者の方々にはですね。自分が何ができるか

ということがわからない、知り得ないということで

の非常に多いんだろうと思います。 

したがって、学校の中で授業等に活かせること、

あるいは教育委員会として、あるいは教育行政、生

涯学習の中での観点から、こんなことはやりたい、

ほしいというものを整理をして、情報として村民の

方にお伝えする、百寿大学の学生あるいは老人クラ

ブの集まりの中に直接投げかけると、こういった具

体的な動きをしていかなければならないんだろうな

というふうに考えております。 
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教育行政執行方針でも申し上げました届く情報を、

これを教育委員会としてはアンテナをきちんと高く

上げて届ける、そして拾うということを意識をして

やってまいりたいと思います。 

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）：ちょっと長々とした

とりとめない質問で申しわけございませんでした。 

私としては、やっぱりこの部分について、かなり

情熱を持って、みんなが意識して向かっていかなけ

れば、言葉だけが先行してお経では綺麗なことを南

無阿弥陀仏と言いながらも、なかなか具体化してい

かないというのが実態なのです。何とかやっぱり具

体的に、やっぱりそういう地域をつくっていく、安

心して住める、孫の代まで安心して住める地域をつ

くっていく、それを実践するために欠かせない考え

方だというふうに私は思いますから、ちょっとしつ

こくなりましたけれども、こんな質問で申しわけご

ざいません。 

終わります。 

○議長（山須田清一君）：これで一般質問を終結い

たします。 


