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○議長（山須田清一君）：日程第５、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。 

４番、太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：一般質問通告書に従

いまして一般質問をさせていただきます。 

初めに、事務事業評価について質問させていただ

きます。事務事業評価については、厳しい財政状況

の中で限られた予算を有効に使い、最大限の効果を

上げるための一つの指標であると思います。当村に

おいても平成１６年より、効率的で効果的な行財政

運営を確保するため、総合計画に掲げる政策、施策

目標を見据えるとともに、予算編成に活用する、ま

た村民の視点に立った行政活動の実施及び透明性の

高い開かれた村政の推進を図ることを目的に、総事

業費が１００万円を超える村が行う全ての事務事業

を対象に行うこととなっています。限られた予算を

効率的に活用するためには、事務事業の見直し、ス

クラップ・アンド・ビルドを進めていかなければな

りませんが、安易な見直しが行われることには賛成

できません。村民の視点に立った透明性の高い事務

事業評価であるべきだと考えます。一つの村の事業

が具体的に実践されていく上で、そういう評価がき

ちんとなされているのだと村民の認識を得られる。

そのことが大事だと思います。 

１点目の質問です。猿払村事務事業評価実施要綱

に、「事務事業評価は、村が行うすべての事務事業

を対象とする。ただし、総事業費が１，０００千円

を超える場合とする」とありますが、平成  ２２

年度、平成２３年度における事務事業評価を行った

事業数及びその判定割合はどのようになっているの

か。廃止、あるいは不要となった事業はあるのか、

お尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。事務事業評価の件数は、平成２２年度予

算分として事務事業４５件を実施し、優先、  若

しくは必要事業と判断したものは３０件、不要と判

定した事業は１件となっています。平成２３年度予

算分は５２件実施し、優先、若しくは必要事業と判

断したものは４８件、不要としたものは１件でござ

います。 

また、平成２２年度に、第６次猿払村総合計画を

作成しており、実施期間が平成２３年度から平成２

７年度に関する事務事業１０３件も行っており、優

先、若しくは必要事業と判断したものは  ５６件、

不要としたものは１件となっております。 

ちなみに、判定の割合は、平成２２年度は   

６６．６パーセント、平成２３年度は９２．３  

パーセント、総合計画の５４．３パーセントが実施

する優先必要事業となっております。以上でござい

ます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：再質問をさせていた

だきます。平成２２年度の当初予算の評価において、

Ｆ評価が１件あります。また、平成２３年度には、

１２月の補正において同じくＦ評価が１件あります。

Ｆ評価、即ち不要事業、事業の必要性がないと判断

されたわけです。当然、担当課が精査し、必要とい

うことで事業を計画し、事務事業評価が行われたと

思いますが、事業の必要性がないと判断された経過

を教えてください。 

○議長（山須田清一君）：答弁調整のため暫時休憩

します。 

 

休憩 午前１０時０８分 

再開 午前１０時１６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。 

三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：太田議員の御質問

に、的確に答えられなくて戸惑っておりますことを、

お詫び申し上げます。現在、判断をした経過という

ことでお尋ねでありますので、そういった個別の部

分について、ちょっと資料が手持ちでないというこ

とで、休憩をさせていただきましたけれども、時間

が掛かっておりますので、これ以上、留めるわけに

いきませんので、その部分については後ほど詳しく
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お返事を申し上げたいと思いますが、事務事業評価

につきましては、いわゆる新規、あるいは継続とも

ですね、緊急性、それから必要性、経済効率性とい

うことはもちろん、そういったことを判断をして優

先順位を決めるわけですけれども、総合計画との関

連性だとか、それから、今まで継続した分について

は、実態として活動の指標がどれだけあるのかとい

うこと。あるいは従来行われていた、そういった継

続事業については、その評価として成果がきちんと

上がっているのか。あるいは見込めないのか。そう

いった総合的な判断の下にですね、担当部署からは

１次評価の上で、評価項目として上がってくるわけ

ですけれども、最終的に、この評価委員会の中で、

今のようなところをですね、各部署からの、全体の

委員の意見、見方、そういったものに応じて優先順

位を決めると。結果的には、具体的な今の事例につ

いてはですね、その理由を後ほど御説明をさせてい

ただくと。機会をいただかなければなりませんけれ

ども、緊急性だとか、それから今後も継続する、あ

るいは新規と値するに妥当かどうかという、その判

断の下に不要という結果になったというふうに判断

がされます。個別の部分については大変申し訳あり

ませんが、後ほど御説明をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：平成２２年度は４５

件、平成２３年度が５２件の審査の中で、それぞれ

1件ずつの審査事項に、廃止となった経過が分から

ない。ちょっと、いかがなものかと思うのですが、

次の質問にさせていただきます。 

村の事業、当然村民のため、この村の将来を見据

えて行われるわけです。限られた予算ですから、行

えるもの、先送りしなければない事業があると思い

ます。事務事業評価は、予算の振り分けのためだけ

の評価であってはいけないと考えますし、優先順位

を決めるためだけではいけないと思います。評価の

際には、この事業を行うことで住民のためにどのよ

うな効果がもたらされるのか。終了した事業のその

後。先送りしてきた事業の見直し。継続している事

業の経過、効果等。それぞれの事業の計画と実行。

そして、最終評価が大切ではないかと考えますし、

その間の検討の過程を活用していくことが大事では

ないかと思います。 

質問です。事務事業評価は、予算の振り分けのた

めだけの評価であってはいけないと考えます。それ

ぞれの事業の計画と実行、そして最終評価が大切で

はないかと考えますが、猿払村の事務事業評価制度

を事業を行う上でどのように活用し、現在の事務事

業をどのように評価しているのか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：まずは、ただ今の質問に

お答えいたす前に、先ほどの質問にすぐに答弁でき

なかったことを深くお詫び申し上げます。 

それでは、ただ今の質問にお答えいたします。事

務事業評価の目的は、横断的な職員が計画段階から

係わるということであり、ただ単に実施の是非のみ

でなく、財源や補助金を評価委員会という広範な中

で検討できること。運用上の課題などの情報を共有

できること。担当部署を超えた事務事業に対する理

解を深めることなどがあると考えております。ただ

し、事務事業評価に対する評価については委員に掛

かる労力が膨大であることや、事前評価しか行って

いない点など、検討が必要であると考えており、た

だ今、改善の指示をし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）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：再質問いたします。

猿払村事務事業評価実施要項には、「事前・事後」

となっており、「事務事業の計画・実践・評価・改

善の確立を図り成果指標を決定し、予算編成や事務

事業の執行に反映し村民に対し説明責任を果たすた

めの総合評価をいう」となっていますが、「実践・

評価・改善」、これが大事ではないかと思います。

最初は良かれと思って事業を進めてみても、結果が

思わしくないこともあるでしょう。ちょっと工夫し

ただけで住民にとって暮らしよい村づくりに繋がる

こともあると思います。事務事業評価をしました。

予算が付きました。あとは事業を終わらせれば、そ

れで良しでは、改善にならないと思います。 
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事務事業評価を行うことで、かなりの事務量が増

えるという今の答弁でしたが、そのとおりだと思い

ます。しかし、新規事業だけでなく、継続している

事業においても必要性や有効性、コストを再検証し、

事業の実施方法などを定期的に見直すことも必要と

考えますが、事務事業評価の今後の改善点を、どの

ように考えているのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：最初に、

ただ今ありました評価のあり方について御説明させ

ていただきたいと思います。これまで評価につきま

しては、太田議員から御指摘のありましたとおり、

事前に行うという評価をしているのみでありました。

今年につきましては、それらの反省、要綱に基づい

て、十分行われていないという反省もありましたの

で、事後評価を試験的にやろうというふうに考えて

います。 

ただ、事後評価というものの、どうしても内部で

の評価になるものですから、どのような形が良いか

内部で検討しながら、担当課の中で検討しながら行

っていきたいと思っています。具体的には、以前か

ら各議員の皆様からも指摘ありました村史の発行事

業。これについては年間１００万円を下回っている

事業ではありますけども、多くの皆様が触れている

事業だということもありますので、試験的な形にな

りますが、広報誌発行事業の評価を踏まえて、どの

ような評価が良いかというのを組み立てていきたい

というふうに思っています。本格的な事後評価につ

いては、できれば来年度以降に、全ての事業という

のは、たぶん難しいと思いますが、抽出した中で行

っていきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

それと、先ほどの御質問も、ここでお答えさせて

いただいてよろしいですか。Ｆ評価につきましては、

平成２２年度予算に係わるものとして１件ありまし

た。これにつきましては、事業名といたしましては、

森林管理道石炭別線開設事業です。評価内容といた

しましては、もう少し利用頻度の高い、市街地に近

い路線を優先すべきではないか、という判断の下、

最終的にＦ評価と。実施しない事業というふうにな

りました。 

もう１件、総合計画、実施計画を策定する時点で

の評価の中でＣ評価になったものですが、芦野鬼志

別線舗装事業。この路線につきましては、小尾（お

び）さんの農家を通りまして、芦野の白田繁（しら

た しげる）さんの所に着く路線になっています。

元々は国庫補助事業で途中まで整備した事業ですけ

ども、諸般の事情で国庫事業を取り止めて道路維持

の形で行ってきたものでありまして、評価内容とい

たしましても、引き続き単独費で事業展開するより

も、今までどおり維持事業で行う形を選びましょう

という形のＦ評価になっております。 

それと、平成２３年度予算に関係する部分につき

ましては、Ｆ評価という形での記述が、もしかした

ら誤りだったかもしれません。防災行政無線の撤去

事業です。これについては、前年度から始まってい

る事業でありまして、この時点で前年度、２か年に

分けて行いましょうというものでありました。平成

２３年度分では改めて評価をしないという形のもの

でありましたので、記述上、不要だという形の資料

にはしてしまいましたが、事業としては行われてい

るものになっています。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：理解いたしました。

是非、早い段階で、この制度の改善に取り組んで、

事務事業評価が有効に活用されることをお願いいた

します。 

同じく事務事業評価の質問を続けさせていただき

ますが、事務事業評価は役場内部の職員による内部

評価です。それに対し、村長は、これからの猿払村

をどのように考え、どのような政策を持って村政を

行っていくのか村民に訴え、村長となりました。ま

た、４年間の村政を選挙という形で村民に評価され

ます。いわば外部評価と言って良いのかと思います。

限られた財源、予算の中で、村長の政策、公約、職

員による内部評価の関係をどのように考えるのか、

お尋ねいたします。 

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

たします。御存じのように、私の政策といたしまし

ては、この猿払村を安心して孫の代まで暮らせる地

域にするということでございます。当然ながら、そ

の目標に向かって執行方針を作成し、それに基づき

まして各部署からの事務事業の提案と なっており

ます。 

村民の私に対する評価、いわゆる選挙では、政策

の実行度と、その成果に対して評価を受けるものと

考えております。内部評価というより、その前段の

村民の要望や課題にどう対処してきたかが重要と考

えております。そのため、村民各層と意見交換をす

る機会として、まちづくり懇談会、ふれあいトーク、

経済活性化懇話会の開催、現在中学校と調整中です

が拓心中学校生徒との懇談をする予定でおります。

そこで出された課題への対応として、評価制度は大

変効果があるものと考えております。以上でありま

す。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：次の質問に入ります。

猿払村事務事業評価実施要綱、第１２条に「結果の

公表」ということで、「事務事業の評価結果の公表

は、村ホームページへの登載をはじめ、村民が容易

に公表内容を入手できる方法で行い、評価結果に対

しての村民の意見を聴取するとともに政策に反映す

るものとする」とあります。 

事務事業評価、１次評価、２次評価、村長と評価

され、事業が行われるわけですが、どちらも行政の

中、いわば身内の人間による評価です。身内だと評

価が甘くなるのではという懸念を村民が持つことの

ないよう、村政に対する信頼度を高めるためにも村

民に評価の過程を含め公表していくことが大事だと

考えますが、どのように公表、公開されているのか

質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。事務事業評価という手法を導入する前に

比べますと、実施に当たっての公平性や透明性は高

まっていると考えております。また、公表は実施要

綱にも明記されてあるとおり、必要と考えておりま

す。平成２２年までは、ホームページへ搭載してお

りました。しかし、事前評価結果の公表であり、村

民から意見を聴取するところまでは至っておりませ

んでしたので、現在は毎年春に 行っているまちづ

くり懇談会で、主な事業として説明し、意見をいた

だく形としております。今後は、先ほどの質問に答

えたとおり、評価のあり方などを検討する中で公表、

意見聴取についても検討していく予定でございます。 

なお、先ほどの質問にもございましたけども、事

務事業の評価につきましてはですね、先ほど議員の

質問の中にもありましたけども、これは平成１６年

８月より実施されております。どのような背景でで

すね、これが行われた経過については、私は詳しく

把握しておりません。私も平成２１年１２月より村

長となりまして、この事務事業評価に加わることに

なりましたが、正直申し上げまして、これほど厳密

に行われていると思っておりませんでした。当初は

大変ストレスを感じたものであります。しかしなが

ら、やはり我々は公金を使う立場でございますから、

このようにしっかりと事業事務を評価しなければい

けないなと、感じているところでございます。 

しかしながらですね、やはり様々なデメリット、

メリットがございます。デメリットとして感じる点

では、評価に時間が掛かる。また、評価委員の人数

が多過ぎる。評価の過程が見えない。評価委員の資

質等と、様々なデメリットが見えておりますし、私

としては１次評価、２次評価、最終評価、もう全部

一括で良いのではないかというようなことも思って

おりますので、それらも含めてですね、担当には少

し改善できるように、改善策はあるのではないかと

いうことをしているところでございますので、行政

の良いところ、また民間の良いところを取り混ぜな

がらですね、少しでも、より良い事務事業評価にな

るよう努め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）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今後の評価のあり方

を見直していく上で改善を検討していくということ

ですので、村政に対する信頼度を高めるためにも、

できましたら評価の過程も含め検討していただけた
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らと思います。普段、村民の方々は、職員の仕事が

なかなか見えないと思います。先ほどの答弁にもあ

りましたが、村民の各層と意見交換をしていく上で

機会があるごとに村民に対する説明が必要ではない

かと思います。 

次の質問に入らさせていただきます。村のシンボ

ルであります、村の花コケモモの活用についてお尋

ねいたします。平成１５年に村民憲章と村のシンボ

ルの策定が行われ、村の花としてコケモモが選ばれ

たわけですが、コケモモは村の湿地帯や砂礫地帯な

どの一部に自生し、７月頃に紅色が かった白色の

可愛らしい花を咲かせ、秋には丸く真っ赤に熟した

甘酸っぱい実を付ける。この実を原料に、コケモモ

ワインが、かつては作られていたわけです。 

村のホームページの『村民記者が行く』というペ

ージの中で、ミントさんという方が６月２６日に

『村の花 真っ盛り』という題名でレポートし、写

真も載せています。内容は、「私たちの村の花『コ

ケモモ』は、今真っ盛りに咲いています。今年は、

花のつき具合も良く、離れたところからもピンクの

花の色が目立ちます。この１・２週間が見ごろだと

思いますが、天気もよさそうなので、一気に花開く

かも知れません。小さな木なので見逃しそうですが、

見事な群落もまだ村内にはあります。これから、コ

ケモモのまわりにも、沢山の花が咲き始めます」と

いう内容です。８月１９日には、『コケモモ結実』

という内容でレポートされていらっしゃいます。 

私も何回かエサヌカの原生花園へ足を運びました

が、なかなか花の盛りには、ぶつかりませんでした。

二、三のコケモモの花を見ただけです。村の花とし

て名前だけは、さるふつ公園パークゴルフ場の「コ

ケモモコース」と命名されていたりしていますが、

村民の方々にとっても、なかなか目にする機会がな

いのではないかと思います。村のシンボル、村の花

と指定しているわけですから、村民が目の付く場所

に、また、村の花として観光客の方にもこれが猿払

村の花だよとアピールできる場所に飾ることができ

ないのかと思うものですが、いかがお考えでしょう

か。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。コケモモの活用については、シンボルに

選定したときから課題となっておりました。当時、

北海道大学植物園などにコケモモの活用を相談した

経緯があり、エサヌカ原生花園からの移植は、すべ

きでない、と言われていたようであります。そこで、

村のシンボルとしてアピールする場所に飾るために

は、エサヌカにあるコケモモの完熟した実から種を

取り、苗に育てるか、高山植物を扱っている園芸店

から購入する方向しかないと考えております。 

しかし、村在来のコケモモ種を守る上でも、時間

は掛かりますが、実から種を取り、苗へと育てる方

法を地域連携協定を締結しました北海道工業大学な

どと相談したいと、今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）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：理解いたしました。

関連して質問させていただきます。答弁は分かって

いる範囲で結構です。パークゴルフ場に隣接した農

業資料館の横に、「黒百合」と書かれた立派な看板

があります。後ろに柵で囲まれた花壇があります。

以前は黒ユリが植えられていて、目にしたことがあ

るのですが、最近、目にすることがないように思わ

れます。管理はどこで行われているのか。 

また、現在、黒ユリが植えられていないようでし

たら、道の駅管理棟の前に黒ユリが植えられていま

す。今年は例年になく綺麗に花が咲いたそうですが、

いくらかでも移植できないのか、質問させていただ

きます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議

員の御質問にお答えしたいと思います。確かに風雪

の塔の横に花壇がございます。この部分については

黒ユリの花ということと、それから猿払村ライオン

ズクラブということのプレートが貼ってあります。

その部分につきましてはですね、猿払村ライオンズ

クラブの会員と、それから御家族の方が、そこの管

理をしているというふうに私のほうでは押さえてお

ります。その中で、確かに議員  おっしゃるとお

り黒ユリの花は咲いていないと思います。私が見た



  －6－ 

限りではヒマワリと、それから、ちょっと花に疎い

ので分かりませんけども、ほかの花が咲いていたよ

うに理解しております。 

道の駅の管理棟の部分の花壇につきましては黒ユ

リが相当咲いておりますので、もし猿払村ライオン

ズクラブの方のほうで黒ユリの球根を分けていただ

きたい。そして、そこに植栽をしたいという御希望

があれば、球根をお分けすることについては全然可

能だ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）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：農業資料館の横、言

わば、観光施設の横にあるわけです。黒ユリという

花、観光客にとっても珍しい花ではないかと思いま

すし、時々覗いている人がいます。是非その辺、で

きましたら移植していただければと考えます。 

ホームページの村民記者の方々、この度のコケモ

モを始め、様々な村の花、風景、素晴らしい猿払村

ならではの写真を、ホームページに掲載されていら

っしゃいます。このほかにも、いろいろな村の写真

を写していることと思います。その写真の活用も含

めて検討していただければと思います。 

次の質問に入ります。ＡＥＤ（自動体外式除細動

器）について質問いたします。心室細動、心臓が止

まったときに電気ショックを与え、心臓の動きを戻

すことを試みる医療機器のことです。私も消防団で

使い方の講習を受けたことがあります。心臓停止３

分で死亡率はおよそ５０パーセントだそうです。一

刻も早くＡＥＤで電気ショックを与えることが必要

であるとされています。こうしたことからＡＥＤを

なるべく多数配置するとともに、一人でも多くの住

民がＡＥＤに関する知識を有することが非常に重要

であると言われています。 

８月の北海道新聞だったと思いますが、ＡＥＤ設

置後の管理の記事が載っていました。ＡＥＤのパッ

ドは時間が経つと劣化し、火傷の危険性もあるそう

です。また、電池で電源を取っているので、電池切

れや電池の劣化もあり得るとのことです。ＡＥＤは

電気機器です。設置して、そのまま放置するのは望

ましくなく、ＡＥＤ自身にも故障の有無の自己診断

をする機能もあるそうですが、そこで故障が発覚し

たまま放置していれば肝心なときに使えない、また、

ＡＥＤでの自己診断では発見できない故障が生じて

いることもあり得ます。そのため、定期的な点検を

人の手で行うことが求められます。 

質問です。猿払村のＡＥＤの設置数、メンテ  

ナンスの状況は、どのようになっているのか質問い

たします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。学校施設においては、各小中学校に１

台ずつ設置、保育所においても２か所に設置してお

り、いずれも５年間のリース契約を結んでおります。

このほかに、村営プールと村営スキー場用に１台を

リース契約しており、プールとスキー場の閉鎖期間

中は役場に設置しております。また、保健福祉総合

センターと農村環境改善センターには、それぞれ１

台ずつ購入して設置しております。さらに、ホテル

さるふつ、ふるさとの家においても１台リース契約

を結び設置しております。公共施設等のほかにも、

漁業協同組合を始めとする事業所に設置がされてい

ると聞いております。 

メンテナンスに関しましては、胸部に貼り付ける

パッドという消耗品が２年に１回の交換が必要であ

り、大人用と小児用、それぞれ交換時期が来た段階

で交換しております。また、内蔵バッテ  リーも

４年を経過した段階で交換が必要となり、パッドと

同様に交換を実施しております。リース契約を結ん

でいる機器については、契約会社が交換を実施して

おります。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今の答弁を聞いてい

ると、鬼志別から離れた場所、例えば浅茅野とか浜

猿払とかの地域がありますね。その辺の設置状況は、

どのようになっていますか。 

○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）：ただ今の質問に

お答えいたします。設置場所につきましては、ほぼ

鬼志別地区が多いという、公共施設としては現状で

はございます。各地域という部分では、各小学校が

設置されている地区には小学校への設置がされてお
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ります。ということで申し上げますと、学校がない

地域については、まだＡＥＤの設置が、公共施設と

しての設置はまだ進んでいないというのが状況でご

ざいます。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：２０１０年に大阪市

で心肺停止の男性に救急隊員が救命措置を行おうと

したところ、救急車に取り付けられたＡＥＤの故障

により作動しないという事例があったそうです。原

因は部品の欠落で、男性は搬送先で死亡したとのこ

とです。猿払村は集落が点在しています。救急車の

到着まで時間が掛かります。万が一に備え、日頃の

点検をお願いし、私の質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（山須田清一君）：答弁は求めませんか。 

○議員（太田宏司君）：求めません。 

○議長（山須田清一君）：ここで、短いですけど  

１１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１１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。 

６番、野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：質問、２点について

質問をいたしたいと思います。 

１点目。子供広場の設置について、ということで

質問をいたしたいと思います。大変、今、子どもた

ちの教育環境というのは大きく変化してきていると、

そういうふうに考えている一人でございます。今年

に入りましても、子どものいじめが原因で、いじめ

られた子どもが自殺に向かったというニュースが何

件も報道されている現況でございます。この根底は

何かというのは非常に難しいことでありますが、

我々、この地域に住んでいる大人の一人として、大

変痛ましいことでありまして、それを何とか未然に

防ぐ方法はないのかなと。 どんなことがあるのか

なと。そんなふうに常日ごろ考えている一人でござ

います。 

ただ、前段に申し上げました教育環境というのは、

その時代背景も大きく影響していると思いますが、

少なくとも私が育った子どものころとは大変大きな

様変わりであるというふうに考えている一人でござ

いますし、価値観の変化とか、そういうことも本当

に目まぐるしく変化をしていると。 

先日、村長とお会いしたときに、子どもが外に出

て遊ばないね、というお話をしましたら、村長も、

こないだオジョールスキイ村の人方が来たときに、

村内、鬼志別の街の中を案内したときにも、オジョ

ールスキイの村長さんからも、家はありますが大人

も出てないし、子どもさん方も見えませんねと、そ

ういうような感想をいただいたというふうにも、村

長さんからお話をいただきました。 

ここでですね、私もいろいろなことを自分の常日

ごろのことで考えてきていることでございますが、

子どもたちにとって何が魅力かと。魅力のあるもの

には、やはり子どもたちも出てきて、外に出るので

はないのかなと、そのように思いまして、この地域

の中にですね、今、子どもの遊び場、広場というの

が、それぞれの地域の中で、全部の箇所ではないと

思いますが、ある程度、揃っていることというのは

事実でございます。 

しかし、年代的に限りますと、小さな子ども  

さん方が遊ぶような遊具施設というのは、それぞれ

の地域にあるようでございますが、やはり専門的に

子どもが魅力を持って遊ぶということになると、や

はり学校とか、学校の中とかにある、そういう球技

ですとか、そういうものに限られてくるような気が

しております。 

そういう中で、やはり地域の中で一定の広さがあ

る所にですね、何か競技をするような、そういう施

設を、子どもたちの楽しめる競技の施設を 作った

らどうかなと。そういうことによって、子どもも興

味を示して、外に出て、そういう所に来て、そして

保護者も伴って遊べるような、そういう施設を作る

ことによって子どもたちが興味を 持って出てくる

と。 
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そういうことによってですね、そういう親同士、

あるいは子どももですね、複数以上、集まってくる

ことによって身体、精神、そういうものが、いろい

ろな形で身体をぶつける、あるいは、そういう競技

を通じてですね、何かまた学校の行き帰りとか、学

校の中とか、そしてまた学校が終わってから家庭へ

帰って、何もないという状況を回避できるのではな

いかなと。そのようなことによってですね、いじめ

とか、そういう方向に向かわないで、友達関係が良

くなるとか、あるいは親同士もそういう形で理解が

できるとか、そういう接する場が、ちょっと少ない

ような気がいたしますので、その点、こういう場所

を地域と協力をしながらですね、行政だけにやれと

いうことではありませんけれども、地域の中でもで

すね、そういうお手伝いをされてる方々というのは、

やはり子どもさんの親を中心にですね、いるのでは

ないのかなと。 

そういうものを、連携を図っていきながら地域の

中で、そういう場所を作っていったらどうかなと。

そのように考えている一人でございますが、その辺

について考え方をお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。この後、教育長からも答弁がございます

が、その前に簡単に私のほうから答弁したいと思い

ます。今、質問の中にもございましたけども、こな

いだ、オジョールスキイ村の一行が当村を訪れまし

た。行政報告もしております。その中で  １日、

オジョールスキイの村長を中心に、大人の方を私が

村内視察をいたしました。鬼志別を１周したのです

が、そのとき突然、今、質問者がおっしゃったとお

り、向こうの村長が、この村には子どもがいないの

ですか、という質問が急にきまして、私もびっくり

して、ハッと気が付いて、改めて外を見ますと、本

当にゴーストタウンのように我が村が見えました。

人っ子一人いなかったですね。それが街の真ん中で

す、この鬼志別の。私らにとって見慣れた風景です

けども、普段は何にも思わないような、何も思わな

くなった風景となっておりました。 

言われたようにね、私たちが子どものころはです

ね、私たちは学校が終わると暗くなるまで山や川で

遊んでおりました。自分たちで自分の遊び場を見つ

けておりました。しかしながら、その反面ですね、

逆にクラスに１人ぐらいは、やはり川とか海の事故

で亡くなった方もいらっしゃいます。 

今、先ほどの質問者の言葉の中にもあったとおり、

なかなか教育環境も、子どもを育てる環境も変わっ

てまいりました。少子化の中でですね、安全に子育

てをするというのが、最も大切なことの一つとなっ

てきているようでございます。そのような背景を受

けながらですね、しかし、やはり子どものころ、自

然と接するというのは大きくなってからも大変意義

があることと思いますので、子どもが遊べる場につ

いては、もう一度しっかりと検討してみたいなと思

っているところでございます。私からは以上です。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：ただ今の質問、子ど

もの現状を憂える立場から、元気に逞しく育ってほ

しいという子どもの発達への願いが込められた中で、

外遊びをどうするのか、という御質問だというふう

に理解させていただきますが、議員様がおっしゃる

ように、子どもの外遊びの関係では本当に減少して

きているということで、国のほうも同じような捉え

をしております。その中で外遊びの減少が体力や社

会性の低下を招いているし、そして先ほど、おっし

ゃられたように、いじめや引きこもり、そういう増

加にもなっているのではないか、という影響を指摘

しております。しかし、その外遊びの中には自ら子

どもが育つ力を引き出す力や、それから今、子ども

たちも孤立化しておりますから、仲間と繋がって、

孤立する「孤」から、それぞれ一人一人が光る個性

の「個」への転換を図る大事なところではないだろ

うかということで、施策もいろいろ出ております。

多くの人がそれを 望んでおり、私たちもそのよう

に考えております。 

日本学術学会というところが内閣府にございまし

て、外遊びを増やすための答申がなされております。

その中の骨子、一番大きな骨子が、私も同意なので

すが、先ほど御提案されたような形で出ています。
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地域をよく知る大人が子育て世代の人たちを巻き込

んで、そして、まちづくりを主体的に取り組んでい

く、ということが一番の根底だと。議員が御指摘さ

れたとおりだと、私も認識しております。 

その中での遊びの広場の関係でございますが、競

技の場というのを、きっと今の高学年、中学生とい

うのは非常に興味を持っているところかな、という

ふうに思いますが、それが可能な地域。それから、

そうでなく別な形のものというものもあるのではな

いかな、というふうに思います。 

ということでいけば、それぞれの地域の方々の総

意で、ビジョンを具現化される形に話をされていく

中で、教育委員会、行政がパートナーとして、みん

なが元気になる、子どもが元気になる環境づくりに

向けてですね、協力していきたなというふうに考え

ているところです。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：ただ今、村長さんか

らと、教育長さんから、現状等はこういう形で、な

かなか、いろいろな社会の中で子どもたちの環境の

変化と、行政としても、教育委員会としてもですね、

そういう憂いを持ちながら地域の中で 一生懸命、

努力されていると。それから、前向きに何かを検討

されていると。そういう前向きなお話もいただきま

した。 

今、拓心中学校ではですね、全員部活。それから

全校合唱。これも相当の年数続いております。しか

し今、続いて、大変継続をされてですね、大変良い

状態が続いておりますが、それが始まる前はどうだ

ったのか、ということを考えてみますとですね、ま

とまりがない。子どもの数も今よりも大分、多かっ

た時代もあると思いますが、やはり少し荒れていた

時代もあったと、そのように記憶をいたしておりま

す。しかし、この全員部活。それから全校合唱。そ

して大変良い指導者を迎えられてですね、大会に行

く。そして少しずつ成果が出てくる。さらにまとま

りが良くなる。そして、地域で優秀な成績を収める

と。そういうことの繰り返しがですね、今、継続を

されて、大変良い状態であるというふうに私は感じ

ております。 

それから、稚内市もですね、今、南中学校のです

ね、南中ソーランが大変、全道、全国でも有名です

けども、この、南中ソーランが誕生したという背景

もですね、その前は、もう大荒れの、稚内南中の校

長にも、学校の先生にもなりたくないと。酷い所だ

というような、そういう状態がですね、地域の方々、

そして学校、そして教育の関係者。とにかく地域を

挙げてですね、いろいろな取り組みが始まって、そ

れが、南中ソーランを生んで、今に続いていると。

そういう背景もあります。 

猿払村は、そのような状況ではございません。ご

ざいませんけども、やはり子どもたちが、そういう

憂いがあるというふうに私は、いつでも、そういう

ふうになるということもありますし、今は平穏を保

っているという状況であろうと思いますし、ただ、

地域の中で今、本当に外になかなか出ない。小学生

もですね、それぞれスポーツ少年団とか、いわゆる

野球ですとか、剣道ですとか、  サッカーですと

か、バレーボールですとか、行っている子たちは良

いのですが、行っていない。あるいは、いろいろな

地域、遠い地域もありますのでですね、全部が参加

しているわけではないと。そういう中で、学校が終

わって、いわゆる、その家へ帰るまでの時間、その

間が空いていて、あるいは土曜日、日曜日はお休み

だと。親御さん方も仕事の関係でですね、忙しい時

期は、どうしても投げっ放しになると。そういうと

きに近場での、そういう子どもたちが集合してです

ね、遊べる場所というのを、隙間でありますけれど

も、必要な時代ではないのかなと。 

そのようなことで、外に出て、それは毎日遊べと

か、そういうことではありませんが、子どもたちが

フッと考えたときに、それがあるな、という形の遊

び場が地域の中に、そういう場所が必要なのではな

いのかなと、そういうふうに思います。 

例えば鬼志別でいいますとですね、旧鬼志別川の、

商店街の横のほうの広場などもですね、何もない、

ただ埋めただけで何もない。そういう所を有効活用

してですね、ただ草ボウボウ生やしておいてね、冬

は雪捨て場くらいですよね。冬の活用というのは、

なかなか難しいですけども、夏、草を地域の人方で、
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あるいはお父さん、お母さん方で草を刈ってね、何

か遊具をちょっと仮設でも良いから置いて、下をち

ょっとローラーで整地してね、何か遊具を置いて遊

べる場所を。 

浜鬼志別でいうと、水産加工総合管理センターの

周りですとか。今は公営住宅も取り壊しが始まりま

したのでね、そういう場所を確保してですね、夏の

間に何か小競技ができるような場所、そのような所

をですね、村長さんにばかりに１００パーセントお

んぶに抱っこではなくて、地域の力というのは必要

だと思うのですよ。付けたは良いけど、あとは何も

活用もしないで投げっ放しになっている。やはり、

みんなが参加して、もちろん子どもさん方がいるね、

親御さんの協力も、もちろん必要ですけども、地域

としても、そういうことを考えてやっていくべきで

ないかなと思いますし、そういうことが今後あると

すれば、協力を一つ、していただけるのかどうか。

また、指導もいただけるのかどうか。こういう点を

一つ、お答えをいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：今おっしゃられたよ

うに、子どもたちが仲間と共に遊ぶ。その中で培わ

れる社会規範だとか、失敗しても大丈夫だという安

心感だとか、そういうものが確実に育つような形で

やってほしいという、子どもの豊かな成長を願う気

持ちが伝わってまいりました。本当にそのとおりだ

な、というふうに感じます。 

いろいろな場所の有効活用についての方法につい

ては、私共も考えていかなければならないと思いま

すし、ぜひ先ほど、おっしゃられたような皆さんの

知恵もですね、お借りしながらですね、そこのとこ

ろからを基に進んで行けたら良いかなというふうに

考えていますし、地域のほうで、そこの管理も含め

てやっていって子どもを育てていくのだという、そ

の意識は非常に村づくり、みんなで、地域ぐるみで、

子どもを育てようというス  タンス、とても素晴

らしいことではないかなというふうに思います。そ

ういうところに依拠しながらですね、これから子ど

もたちが元気に外で遊べるような、そんな形を地域

と共にですね、考えていけたら良いなというふうに

思っています。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今、教育長さんから

も大変理解のある、そして前向きな考え方を披露し

ていただきましたので、子供の広場の質問につきま

しては、これで終わりたいと思います。 

次、２番目。防災について、お伺いをしたいと思

います。昨年の９月３０日に、村内３地域で津波避

難訓練が実施されました。その後の総括はどのよう

になっているのかというのを、お伺いをしたいと思

います。 

先般、近隣で、中川町さんですかね。非常に、震

度５前後の地震が何日も、あるいは突発的に続いた

と。今は治まっているようでございます。それから、

少し前になりますけれども、サハリン東部。非常に

深い所であります。推定６００キロ  メートルと

いいます。そこでマグニチュード７以上の地震が。

震源は、あそこではありましたけれども、幸い宗谷

は震度１、２で、距離の遠い十勝とか日高では震度

３、４と。やはり震度の深いせいで、そういう関連

が、私共には、専門家でもなかなか解明には難しい

部分があろうかなと思いますけども、今、天候の異

変と申しますか、大変もの凄い雨が降って、起きた

地域ではですね、今までここに何十年も住んでいる

けども、本当に、こんなことは今までにはなかった、

というのが実態のようでございますし、今後もです

ね、猿払村の中で津波、あるいは、そういう大雨に

よる災害。ないことを願いますけれども、しかし、

やはり備えというのは十二分にしていかなければい

けない。そういう時代ではないのかなと思いますの

で、 せっかく昨年の９月３０日に村内３地域で行

われた津波避難訓練の総括は、どのようになってい

るのか、それをまず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）：ただ今の質問にお答えい

たします。議員がおっしゃったとおり、最近は本当

に温暖化の影響なのかどうかは分かりませんが、異

常な天候が続いております。今年も日本全国的に残

暑が厳しく、猿払村も大変、秋になっても暖かい日
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が続いております。秋になりますと、様々なイベン

トが毎週土日に開催されます。私も、毎週あいさつ

しております。最近のあいさつは、いつも、猿払に

は似合わない天候だと。このようなあいさつをして、

異常な天候を訴えておりますが、その反面、この暑

さのおかげでアキアジがほとんど来ないという、い

ろいろな、逆に村にとっても様々な影響も出てくる

ようでありますし、先ほどの豪雨もそうですけども、

もう本当に何があるか分からないと。それなりの備

えを常にしておかなければいけないと、思っている

ところでございます。 

さて、ただ今の、昨年の訓練の総括という御質問

でございますが、昨年実施した津波避難訓練は、３

地区で５５２名が参加し、避難率は４９．５５パー

セントという結果になりました。当日は強い雨の降

る悪天候にも係わらず、３地区の自治会、消防分団

の御協力の下、避難訓練としては大変成果があった

と評価しております。私も、ちょうど浜鬼志別地区

が担当でございまして、避難場所の浜鬼志別小学校

の３階から、皆さんが避難してくる様子を見ており

ましたが、本当に真剣に、真摯に避難してくる状況

を見まして、もう胸がドキドキしたようなことを、

今でも思っております。 

その後の議会で、平成２４年度、本年度ですね。

内陸の地域で避難訓練を実施したいと答弁した記憶

がありますが、本年度は猿払地区において、  １

０月に猿払地区の地域担当職員と自治会が中心とな

り、避難訓練を実施する予定になっております。 

災害直後においては、誰もが訓練の必要性を意識

しますが、時間とともに段々、認識は低下していく

ものであることは、過去の大きな災害の経過を見て

もお分かりになると思います。しかし、災害に対す

る備えは必要であることを、比較的災害の少ないこ

の地域ではありますが、村民への防災意識の高揚の

ために今後とも様々な訓練を含めた事業展開を進め

ていかなければならな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）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：昨年の３地区の総括

について、今、村長からお話がありました。そして、

平成２４年度は内陸地域ということで、この１０月

に猿払地区で避難訓練をやるというふうにお伺いを

いたしました。 

２番目に、この３地域以外にも津波の想定のある

地域もあると思うが、その対策はどのように考える

のかと。この津波避難訓練もありますけれども、猿

払地区、それから芦野地区の一部ですね。それとで

すね、この３地区の中でもですね、浜鬼志別地区に

つきましては、一番の高台が小学校という形での、

浜鬼志別に住んでいる人方は、皆さん小学校に、あ

るいはシネシンコ地区ですと、刈り分けの山にでも

逃げる、というような意識が常々ありますが、例え

ば知来別地区を例に取りますとですね、知来別は学

校よりも高い地域が、稚内側ですと学校よりも墓地

のほう、あるいはまた、橋から浜鬼志別側のほうで

は住宅地区の一番高い所というのが、これは津波避

難訓練の際にもですね、大変、何か、賛否両論で分

かれたというような、お話もございます。 

そういうこともですね、次、その訓練が行われて、

問題点も、これからの課題というのもあると思いま

すが、簡単に、すぐには結論は出ないと思いますが、

今後どうするのかということも考えておかなければ

いけないと思いますし、訓練を実施された浜猿払地

区もですね、旧ガイアートクマガイさんですね、そ

この高台に避難すると。橋を  ２本も潜ってきま

すし、建物はありませんし、その次を迅速に、どう

行うのかと。 

そういうこともですね、猿払地区が１０月にやる

ときにですね、もう一度、どういう形で考えていく

のか。どういうことをテーマにして、この平成２４

年度、猿払地区、あるいは未実施地区の  一部、

芦野地域だとか、そういう所を、どのように考えて

いるのか、まず、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）：ただ今の質問にお答えい

たします。ただ今、議員が御指摘のとおり、津波避

難訓練を実施いたしました３地区以外においても、

津波の被害が想定される地域は存在すると考えてお

ります。今年度実施いたします津波ハザードマップ

の作成を進めているところであり、国及び道の津波
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避難計画等に基づきながら、被害が想定される地域

の特定や避難場所等を設定してまいります。以上で

あります。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：この防災というのは

ですね、住民一人一人が、そういう意識を、いかに

持てるかということが一番の決め手になることだと。

それはですね、やはり今回の東北の学校でですね、

みんなが本当に共通の認識を持ってですね、子ども

たちも、学校の先生方も、もう一生懸命に逃げたと。

それが、やはり生存に繋がったと。常日ごろの学校、

あるいはまた保護者、それから生徒方、そういうの

を徹底した、そういう、何かあったら、ここに逃げ

るんだ、というものが、そこの学校を本当に、安全

に避難ができたと。やはり、ちょっと意識が低下し

ていた所はですね、相当そのダメージがあって、今

も、その後遺症に  悩んでいると。そういうのが

報道でも周知をされているところでございます。そ

ういうことで、住民周知することが、やはり最も一

番のことであると。それが、いつなされるのかと。 

村長は今、ハザードマップを作成中だということ

でございますが、ハザードマップだけではないです

よね。私も、どうなのかなと思いまして、浜鬼志別

の小学校の玄関の入り口の所には、ここが高さ１１

メートルです、という貼り紙がしてあります。それ

も一つ、表示だなと。学校へ行かれる保護者のお父

さん、お母さん。あるいはまた、それ以外の地域の

方々もですね、たまに小学校に 行ったときには、

１１メートルなんだなと。そういう認識であろうと

思います。そういう、できるところから、あるいは

また、住民もですね、何となく、貼ってあるなとは

思っているのですが、  ハッとしたときには、や

はり、そういうことを思い出すのではないのかと。

そういうことが、やはり一番大事なことではないの

かなと。 

立派なハザードマップを作ってもですね、きちん

と、そういうものが住民に周知されると。だから、

そのハザードマップがどうのこうのではなくて、作

る前に、もっと村自身でですね、きちんとできるも

のがあるのではないのかな。そのようなことを考え

ておりますけど、そういう点について村長は、どの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。前の質問でも一部お答えいたしましたが、

津波ハザードマップの作成において、村内の標高を

調査し、それを基に避難場所の設定や避難ルートの

特定など、詳細な避難計画を作成する予定でおりま

す。 

また、稚内開発建設部では、国道の標識に標高の

表示を実施するほか、道の駅さるふつ公園に、災害

用の備蓄品を収めるコンテナを設置する予定であり

ます。これにあわせまして、猿払村独自で村内の各

施設を中心に、議員がおっしゃったとおり、標高表

示をする計画であり、津波ハザード  マップの完

成と共に、村内にも各種情報の提供を考えておりま

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）：ハザードマップには、

それぞれ標高ですとか、また、それから一定の避難

場所ですとか、避難経路ですとか、いろいろなこと

があると思います。今、村長さんのほうから稚内開

発建設部さんが道の駅に、そういう避難用の、そう

いうものを設置するというお話も今、お伺いいたし

ました。 

しかし、各避難先もそうですが、総合的なハ  

ザードマップが出来上がった暁にはですね、冬期間

の対策ですとか、あるいは、災害時には停電という

ものが伴うことが多々あると思いますので、そうい

う対策ですとか、それから、何が先かというと、や

はり食料品、飲料水の確保ということも、もちろん

大切なことでありまして、次には寝具とか、毛布と

か、いわゆる身体を保身するものですね。そういう

ものが必要になってくると思います。 

そういうこともですね、当然ハザードマップがで

きた暁には、そういう準備を、これからされるのだ

と。そういうことだと思いますけれども、  十二

分にですね、こういうことも頭の中に入れましてで

すね、それぞれの地域で全部が同じではないのです

ね。ですけども、住んでいる人は一人  一人の村
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民ですのでね、その村民が、安全にですね、速やか

に、そして、避難したあともですね、きちんとケア

ができるような、そういう対策を、きちんと作って

いただきたいと。そのように願っているところでご

ざいます。 

以上で私の質問を終わります。 

○議長（山須田清一君）：次に８番、小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき、２項目４点ほどについて質問させていただ

きます。 

まず初めに、各施設の使用状況、使用料金につい

てということで、質問をさせていただきたいと思い

ます。各施設の使用料金について、平成１９年１２

月、この場において条例が上程され、同僚議員、ま

た理事者のほうから様々な意見が出され、賛成意見、

反対意見のある中、採決が行われ、  ２名の反対

の議員が起立し、賛成多数で、その条例が可決され

たのを、鮮明に覚えております。 

あれから４年ほどが過ぎました。個々の小さい施

設での見直し等は、条例改正において、あったこと

を記憶しておりますが、あの条例制定以来、村全体

の施設を通しての見直しや、各検討というのは、一

度も行われていないと私は思っております。そこで、

平成２３年度の各施設の使用状況、使用料金の実績

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）：ただ今の質問にお答えい

たします。平成２３年度の使用実績は、スポーツセ

ンター、農村環境改善センター、老人憩いの家、３

施設を合わせまして、利用者数１万４７５９人、料

金収入３３万４００円。村営スキー場、２万  ５

０８７人、料金収入３９万３５００円。村営  プ

ール、２，０８８人、料金収入１万７６００円。村

営球場、１２１件、収入１０万３２００円。公園パ

ークゴルフ場、１，１４２人、収入６９万  ３０

００円。キャンプ場、５４６人、収入２１万１４０

０円。バンガロー、１７５件、８７万   ５００

０円。牛乳と肉の館での体験実習、全体で８３回で、

１，３１０人、収入４７万４０００円。保健福祉総

合センター、１６５人、収入４万   ２２００円

となっております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：各施設についてお

伺いしました。もう１点だけ。通告書にはありませ

んが、平成２３年度、１回も使用されなかった村の

村有施設は、ありますでしょうか。平成１９年度以

前には、様々な形で無料の施設もありましたから、

様々な形で使われたと思いますが、有料になってか

ら１回も使われなかった施設というのが、あるかな

いか。平成２３年度だけで良いです。お教え願えれ

ばと思います。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：お答えさ

せていただきたいと思います。平成２３年度実績と

いたしまして、使用の実態のなかった施設といたし

ましては、学校開放事業で使われています鬼志別小

学校、知来別小学校、浜鬼志別小学校、芦野小学校、

浜猿払小学校、拓心中学校については、利用なしと

なっています。ただし、元々、無料団体、ＰＴＡ活

動ですとか、というものについては料金徴収しない

形になっておりますので、今回調べました料金徴収

を対象としている方々の分で押さえておりますから、

それらの活動はあっただろうというふうに思ってい

ます。 

それと、もう１点。山村広場については、利用料

金が徴収される形での利用がなかったというふうに

押さえております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：理解しました。そ

れで、有料になったから使われにくくなった施設、

多少あるでしょうけど、それほど極端ではないと、

私も感じてはおります。 

そこで、有料化から約４年間、４年６か月が過ぎ

ております。２番目の質問ですが、平成２０年４月、

これらの条例が施行されました。施設使用料が無料

のときと、この４年６か月間の有料期間の使用状況

を踏まえての村の現状判断を、お伺いしたいと思い

ます。 
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また、今、村長のほうから報告ありました村営プ

ールや保健福祉総合センター。プールに関しては２，

０８８人が使用して、１万７６００円の収入。福祉

センターにおいては１６５人で４万  ２０００円

の収入、１６５人の使用。１年間を通して１６５人

です。この人数をどのように村長はお考えになるか。

福祉センターとして、この場でも様々な議論が行わ

れております。いろいろな施設を使って、高齢者の

方や、住民が集まれる施設にしてはどうか、という

ような同僚議員との意見交換等もあります。 

また、さらに無料の方々が多い中、受益者負担と

いう考え方も、私はあると思います。明らかに、村

民が使うことによって費用が掛かるもの。そういう

ものに関しては、私は無料でなくても良いと考えま

す。全てを元に戻して、４年６か月前の無料のスタ

イルにしろ、という趣旨ではございません。そのこ

とを踏まえて、村の、今の施設使用料に対する現状

判断を、お伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。料金徴収前の平成１９年度と、平成  

２３年度の使用実績を比べますと、年度、施設ごと

に、利用者数に増減はありますが、概ね減少してい

ると押さえております。理由といたしましては、や

はり有料化や、また、人口の自然減少などが原因と

考えております。 

質問にもございましたが、保健福祉総合セン タ

ーほか、施設の利用につきましては、私は、やはり、

できるだけ多くの人に使っていただきたい、という

のが私の考え方であります。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：有料になろうと、

無料になろうと、村の施設が多くの方に、多くの機

会で使われることを望むのは、村長を始め、私も思

うところは一緒です。ならば、やはり保健  セン

ター等は、ハード面は、良いホールも揃っています

し、厨房機器だとかも揃っております。何とかソフ

ト面で、村民が使えるような企画、そのようなもの

を考えるのも、私は、一つの案ではないのかなと思

います。有料にしたからには、お金を取って、人間

の価値観いろいろありますが、お金を取っても行き

たくなるような施設、そういうものを創設するのも、

村の一つの仕事ではないかと考えます。 

３番目の質問です。現在の使用実績、徴収料金の

現状において、平成２５年度、来年４月からに向け

ての使用料金の徴収のあり方、また、施設のあり方

について、村長の考えをお伺いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。６月定例議会においても、佐々木議員か

らの一般質問にもお答えしておりますが、村財政健

全化の道筋が見えてきましたことから、年齢にこだ

わらず、全ての村民の健康増進の機会と場を提供す

るために、公園、パークゴルフ場、ス  キー場を

含む全ての体育施設の料金の見直し、無料化の検討

を行い、平成２５年１月１日より無料化が実施でき

るよう、所定の手続を済ませるように担当部署に指

示をし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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：先ほども、この場

でお話したとおり、全ての施設を無料化、と私は思

って、この質問をしているわけでございません。基

本的には、受益者負担の観点から、お金の、元々、

平成１９年度以前からも、利用料、手数料を取って

いた施設もありますので、そういうところを精査し

ていただいて、料金を取る所は取る。取らなくて村

民に使っていただく所は使っていただく。そのメリ

ハリを、しっかり精査していただいて、平成２５年、

今の村長の答弁では平成２５年からというお話もあ

りましたが、平成２５年度、４月１日からでも良い

かと思います。村民の意向も精査しながら、使って

いる子どもたちや、拓心中学校、各小学校の子ども

たちは、体育施設を使うことも多くあると思います

ので、その辺のことを考慮していただいて、全体的

な見直しを図っていただきたいと思います。 

質問事項が遅れましたが、平成２４年度の当初予

算の概要で、使用料及び手数料について、１億３９

万円の予算概要となっています。平成２３年度の決

算額で１億８００万円。使用料及び手数料について
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は、公営住宅の家賃なども入っていますので一概に

言えませんが、使用料及び手数料については、先ほ

ど村長から答弁いただいたように、非常に手数料の

収入割合としては少ないものと感じます。その辺も

踏まえていただいて、手数料、使用料の全体的な見

直しを行っていただきたいと思います。 

質問項目にはなかったのですが、教育長のほうに

も拓心中学校の生徒や、各小学校の児童、また、体

育施設を管理しているのは教育委員会ですよね。そ

の辺のことを踏まえて、今までの実績と、デメリッ

ト、メリットがあったかと思います。来年度に向け

ての体育施設のあり方についても、お聞きしたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：学校の、体育施設の

利用については、全て無料で、部活等を含めて、や

らせていただいていますし、体育館の中では 一つ

の部活しかできませんので、いろいろな意味で、多

くの施設を使いながら、子どもたちは自分たちの運

動の活動をですね、精一杯できるような形で保障さ

れている形です。ですから、そこのところについて

は、そういう状況があるということも、子どもたち

が全道大会とかで活躍する大きな要因の一つになっ

ているのではないかな、というふうに思いますから、

その方向を進めていく必要があるのだろうな、とい

うふうに考えております。 

それから、施設のほうの関係ですが、いろいろ使

用の変動はございました。減少傾向にあるというふ

うに、先ほど村長のほうからも報告がありましたけ

ども、先ほど出た学校の使用についてはですね、人

口減と高齢化に伴う団体数の減少が大きな要因にな

っているのかな、というふうに思いますが、それと

もう１点、社会的な風潮として、体力づくりの個別

化ということが、一つの視点になるのかなというふ

うな感じがしています。 

今後もですね、教育施設、学校等ですね、村民の

健康づくりという形、そして子どもたちの確かな学

び、豊かな成長を保障するためにも、そこのところ

を振り返りながら検討もしていきたいなというふう

に思っておりますが、無料化の方向を検討したいと

いうふうに思っております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：教育長のおっしゃ

るとおり、様々な形で、人口減などにおいてもです

ね、猿払村内において、文化サークルやスポーツサ

ークルが減少傾向にあると考えられます。そこで、

前段でもお話しましたが、何とかそういうサークル

や文化活動が、もっと盛んになるような施策も、施

設を使いやすくするだけではなく、そのようなソフ

ト面も、役場（聞取不可）、また私たち同僚議員や、

村でスポーツを愛好する方々と 一緒にですね、そ

ういうサークルを、もっと盛り上げていただいたら、

施設の使用についても、今よりも、もっと盛んにな

るのではないかと考えます。それについては答弁は

いりません。 

次に。 

○議長（山須田清一君）：発言の途中でありますけ

ど、昼食時間にまたがりますので、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５６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。 

小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：それでは２項目目

の、地域おこし協力隊について、ということで、１

点のみ質問をさせていただきます。平成２１年度か

ら総務省の事業である、地域おこし協力隊というも

のが制定されております。村長を始め、ある程度、

御存じかと思いますが、北海道の各地でも募集がさ

れ、事業も推進されております。平成２３年度にお

いては、北海道で２５地域。また、宗谷管内でも、

この事業を使って様々な所で隊員の募集をして事業

を推進しておりますが、管内では平成２３年度、２

地域において、この事業が行われております。 
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私も、総務省のホームページ等で今回、地域おこ

し協力隊ということで、ある程度、勉強させていた

だきました。昨年もですね、北海道のある地域で、

地域おこし協力隊がテレビ番組で放映され、５人の

方々が隊員で、１年間から３年間の事業を推進して、

その中の４名の方々が定住をして、その地域で起業

をしたり、就農をしたりして活躍している、という

ことをテレビ番組で知りました。 

この事業について、猿払村でも様々な事業が推進

されるかと思います。猿払村での隊員の募集の可能

性や、村長の、この総務省の事業である地域おこし

協力隊についての考えを、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）：ただ今の質問にお答えい

たします。地域おこし協力隊は、議員もおっしゃら

れたとおり、平成２１年度から運用された制度であ

ります。都市の住民を地方の自治体が受け入れ、地

域で生活しながら、生活支援や農林漁業の応援活動、

観光業務などに一定期間従事し、定住を目指しても

らうものであります。 

本村では、協力隊員の受け入れはありませんが、

二つの自治会と受け入れについて相談をした経過が

ございます。その中で、隊員が地域で住む場所など

が課題となり、進んではおりませんでした。民間ア

パート建設後の公営住宅及び職員住宅の空き状況を

見ながら、受け入れに対して地域や団体と協議を進

めていきたいと考えておるところでございます。 

また、先の議会で質問がありました、移住や、ち

ょっと暮らしなど、都市住民との交流人口を増やす

移住促進の取り組みについても、同時に進めていき

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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：二つの自治会とお

話があったということで、少し安心をしました。今、

事業が中止している、中止というか停滞している実

態として、住む場所の確保。この議場の中でも、公

営住宅や民間アパートの関係で、いろいろと問題に

はなっておりますが、是非、私は、この地域おこし

協力隊について、来年度、猿払村で募集するべきで

はないかと。来年度、来年からでも良いかと思いま

す。 

概要を見れば、地域おこし協力隊は、村長も  

おっしゃったとおり、大都市圏から過疎地域や地域

が衰退している所に若者を移住をし、地域を様々な

形で支援する、というふうになっています。その事

例としては、農林水産業の支援とか、水源確保、環

境活動。それとか、住民の生活支援、見守りサービ

スや、通院や買い物等のサポートをする方々。そう

いう内容を見ますと、まさに猿払村が欲していると

ころではないのかな、と思います。 

まして、財政支援のほうも総務省からございます。

特別交付税として、隊員１人につき、報酬活動費な

ども含めて、上限３５０万円ほどの支援がございま

す。それも事業を行う前に申請するものではなく、

事業推進後に申請しても良い、というふうにもなっ

ておりますので、来年度、村長が至る所で話されて

いる開村９０周年事業。元旦から、いろいろな形で

進めると、前回の、この議場でも、私と意見交換を

したところございますので、是非、９０周年事業の、

まちおこしの支援事業の人材として、私は、この地

域おこし協力隊の募集をすべきではないのかなと。 

先ほど話した地域協力活動の例もありますが、来

年１年間は村の開村９０周年事業です。委員会も役

場職員のほうで、先日の議会で、委員会を立ち上げ

るということもありましたが、大都市圏に住んでい

る若者が、猿払村で９０周年事業のことについて、

水産業のこれからの振興や農業のこと、観光のこと、

また、過疎地域の実態を見ての村民の生活支援サー

ビス等にも、様々な形で力になるのではないかなと

考えるところであります。 

再質問です。是非、私は、今、二つの自治会と相

談したことがあるとありますが、来年に向けて、こ

の地域おこし協力隊について、是非、募集をしてい

ただきたいと。村長の前向きな意見を求めたいとこ

ろです。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。この地域おこし協力隊を、開村９０周年

事業の一環に役立ててはいかがかという御質問でご
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ざいましたが、かねてから申し上げているとおり、

９０周年事業に関しましては、今、計画していると

ころでございます。私は、個人的には少し盛大にや

りたいと。最低でも月１回ぐらいはイベントなり、

お祭りなどを開催したいなと思っているところでご

ざいます。そのためにも、この地域おこし協力隊を

役立てるということは、突然、今、言われましたの

で、今まで頭にありませんでしたが、本当に前向き

にですね、検討してみたいなと思っております。 

よく、これからの過疎地域について言われますが、

過疎地域に必要なものは、若者、よそ者という言い

方があります。私は、よそから来る方をですね、受

け入れるということも一つの大きな課題ではないの

かなと考えているところでもございます。そのため

にも、この制度を利用いたしましてですね、積極的

に都会の地域、他の地域からですね、呼び込んで、

かねてから言っているとおり、人口増加、定住化の

一つに役立て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）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：今、村長の答弁の

ような形で、前向きに、前進して考えていただきた

いと思います。 

午前中の同僚議員の質問にもありました、村の花

コケモモの件について。そのコケモモについてもで

すね、昔、コケモモでワインを製造して売っていま

した。それが中止して、ややもう経過して、コケモ

モというものも利用されることがなくなりました。

植物や動物などは、利用されなくなると価値が非常

に下がるものです。猿払村はホタテを始め、牛乳や

酪農において様々な魅力のある食材、また、植物や

動物などがおります。コケモモに関しても、イトウ

に関しても、また、なかなか話題に乗らない遺跡に

関しての問題等。 

こないだ村長にも御足労いただきましたが、北大

の大学生をイトウの会のほうで環境教育と題して研

修生受け入れをしました。その中で、なかなか、そ

の方々は植物を研究されてる方々でしたが、今、植

物を北大で研究しても、なかなか就職がないのだと。

自分の好きなことを、湿原の植物だとかを研究した

ときには、就職するとなると、なかなか院生になっ

たり、そういうことをしなければ、即、就職に繋が

ることがない。先ほど話したように、猿払村には

様々な、貴重な植物を始めとする動植物もあります。

そういう方々も、地域おこし協力隊の一員として、

招き入れることも一つの考えではないのかなと。好

きなことで、好きな職業に就けて、好きな地域で生

活ができる。非常に良いことではないのかなと考え

ますので、大学との協力も今年度から始まります。

様々な形での、地域おこし協力隊。また、人をこの

地域に呼ぶための施策を希望して、質問を終わりま

す。 

○議長（山須田清一君）：引き続き一般質問を行い

ます。 

５番、眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは質問通告書

に基づきまして、大きく２点について質問いたしま

す。 

１点目の質問についてでありますが、質問に入る

前に、３月の定例会、６月の定例議会の一般質問に

おいて、福祉の問題について、基本的な考え方を確

認したところであります。高齢者福祉、障害者福祉

について、基本的な認識では一致した。そういう部

分で確認しております。その基本的な認識に基づい

て、今回はですね、主に具体的に何をやるのか。基

本的な認識に基づいて、具体的に何をやるのか。ど

のような施策を講じるのか。そして、いつまでに、

それを実行していくのか。平成２４年度から平成２

６年度までの、第５期猿払村介護保険事業計画・高

齢者保健福祉計画。今回は、障害者福祉については、

ちょっと外させていただきますけれども、高齢者の

福祉に限って、内容について質問していきたいと思

います。よろしくお願いいたします。特に、第５期

高齢者保健福祉計画についてでございます。 

我が国の高齢化は、世界でも類を見ない速さで進

み、平成３２年には、国民の４人に１人が６５歳以

上という超高齢化社会となる。そういうことが予測

されていると。平成２７年には団塊世代が高齢期を

迎え、それら高齢者の生活機能の低下を未然に防止

し、生活機能維持、向上のための介護予防を推進す
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るなど、福祉サービスのあり方も大きな転換期を迎

えており、このような状況を踏まえ、平成１７年に

は高齢者介護の姿を念頭に置いた介護保険法の大幅

な改正がなされ、予防を重視、地域密着型のサービ

スの導入、地域包括センターなど、新たなサービス

体系が導入されました。 

さらに、介護サービスの基盤強化のための介護保

険法の一部改正では、団塊世代が７５歳を迎える平

成３７年、この時期の高齢者像を見据えて、可能な

限り住み慣れた地域で、その有する能力において自

立した日常生活を営むことができるよう、１に介護、

２に予防、３に医療、４に生活支援、５に住まい、

の五つのサービス、これらを一体化して提供をして

いくと。地域包括システム、ケアシステムの実現を

目指し、本村の特性に合わせた計画として、第５期

高齢者保健福祉計画。これは平成２４年度から平成

２６年度まで、３か年が位置付けられております。

そこで伺います。 

先日、１７日に、敬老の日に発表されました全国

の６５歳以上の人口、３０００万人を突破すると報

道されております。７５歳以上に至っては １５０

０万人。こういう数字になると。驚く数字が国から

発表されておりますけれども、猿払村においても、

高齢者人口は平成２３年度で６１１名、高齢率は２

１．９パーセント。全道的に見て、又は全国と比較

しても、比較的、低い数値を示している。しかし、

この数字は増加傾向にあることは、間違いない事実

でございます。うち要介護認定者数は、平成２３年

度では１３５人。６５歳以上人口の２２パーセント

を越える数値を示している。年々、これも増加傾向

にあると。平成２６年には２３パーセントというこ

とを推計されておりますが、介護予防の観点から、

二次予防高齢者の介護予防、機能訓練等を、福祉計

画の中で具体策として掲げております。 

しかし、取り組みについての言葉は躍っておりま

すけど、細部が見えてこない。実際、どのような取

り組みをしていくのか。これらを、細部をどうする

のかという部分を、基本的な考え、それらを早急に

検討して結論を出していくという方向がなければ、

平成２４年から平成２６年までのこの計画も、計画

だけに終わってしまうというおそれがある。そうい

うことを若干心配しながらですね、工程等をきちん

と含めながら、それと、前には  一般高齢者と言

っていましたけれど、今は一次予防高齢者と言うの

ですか。それから二次に移行させないような方策。

具体的に何をやるのかと。 

それと、二次予防になったときに、どういう対策、

どういう形で施策を打ってくるのかというのを、具

体的に、やはり。そして、平成２６年までに、ここ

までいきますよ、というものを示していただきたい。

まず第１点、お伺いいたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。初めに、高齢化率という点に触れさせて

いただきますと、本年３月末現在で道がまとめた道

内の状況として、前年同期比で０．７ポイント増の

平均２５．３パーセント。市町村で最も高いのは、

夕張市の４４．８パーセント。最も低いのは、千歳

市の１７．８パーセントとなっており、いずれも０．

４ポイント、アップしております。猿払村は、同じ

集計では２２．２パーセント。  １７９市町村中

１７１位と、順位は低いほうであります。 

最近、このデータは猿払村の紹介で度々、使わさ

せていただいております。猿払村は日本一のホタテ

の水揚げを誇る資源豊かな、そして、酪農資源も豊

かな、とても資源豊かな村であります。そしてまた、

高齢化率が北海道１７９市町村の中で９番目に低い、

それほど若い村でありますと。元気がある村をアピ

ールするために、敢えて、この数値を使わせてアピ

ールしているところでございます。しかしながらで

すね、この数字においてもですね、議員がおっしゃ

るとおり、高齢化は間違いなく進んでおります。 

また、要介護認定率につきましても、過去１０年

ほどの推移は、ほぼ横ばいでありますが、近年の微

増傾向を勘案し、今後も数値は上昇すると、今、お

っしゃいました介護の計画内で押さえております。

しかしながら、これまで医療費対策や介護予防の観

点から、一次予防事業として、ふれあい学級、健康

教育、栄養教室、介護予防教室。   二次予防事

業として、機能訓練教室、個別サービス計画の作成
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に取り組んできている中、認定者数は増加し、比率

も上昇しておりますが、介護度が下がったり、要介

護から要支援に変更となるなど、介護度の改善が見

られております。 

御質問の二次予防高齢者の介護予防、機能訓練等

を具体策として掲げているが、取り組みの細部が見

えてこない、ということでございますが、当面、先

に申し上げました、現在、行っております介護予防

事業を継続し、さらには、何度も御指摘をいただい

ておりますが、高齢者の皆様に、一番身近と考えら

れる保健師の訪問体制が充実できるように努め、対

象となる方が、より早期に予防事業に参加いただけ

るよう把握に努めます。 

さらに、介護認定者を減少させる数値目標という

ことでは、御指摘のとおり設定はしておりま せん

が、認定前の方々、要支援、要介護と認定されてい

る方々の介護度の重度化を予防するために、今でき

る対策として既存事業を継続してまいります。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）：猿払村においては、

高齢率については極めて低い位置にいるという部分

では、私も、それを承知しながら、要因として何が

あるのかと。やはり地域産業というような、しっか

りした一次産業の基盤があるのだというふうに理解

する。これは、やはり遺産として、ずっと引き継い

できた、先人が築いてきた形の中で、今、それが

徐々に花が開いてきた。そういう結果なのかなと。

村長も、そのあたりは承知しながら、さらに努力し

ていただいているということについては感謝申し上

げます。 

私はですね、夕張の４４．８パーセントの高齢率、

決して悲観はしないです。高齢化の比率が高くても

良いのです。高齢者が住みやすい地域であれば良い。

むしろ集めるべき。高齢者が、ここに来たくなるよ

うなまちをつくるべきだ。そうすれば、自ずから率

は高くなるだろうと。しかし、どこにも行きようが

なくて、そこに留まるしか方法がない。若者が雇用

がないから、どんどん流失をしていくという、その

負の形が継続すると、マイナス要因としてあります

けども、猿払村を、高齢者が行きたくなるまちを作

るべき。そのためには、３０パーセントになっても

良いと、私は逆の発想を考えております。高齢化率

が高くなって悲観するという考え方は、私はしてお

りません。 

村長が掲げる、孫、子の代まで安心して住み続け

ることができる村づくり。これを標榜しているわけ

ですから、高齢者も、そういう地域に住みたくなる。

そういうまちを作るべき。そういう観点から、質問

を継続して聞きたいと思います。 

今、既存のいろいろな事業、細部の事業は示され

ました。今までやってきた事業と、あまり差はない

ですね。やってきたことの延長という部分では、私

は理解します。もう、発想を変えるべき。そこを今、

求めているのです、私は。そこを、発想の転換をし

て、どんなまちを作るのかという、そういう視点で

物を考えていただきたいということで質問している

わけですから、今ある、掲げられている事務事業、

こういったものを、もう少し見直して、発想を変え

て見直してみようと。全く逆な面から物事を見ては

どうだろうかと。 

そういうことも提案しながら、次の質問に移って

いきますけども、実は、今は二次予防高齢者と、そ

ういう位置付けで押さえられておりますけれども、

しからば一次予防高齢者から二次予防高齢者に移行

する段階、それを防ぐということが最大の効果です

よね。健康な高齢者をつくる、ということですから、

そこに視点を当てなければいけないと。村長に今、

答弁をいただきましたから、保健師の訪問活動を。

これに尽きます。充実して一次予防高齢者であって

も、そこを訪問して、それを予防することによって、

二次予防に移行しない形を作らなければならない。

そこを私は言いたいのです。それをどうするのか、

ということです。 

一次予防から二次に移行させないような取り組み

を、これは考えていかなければならないと。そうい

う意味で保健福祉課長、一つ、そのあたり、さわり

だけでも結構ですから、答弁いただきたいと思いま

す。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：ただ今の御

質問にお答え申し上げます。保健指導訪問活動とい

うことでは、３月、６月、またそれ以前から眞田議

員にも、いろいろ御指摘をいただいているところで

ございまして、まだ必ずしも十分な訪問活動ができ

ているとはいえないという実態にございます。ただ、

６月にも御質問にお答え申し上げましたとおり、産

休の職員が１名、とりあえず復活したということで

は、それ以前よりは若干の訪問活動はできているか

な、というふうに内部では押さえております。 

ただ、まだまだ回り切れていないというところも

ございますし、人員の、簡単に言葉だけでは人員増

をすれば、ということも申し上げられるかもしれま

せんが、そのあたりは理事者と協議しながら、そし

て、こちらの現場の声も理事者に聞いていただきな

がら、良い形に進めるように努力、検討をしていき

たいというふうに思います。御理解願います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：そういうことでです

ね、現場を担当する保健師だとか医療機関、看護も

含めてですね、介護、看護も含めて、現場の理解を

得るということには、非常に困難が伴うのですね。

担当課長が一つのビジョンを掲げて、強烈な理念を

持って、現場の人間と、やりとりをしなければです

ね、その意志は絶対に伝わらないですよ。あなたが、

どのような理念を持って、どのようなメッセージを

相手に伝えるかということで、状況が変わってくる

のです。一般的なことを言って、訪問回数を増やし

てくださいよ、と話したところで、それは解決する

ものではないのですよ。そこを一つ強烈にですね。

摩擦も生まれるかもしれません。いろいろな課題が

あるかもしれない。現場は現場としての。そこを一

つずつクリアしながら、本当に実践部隊として住民

の役に立ってもらう活動を展開してもらう。それは、

保健福祉課長、自らが、そういう理念を持たなけれ

ば絶対にできないですよ。言われたからやります、

では、できない。これをね、肝に銘じていただきた

いと思います。村長も、そういうメッセージを課長

に伝えるべきだと思います。 

それで、やはり一次予防の高齢者というのは、今

のところは何もない、健康に何とか生活している。

高齢者においてもですね、これから話、質問に入っ

ていきますけれども、きちんとして、生きている実

感を感じてもらわなければ、そういう取り組みを、

やはり。全て行政とは言いません。地域も我々も含

めて全部で一緒になって、ものを考えていかなけれ

ばならないです。だから一緒に作りましょう、とい

うことを、私は提案していきたいと思いますので、

そういう視点で、質問を続けたいと思います。よろ

しくお願いします。 

次の問題に入ります。それで、入る前に、保健福

祉課長、一つ、保健師さんだとか、訪問看護のほう

も含めてですね、これは医療になるのかもしれない

ですけれども、腹を割って、私はこんな施策を打ち

たいのだと。高齢者にこんな住みよい、そういう地

域をつくりたいのだと。だから一緒になってやりま

しょうよ、という、そういう強烈なメッセージを出

してください。一つ、そこを要望しておきます。村

長、そこだけ一つ、どうですか。課長と一緒に、そ

のあたり話していただけるということで、一つ確認

しておきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。もちろん、福祉政策は私の大きな政策課

題の一つでございますから、今後においてもですね、

全力を挙げて、担当課長、そして、この福祉のため

に副村長にいたしました三浦副村長と共に、万全の

体制で取り組んで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）：一つ、そのあたり、

よろしくお願いしたいと思います。必ずしも、諸手

を挙げて、全て理解が得られるとは、私は思いませ

ん。現場との摩擦というものも当然、生まれてきま

す。しかし、それにめげずに一生懸命ぶつかって、

理解してもらうということで、その作業は大変だと

思いますけども、努力していただきたいと思います。

次に移ります。 
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健やかに暮らせるふるさとづくり。これが、基本

理念として掲げられております。第５期の高齢者保

健福祉計画にですね。五つの重点施策。具体的な施

策の展開を謳っております。重点施策を掲げてです

ね。高齢期の生活の充実。日常生活の持続に向けた

取り組みの充実。３番目に、在宅生活等の支援の充

実。地域ケア体制の充実。福祉のまちづくりの推進、

の５点を重点施策として掲げております。これにつ

いて以下、質問したいと思います。 

一つ目に、高齢期を健康で生き生きと生活できる

よう、健康寿命の延伸に向けて取り組み、また、高

齢者が自らの経験や知識、技術、技能などを生かし、

生きがいをもって生活できるように、生涯学習等の

充実を図る。さらに、社会の一員として活躍できる

機会、場を設定していく、としているが、生きがい

づくりの一環としての経験だとか知識、技術、技能

の活用を図り、地域貢献と地域の一員として、役割

を感じてもらう。これに尽きるのです。私は、高齢

者対策というのは、これに尽きるのだろうというふ

うに思いますから、その具体策というような部分で

は、どうにも、ちょっと見えてこないという部分が

あります。それについて一つ、考え方をお伺いした

いと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。高齢者を始め、村民の皆さんが心身共に

健康で、自らがやりたいこと、やってみたいことを

気楽に始められる、継続できる、そのような場づく

りをさせていただくのが、生涯学習の環境を支える

行政としての役割と考えております。特に、高齢者

の皆さんの生きがいづくりということでは、社会福

祉協議会主催の、ふれあい学級、老人クラブ。教育

委員会の、百寿大学など、長年にわたり実施されて

いる事業があります。 

老人クラブは御承知のとおり、病院、保健センタ

ー前のほか、各地域の単位クラブでも、花壇整備に

協力をいただき、花いっぱい運動を継続していただ

いておりますし、ふれあい学級は、月に  １度で

はありますが、レクリエーションや健康教室などに

参加をいただき、楽しんでいただいております。百

寿大学は、老人クラブやふれあい学級と若干、目的

を異にして、楽しむというより、楽しみながら学ぶ。

学んだことを地域に還元する、という位置付けかと

考えます。 

高齢者の皆さんの経験や知識などを生かしていた

だく機会や場の提供は、以前にも申し上げましたが、

学校で総合学習に講師として参加いただいた経過が

ありました。今後、学習の場づくりはもちろんのこ

と、地域への還元の場づくりに向けて、６月定例会

の質問でもございましたが、庁内関係部署、当面は

保健福祉課と教育委員会で、連携、協議してまいり

たいと思います。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）：保健センターの前の

花壇、奇麗になっております。あれも一つの高齢者

の役割として、やはり、それも生きがいの一つにな

っているというふうに私は理解します。あのような

奇麗なものを人に見ていただいて、奇麗だなと一言、

言ってもらえば、なおさら励みになると。そのよう

に思いますし。 

それで、百寿大学、老人クラブ、ふれあい学級と、

いろいろ述べましたけども、本当にそれで満足して

いるのだろうかなと。それは、従来の取り組みとい

うのは、域から一歩も出ていない。全く、１期、２

期、３期、４期、５期までも同じメ    ニュー

ではありませんかと。 

例えば、生涯学習とは。私も偉そうに論じること

は、ちょっとできませんけれども、村長が、  ち

ょっと触れました。生きがいであると。ふれあい学

級で学んだことを地域に還元したいだとか、その成

果を生活の場で発揮したいだとか、という、いろい

ろな欲求があるのですよ、高齢者は。誰にでもある

のです。若かろうが高齢者であろうが関係ないです。

人間である以上。教育長も、前回の答弁のときに答

弁されておりましたね。知識の前に、感動だろうと、

人間は。ということは、相手に感動を感じてもらう

ことに自分の生きがいも喜びを感じられる。これが

人間だろうと、私も、そのとおりだと思いますね。 

その意味でいけば、教育、生涯学習という意味で

は、もの凄く大きいものだろうと。それは、学校教
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育も含めてですよ。生涯にわたって、きちんと教育

が継続されなければ、ある日、突然、高齢期に、教

育、生涯学習教育などと、社会教育、だとか言い出

すから、全く誰も参加してくれないし、あっち向か

れる。見てもらえないと。振り返ってもらえないと。

そういうシステムというか、気持ちがですね、理念

が、私はこう考えていますよ、というものを感じて

もらえれば参加してもらえると、私は思います。 

だから具体的に、今言う百寿大学、老人クラブ、

ふれあい学級も良いです。だけど私は、そういうこ

とだけではない、具体的にね、やった成果。それと

か、人間として自分が社会にこういう役割があるの

だという、そういう思いが生きがいに繋 がってく

るというふうに、私はそう思いますから、具体的に、

そこをどうするのかという部分を、生涯学習教育の

充実、と謳われても、何をやるのですか、というこ

とを分からないですよね。だから、そういった部分

で、もう少し具体的に、その中身を検討していただ

ける作業を、早期に立ち上げるべきだというふうに、

私は思うのです。これは、ボランティアの活動を促

すという意味だとか、いろいろなものもあると思い

ますから。 

表現はされております。ボランティア活動を促進

させる。教育していきます。では、具体的にどうす

るのと。何もないです。あと２年しかない。２年半

ですよ。それは、できっこないですよ。計画に謳わ

れただけの話。それではいけないから、３年のスパ

ンの中で、何かできることを、きちんとしなければ。

どのような小さなことでも良いから、新たなことを、

きちんと取り組みましょうと。そのような思いで、

ちょっと質問したいのです。何かございますか。教

育長。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：生きがいを持って、

いつまでも生きられる地域づくりを願うという立場

からの質問かなというふうに思います。生きがいは

何ぞやと問われました。私は、生きがいは、先にも

述べましたが、役に立つこと。愛されること。人と

の係わりの中で生まれるものが、生きがいだという

ふうに感じております。そういう意味では、１人だ

けのものではなくて、繋がっていく中での、生まれ

てくる有用感ではないかなというふうに考えていま

す。 

そういう人間を育てるための生涯学習を、一連の

流れを持って示すことが重要であろうという御示唆

がありました。そこのところは、そのとおりでござ

います。今、現在、保育所、小学校、中学校。まず、

１５年までの流れを、具体的に発達の段階を則しな

がら、そういう発達を支援していこう、適切な時期

に適切な支援をしよう、というところでは、今、校

長会、各学校の協力を得ながら作っているところで

す。それを受けて、この度、高校を帰ってきてから、

どういうふうに、いろいろな子どもたちを受け入れ

るのか。そこのところも、これから標榜していかな

ければならないところだな、というふうに考えてお

ります。 

質問の順に沿ってお答えしていきますと、健康寿

命の延伸というところから、きっと三つの要素のこ

とについて、考えを伺っているのかな、というふう

に思います。栄養、体力、社会参加と。社会参加と

いうのは、言い換えれば、生きがい、というふうに

なのでしょうけれども、そのことを議員さんは御指

摘されているのだろうと思いますし、私もそのとお

りの３要素が必要だというふうに 思っています。

その３要素は、生きがいを持って生きていくための、

生涯学習の役割である、というふうにも捉えていま

す。 

その方策の一つとして、今までの知識経験を生か

すと。自分の存在価値を理解してもらう。というと

ころでは、平成１５年から生涯学習バンクをですね、

設立に向けて、登録者の確保に努めたところですけ

ども、なかなか本人の意志などから頓挫している状

況でございます。しかし、村民の皆様の中には、そ

ういう知識や経験もありますし、そういうところで

活躍していただく中で、生きがいも生まれますから、

村内に潜在する人材の掘り起こし等をですね、含め

て、集約した情報を人材情報として発信する準備を

今、進めているところです。また、社会教育委員の

皆さんにもですね、御検討を願いながら、高齢者を

含めた村民を講師とした生涯学習講座を企画してい
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るところです。準備ができ次第、周知し、実施する

予定でございます。 

また、もう一つの観点として、先ほどから議員さ

んが申されていたようなところが、私も今、新たな

視点だなというふうに考えているところですが、今

までは、自分の持っている知識や技能を生かすとい

う、受け身の生涯学習でした。しかし、これからは、

健康寿命を、より豊かに、より充実した生きがいや

社会参加ができる、社会貢献ができるという視点か

ら、新たに学んで、それを生かし、貢献できる力量

を育むという視点を持った、積極的な生涯学習が必

要だろうと思っております。 

その中で有用感や成就感を持ちながら、周りと手

を繋いで、役立ち感を高める学習内容を今、検討し

ているところでございますが、内容としては、新し

い技術能力を獲得し、自ら成長する喜びを持つこと

が一つ。そして、障害を持った人たちや、そのとき

に働く人たちのサポートができるような、そのよう

な内容の生涯学習も必要ではないだろうか。そして、

その中で特産品を生み出していくような中の、生涯

学習の、今、準備を進めているところでございます。

それが、共生社会の中で存在意識を持つこと、その

気運を高める主体者となっていく学習になっていく

のではないかなというふうに考えています。 

地域の一員としての有用感を持つことができるよ

う、部内連携はもとより、皆様の協力も仰ぎながら

進めていきたいな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）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：答弁の中で、高齢者

の経験、知識を生かし、それを、いかに有効に活用

するかという登録制度、登録バンクには登録者がな

しという部分では、それは３月、６月の議会におい

てもお聞きしました。それこそ受け身なのですね。

私の言う、受け身。いませんか。登録がなければ、

それで終わりと。違うでしょう。今、教育長が言わ

れました、いろいろな取り組みの中で、特産品まで

生まれる。そういうところまで、やはり追求すべき

なのです。全く同感です。 

高齢者が持つ今までの長年培ってきた、生きてき

たですよ、経験だとか、そういったもので、例えば

料理などは指導できますよね。漬物はこうしますよ。

飯寿司（いずし）の漬け方はこうですよ。伝えてい

けるではないですか。本当に、日本独自の文化を伝

えてくという、もの凄い大事なものは、いくらでも

あるのですよ。それだとか、凧を作って、指導でき

るところまでの技術を持った人がいますよ。いろい

ろな製品を作ったりして。それと、山菜の知識のも

の凄いある人もいますし、キノコを見ると一目で分

かるような人もいます。待っていては駄目だと思い

ますね。畑だとか野菜、花の育て方、これに長けた

方もいますよ。本当に、いるのですよ、たくさん。 

そういう、古き良き地域文化、といいますか、そ

ういったものを継承する必要もあるだろうし、今、

教育長が述べました、住民生活を豊かにしていくと

いう過程の中で、何か生まれるかもしれない。それ

は、受け身で登録を待っていては駄目なのです。発

掘して、何とかして参加してもらうという努力をし

ないから。募集をします。いません。終わりました、

ですよ。それはね、話にならないです。そのような

ものは取り組のうちに入っていないと私は思います

から。ちょっと厳しい言い方になるかもしれないで

すけども。是非そこを、もう一度考えていただきた

い。 

それと、今言うように、健康寿命について、  

ちょっと答弁ありましたから触れたいと思いますけ

ども、前の３月議会でも言いました。人生８０年か

ら９０年の時代に入ったのかなと、ライフスタイル

としては。そういう、私、質問の中で言ったのです

けども、実は、敬老の日の北海道新聞の社説に、こ

のようなことが載っております。人生９０年時代。

政府が１１年振りに改定した、高齢社会対策大綱は、

人生９０年代を提唱した。６５歳で高齢者と呼ばれ

ることに違和感を持つ人が多いと。平均寿命は２０

１１年で、男性７９歳、女性は８６歳。９０歳近く

まで生きる人は４人に １人。もう２０年前には考

えられない数字。そういう状況になってきている。

人生９０年は現実に近いと言っていますね。 
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しかし、いくら寿命が伸びたからといって、全て

の人が健康でいられるかというと、そうではない。

寝たきりの人もいるでしょう。要介護状態になって、

極めて厳しい環境の中で、生きていかざるを得ない

人もおります。それを厚生労働省が定めた、要介護

や寝たきりにならない健康寿命というものがあるそ

うですね。それは男性７０歳、女性７３歳。先ほど

言った男性７９歳、女性８６歳の実寿命としては、

これだけの差があるということですね。ということ

は、平均的に、男性は７０歳から７９歳までの９年

間は、そういうリスクがあるよ、ということを言っ

てるのですね。だから、そこをどうカバーして高齢

者が生き生きと暮らせるような、そのような社会を

つくらなければならないよ、ということを言ってい

ると思います。 

だから、実寿命と健康寿命との差を、どうしたら

縮めることができるかということが、これから問わ

れていく施策なのだろうなというふうに思いますか

ら、そこで、先ほど言われました、いろいろな、百

寿大学だとか、ふれあい学級だとか、あまり新鮮さ

が感じない。毎年、同じメニューで。そこが、いか

がなものかなと。そこを一つ、何とかね、施策を講

じていただきたいし、我々、私も高齢の部類に入り

ますから。 

この前、稚内市で、ある書店で立ち読みしました。

テレビでもやっておりましたから。８５歳の渡辺和

子（わたなべ かずこ）さんという作家ですけども、

著書の中に、その本のタイトルが『置かれた場所で

咲きなさい』と。置かれた場所で咲きなさい。私も、

これを肝に銘じます。私、現実ここにいるわけです

から、そこで何かを私は咲かせたいのです。欲望が

あるということですね。そうでなければ生きている

価値がないですよ、という示唆だろうと思います。

だから、そのようなことを含めると、私は、ここで

何か咲かせたいなと。そういうことなのだろうなと。

ただ生きているだけでは駄目なのだろうなと。皆さ

んにお世話になりっ放しでは駄目なのだろうな。そ

のように思いますから、是非、社会参加をしていき

たい、という意欲もあります。だから、我々、そう

いう参加させる機会を作っていただきたい、という

ことで、次の質問に移っていきたいと思います。 

次に、日常生活の持続に向けた取り組みの充実、

と標榜しております。具体的な施策で、家族支援の

事業の充実ということを掲げております。それで、

家族介護手当支援の充実、家族介護者の負担軽減を

図るための完全休養日を制度として定期的に取れる

ような施策。それに対応できるような短期入所生活

介護施設の充実は、極めて急がれると思いますけど

も、それについて具体的な考え方をお伺いしたいと。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えす

る前に、先ほどの教育長の答弁の補足をしたいと思

います。先ほどの中でも、ちょっと新鮮味がないよ

うな、お言葉がございましたが、教育長も様々、い

ろいろなことを考えております。言えば良いのにな、

と思いながら、横で聞いていたのですけども、例え

ば、昆布の加工品を作るとか、高齢者にですね、桜

餅を研究させるとか。今、様々なことを、彼は彼な

りに頑張っておりますので、少し時間を置いて、期

待していただきたいなと思っております。 

それでは、ただ今の質問にお答えします。御家庭

で介護が必要な方がおられるということでは、介護

に当たられる御家族の苦労は、計り知れないものと

考えております。現在、村内において重度の要介護

度、要介護４、５の家族の介護をされている御家族

は、１家族あると確認しておりますが、その御家族

は、おむつ給付、寝たきり老人等介護手当の給付の

対象となります。 

まず、御質問の、家族介護手当。これは、現行で

は、寝たきり老人等介護手当でございますが、これ

につきましては、３月定例会においても、議員より

御意見をいただいておりますが、現行の制度では、

寝たきりの方がいる非課税世帯で、月額４，５００

円でありましたが、手当支給対象範囲の拡大につい

て慎重に見直し、さらに手当額の引き上げについて、

年度内に条例改正について検討し、新年度に反映さ

せたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 
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○議員（眞田勝也君・登壇）：６月の定例会でも同

じような内容で質問しておりますけども、家族支援。

介護をしなければならない家族を持つ、介護する側

の支援ということですから、村長、これ我々、あま

り経験は。私は経験しています、ある部分では。私

が、と言うより、うちの女房が経験していると言っ

たほうが正確でしょう。それを見ていたという実感

で、話をさせていただきますけど、容易ではないの

ですよ。家族だから見て当たり前。それも良いでし

ょう。しかし現実は、というと、買い物に行くのも、

ままならないのですよ。誰かがいなければ、買い物

にも行けない状況なのですよ。３６５日、２４時間、

気を休める暇がない、身体を休める暇がないのが実

態だったのですよ。今は反省しております。いくら

かでも女房の足しになるようなことをやっていたの

かなというと、やっていなかったのです。全て任せ

ていた。反省しています。今、後悔しても遅いです

けどね。しかし、並大抵のことではないのです。 

したがって、今は夫婦２人世帯で生活していると、

どちらか先に倒れて、そういう状態になるかもしれ

ないです。そういう状況に、介護に至らないで、バ

タンキューと逝ってくれれば一番良いのでしょう。

自分にしても、そういう死に方を望むのでしょうけ

ど、そうは上手くはいかない。介護に疲れてですね、

共に自ら命を断つというのが、新聞で、どんどん報

道されているではないですか。分かりますよ。そう

いう悲しい報道が、どんどんされているということ。

そうなのだろうなと。精神的にも、肉体的にも、経

済的にも、全て影響してくるのですね。 

私のところを例に出します。子どもの教育と介護

と重なりました。子どもの学費くらい何とか、と女

房は考えたけれども、それも、ままならないと。経

済的に追い込まれる。ストレスも溜まる。精神的に

も追い込まれる。肉体的にも疲れる。こういう状況

をね、生ませてはいけないですね。定期的に休ませ

てあげなければ。公務員は週休二日でしょう。介護

している、３６５日、２４時間ですよ。教育長ね、

そういう人を定期的に休ませてあげるような制度化

を当然、図って当たり前だと、私は思うのですね。

他の市町村でやっていなかったら、猿払村だけでも、

こういう形は取り組んでいく。そういう意気込みを

是非ね、村長に、聞かせていただきたい。 

それと、保健福祉課長にも、こういう実態につい

てね、本当に自分のことのように感じてもらわなけ

れば、そういう施策は打てないですよ。実行してい

けないですからね、他人事だと考えていたら。そう

いうことで、今一度、これについてですね、強い決

意で、何とかその部分について対応していただきた

い、というふうに質問します。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：私のほうからも、

お答えを申し上げたいと思います。家族、介護者の

方々への負担軽減ということ、これは議員が御指摘

あったとおりですね、この家族介護が原因で、家族

が破綻をしたりですね、大変な状況の場合は、無理

心中という、そういった悲惨な状況に陥ったりとい

う、そういった例が、実は全国にも、あるわけでご

ざいます。 

経済的な負担、これの軽減をどうしようかな、と

いう部分につきましては、村長も答弁を申し上げま

した、家族介護手当、この支給の対象範囲、あるい

は金額について、そして加えてですね、御本人の介

護サービス利用時の１割負担を軽減すると。こうい

った利用支援手当についても、結果的には御家族の

負担軽減に繋がるとの視点で、拡大の方向で、村長

から指示があります福祉等施策会議で煮詰めていく

ということで、この会議の責任者として、私からも

申し上げたいと思います。目処についてはですね、

いろいろな検討の状況がありますので、新年度にな

るかもしれません。そういった形で拡大、改善をす

るということを、申し上げておきたいと思います。 

それから、完全休養日制度ということでのお話が

ございました。ここは、心身の負担の軽減というこ

とだと思います。やはり、家族の介護者の方々が大

変な心労をされる。それから、身体的、肉体的にも

ですね、特に夜などはですね、眠れないこともある

という、大変な御苦労をされる介護が必要な方を見

られている御家族もいらっしゃるわけです。当然の

ように、買い物に行きたいと。少しでも離れたいと。

あるいは、せめて１日フリーになりたい。あるいは、
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冠婚葬祭等があって三日ぐらいはですね、どうして

も家を離れざるを得ないと。こういったことは当然

あるわけです。これらについてはですね、現在のヘ

ルパー訪問の利用制度。あるいはデイサービス。そ

して、短期入所生活介護サービス、いわゆるショー

トステイ。これでも補えることは可能だろう、とい

うふうに思いますけれども、御質問にあるですね、

完全休養日を定期的に取れる制度。これについては

ですね、例えば、ヘルパーの２４時間派遣。あるい

は、要介護の方を決まった曜日や時間にお預かりを

すると。そういった、施設や宿泊サービスの確保と

いう条件をですね、きちんと整備しなければならな

いということは、視野に入れなければなりません。

しかも、これは単年度で計画的にできるものではな

くて、単年度で終わるものではなくて、必要とする

御家族の件数だとか、あるいは個別の状況というの

がありますから、個々に応じる難しさというのは、

大変、難しいものがあるのではないかというふうに

思います。したがって、正直なところですね、人材

確保も含めて、既成の枠の考え方の中でクリアをし

ていくというのは、非常に難しいかもしれません。 

しかしですね、こういった制度が、完璧なもので

はなくても必要ではないのかという、定期的に、少

なくともスケジュールを一定期間ですね、１か月単

位、あるいは２か月単位という、そういう中で調整

ができるというような、そういった制度が必要では

ないのかな、というような議員の御指摘に、私も実

は同感でありますので、例えばですね、既成のサー

ビスだけではなくて、地域だとか、有志、サポータ

ーの力を育てて連携できると。こういった場合は、

どうなるのだろうか、ということもですね、少し具

体的に、今のある中でやろうとしても、おそらく無

理だと思いますので、そう  いったシミュレーシ

ョンをきちんとしながらですね、これも福祉等の施

策会議の論点にいたしたいというふうに思っていま

す。 

あわせてですね、やすらぎ苑の現在のショートス

テイの部分の充足が必要ではないかというのが、冒

頭に御質問ございました。現状としてはですね、や

すらぎ苑、９床のショートステイの枠、そして国保

病院入院のベッドの空きを最大限、調整をして、短

期間あるいは数日、長い場合は３０日程度にわたる

場合も、御家族の御要望に。 

これは、要介護の方ということになりますけれど

も、要介護は、ケアマネージャーという、専門に役

割を持って、そこの担当の方がいるわけですね。そ

この御家族に、付いている方がいらっしゃるわけで

す。このケアマネージャーと関係部署が連携して対

応をしているというのは、実態としては、そういう

状況にあります。当面はですね、介護されている御

家族が困っているだとか、使われている状況を的確

に、まず把握をすると。担当のケアマネージャーが

ですね。こういったこと、あるいは村のこうしたサ

ービスが、既成のサービスも含めてですけれども、

十分、承知をしていない。伝わっていない。あるい

は、知っていても遠慮をされていると。こういう御

家族への十分な説明、あるいは相談体制。これを丁

寧に歩みを進めていくということに力を入れさせて

まりたいなというふうに思っています。 

巽村長の指示でですね、実は短期入所生活介護施

設の充実ということについては、特養増床との関連

をして、平成２２年に検討した経過がある。これは

議会のほうでも御承知のことと思います。後段にで

すね、議員の質問も出てまいりますけれども、小規

模多機能居宅介護施設サービスという別な視点もあ

りますので、その課題も含めてですね、家族介護者

の負担軽減ということで、新たな考え方で、短期入

所生活介護施設の部分も、これも施策会議で再検討

をさせていただきたいと思っています。以上であり

ます。 

○議長（山須田清一君）：ここで２時２５分まで休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

再開 午後 ２時２５分 

 

○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き議会を

開きます。 

一般質問を続行いたします。 

眞田君。 
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○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは、副村長に

答弁いただきまして、具体的に細かく答弁いただき

ましたから、ある程度の理解はいたします。しかし、

私が言いたいのはですね、現状の在宅介護。介護保

険法の中も含めてですね、考えて、介護する側の心

身の負担、この軽減措置としては十分なのかと。こ

れで十分とはいえないまでも、それで本当に問題は

ないのだろうか、ということなのです、私が言いた

いのは。もしも、それで問題がないとすればですね、

介護疲れで自ら命を絶つなどということは、少なく

なるはずです。現実、度々報道されているではあり

ませんか。こういうのは。無理に心中を図ると。介

護疲れ。はっきり。そういう部分を誰がカバーして

あげるのですか。 

地域も当然巻き込んで、皆が協力しなければなら

ないというのは、よく分かります。しかし、行政も

一緒になって、そういう部分、例えばショートで、

例えばデイサービスで何時間か預かります。その時

間帯は良いでしょう。それも一つの指標かもしれな

い。しかし、人間ですよ。そのうちの何時間は解放

されて。だけど、いろいろ欲望はあるのですよ。人

間の尊厳でしょう、これ。生きている尊厳でしょう。

大事にしてあげれば、そういう休養日を与えて当然

ではないかと、私は思うのですね。そのための施策

は、やはり打つべきだ。 

それは、やすらぎ苑の短期の分の増床が可能なの

か、という検討だとか、これから出てきますけれど、

小規模多機能型だとか、いろいろな手法がある中で、

そういう部分を解消していく手段がないのだろうか。

そういうことで、できない理由は良いのです。何か、

やる方法を考えていただきたい。それは、行政だけ

では、できない部分がありますから、やはり地域で、

又は地域の住民の中でＮＰＯでも立ち上げてですね、

そういう環境をつくっていくということは当然、必

要でしょう。しかし、その中で本当にできるのかと

いうと、やはり、そういう道に長けたプロが中に入

って一緒にコーディネートして作り上げていくもの

だろうというふうに思うのですね。それは、行政も

お手伝いいただかないと、できない問題だろうと。 

それと、先ほど言いましたけれども、やはり調査

なくして対策なしですから、情報はきちんと。遠慮

をしてですよ、私、頑張りますからと、やっている

人だっているかもしれないのですよ、副村長。いる

のですよ、現実に。そういう人が網に、もしか漏れ

たら、どうなるのですか。それは悲惨な結果になる、

繋がるおそれがある、ということですよ。ですから、

調査は十分にすべきだと。 

それと、手当の話になりますが、私は金品の部分

では、あまり、こういう部分は言いたくはございま

せんけども、施設、在宅でやってくれているのです

よ、家族といいながらも。そうすると、施設介護の

コストはいくら掛かっているのですか、ということ

になれば、それとの比較も必要でしょう。この程度

のものは、ということは当然、コストの、手当の算

定の中に、そういうものをカウントとしても良いと、

私は思うのですね。ですから、そういうことも一つ、

考えていただきたいな、ということで、この問題に

ついては終わらさせていただきます。 

是非、この部分では、介護される側より、介護す

る側の視点に立って、この辛さを、心身の負担を軽

減するという意味で、何とか手を打っていただきた

いと。この具体化については、この事業計画の中に

は工程等については含まれておりませんけれども、

これを是非とも、平成２６年の中で、計画の中でで

すね、一定の方向が出るような形で対応していただ

きたいと思います。これについては私、また１２月

に同じ形、定例の度に、これを言うかもしれません。

何とか、それだけ熱心を  持ってやらなければで

すね、なかなかできないと思うのです。ですから、

やらさせていただきますけども。以上で、この問題

を終わります。 

次に、在宅生活等の支援充実ということで、高齢

者が住み慣れた地域で、安全に、安心して生活でき

るよう、ニーズに応じた多様な住まいの確保と提供

に努める、というふうに、この計画の中にあります。

さらに、公営住宅ユニバーサルデザインの整備指針

に基づいて、入居者ニーズが発生した場合、長寿命

化計画という部分も樹立されておりますから、それ

とも含めて維持管理、改善に、計画に基づいてニー
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ズが発生した場合、即応できるような体制となって

いるのか。これについて、お伺いしたいと思います。 

また、マスタープランだとか、今、長寿命化の部

分で、計画の中でも謳われておりますけども、高齢

者が共同で暮らす公営住宅の建設ということで、

「コレクティブ住宅」と表現されておりますけども、

これの検討作業について、どういう状況になってい

るか、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）：ただ今の質問にお答えし

ます。まず、ユニバーサルデザイン、公営住宅整備

指針についてでありますが、道が独自で定めている

もので、段差の解消のほか、在宅介護に必要な部屋

の広さの確保などに配慮した内容となっており、平

成２１年度以降に整備される全ての公営住宅に対し、

ユニバーサルデザインに基づいた設計が求められて

おります。 

既存の公営住宅のうち、建設年次の比較的新しい

村営住宅につきましては、一定程度のバリアフリー

化がなされておりますが、大半は建設年度が古く、

バリアフリー化がされていない状況にあります。こ

れらの住宅は高齢者の入居率も高く、加齢に伴い、

日常生活に支障を来すこともあるため、地域包括支

援センターや、やすらぎ苑との連携により、必要に

応じ手すりや、スロープの設置など、入居者のニー

ズに沿った対応を行っております。 

今後におきましても、既存住宅に入居する高齢者

等に対する入居支援を行ってまいりますが、出入り

口等の開口幅の確保など、対応にも限界があること

から、基本的には公営住宅等長寿命化計画に基づい

た公営住宅の建設を進める中で、ユニ バーサルデ

ザインに配慮した住宅の整備を図ってまいりたいと

考えております。 

次に、コレクティブ住宅についてでありますが、

コレクティブ住宅とは、様々な世帯が一つの集合住

宅に住み、自立した生活を行いながら食堂や共用室

などの共用スペースを持ち、居住者自身が管理して

いく、共同生活型住居のことであり、コ  ミュニ

ティーとプライバシーの両方を兼ね備えた機能を持

つものであります。本村におきましては、平成１５

年度に策定した、猿払村住宅マスタープランの中で、

高齢者を対象としたコレクティブ公営住宅の建設を

施策に掲げておりますが、財政状況の悪化等もあり、

具体的な検討は行っていないというのが現状であり

ます。 

コレクティブ住宅を整備するためには、スケール

メリットという観点から見た場合に、一定の団地規

模が必要と考えられることから、現状においては、

やすらぎ苑や保健福祉総合センターなどの既存施設

を活用する中で、コレクティブ住宅の趣旨でありま

す、コミュニティーの形成という役割を補完する施

策を展開してまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：実は、この公営住宅

の中で、一定の共生スペースを持った考え方で、建

設は当然、福祉のほうと横の連携を取りながら、入

居を予定する側のニーズに合致したような建設をす

べきだということで、過去、何年にもわたって私、

この一般質問をしております。それで、長寿命化の

ほうにも具体的にコレクティブ住宅の検討作業に入

る、というふうに入っていますから、実は、これ期

待していたのですよ。当然、そういう地域に、ニー

ズに合致したものは、そういうものだろうと、私は

思ったのですね。ですから、公営住宅についても従

来の発想と変えた中で、  １８０度転換した中で、

そういうスペースも併せ持った公営住宅を建設すべ

きだと訴えていたのですよ。 

しかし、今回、入っていました。長寿命化にも。

マスタープランだけでなく長寿命化にも表現されて

おります。検討作業に入るという計画書になってい

て、それをコミュニティーの部分は、やすらぎ苑に

役割を依存するというのは、それは違うのではあり

ませんか。何の計画なのですか。コミュニティーの

部分は、保健師、保健センターで、役割を担えるか

もしれない。しかし、プライバシーや共生スペース

という部分での役割、一番大事な、その部分はどう

なるのですか、ということを聞きたいのですよ。こ

れは、いろいろな方法があると思うのです。小規模

多機能型の施設建設が、この役割に代わるかもしれ
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ない。しかし、それも難しいとするならば、公営住

宅に、そういう役割を  担っていただいて、ケア

する体制は村であるとか、ＮＰＯを作っていくだと

か、いろいろな考え方があると思うのですね。 

ですが、それを今の村長の答弁では排除してしま

っている。それは、ちょっと納得はできないし、新

しい公営住宅の建設の中では、ユニバーサルデザイ

ンという部分では理解します。しかし、既存の公営

住宅の中で、そういうニーズが発生した場合は、段

差と手すりだけバリアフリーにします。浴槽はどう

なるのですか。浴槽も直すべきではないですか。そ

ういうことを言っているのです。全ての部分で、き

ちんと即応できるような体制を構築すべきですよ、

ということを言っているのですけども、今一度、副

村長からでも結構ですけど、まず、その考え方につ

いて答弁いただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：ニーズに即応でき

る体制ということでの御質問でありました。村長が

御答弁申し上げたのは、公営住宅の部分が一つと。

それから、今、改めて御指摘がありました、高齢者

の入居ということを考えたときに、コレクティブ住

宅と。公営住宅等に共同で、いわゆる高齢者の方々

が、暮らすスペース、コミュニティーを持つスペー

ス、そういったものが必要ということの御指摘であ

ります。 

村長が申し上げたのとは若干ニュアンスが異なる

かもしれませんけれども、コレクティブ住宅という

部分については、高齢者が共同で暮らす、というコ

ンセプトを持っているというのが一つの特徴だとい

うふうに思っています。その運営という点で、行政

が一定の役割を持ってでもやるべきではないのかと

いう御指摘でありました。そういう方向が当然どこ

でもできることではなくて、猿払村であるからこそ、

人材の少ない、あるいは、そういった経験のない所

でできる工夫というものを改めて検討を、といいま

すか、させていただきたいと思います。 

議員も御承知だと思いますけれども、幌加内町の

新しくできた小規模の居宅介護支援、地域密着型の

ですね。こういったところの実は、背景はですね、

私も、新聞に出ましてですね、いろいろ問い合わせ

たり、調べさせていただきましたけれども、元々、

老人福祉寮というのがあったわけですね。これは、

養護を必要とする高齢者の方々、そういった方々を、

うちと同じ調整会議、サービス調整会議でですね、

ケア会議の中で、きちんと必要な方を特定をして、

そして、その方々の要望も得ながらですね、いわゆ

る生活支援ハウス的なものが元々、町でですね、作

っていたと。そこには当然、支援をする、お世話を

する方も配置をしていたわけですね。そういった福

祉寮から、実は発展をさせたのが、今回のものと。 

そこを運営をしているのが、ＮＰＯ法人と。これ

は当然、ＮＰＯ法人ですから民間の方々の意識や力

のある方が理事長となって、そして地域住民の方々

が、そこに一緒に参画をしてというもので運用をさ

れているという状況でありますけれども、まさしく

ですね、コレクティブ住宅そのものではないけれど

も、その福祉寮が土台となって、「えん」という名

称のですね、施設に変革がされたと。大変、元々、

猿払には、そういった施設はありま  せんけれど

も、是非、参考にしたい取り組みだなというふうに。 

これ、２０１１年の１１月でしょうかね、   

ＮＰＯ法人ができて、元々あったものを指定管理者

としてですね、受けている。つまり、施設は町が作

ったものと。そして、そこを運営をするのがＮＰＯ

法人の方々ということで、そのような体制をですね、

是非、目指した検討、取り組みを、猿払村としても

していきたいというふうに、また村長と相談を申し

上げたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今、お答えいただき

ましたけれども、幌加内の朱鞠内の例を出して。こ

れも新聞で報道されておりましたけども、やはり、

うちの地域実態と、ある程度、似通って、そして、

特徴的には、町の施設を活用して、こういう形に持

っていっているという特徴があるかと思うのですね。 

それで、私も施設がどこであろう、誰がどうであ

ろうが、そういうことに、あまりこだわっていない

のです。同じ建物をやるのであれば、例えば高齢者

用住宅ですよという長屋を６件作るのであれば、共



  －30－ 

生のスペースだって当然あって良いのではないのか、

同時にコミュニティーも図れて、と。なぜ公営住宅

を長屋で別棟にして建てなければならないのですか

と。繋げる発想も必要ではないですか。食事する所

も一緒で良いのではないですかと。なぜ配食して歩

かなければならないのですかと。例えば、単身で生

活している高齢世帯があるなら、そういう所で一緒

に生活して、栄養のバ  ランスを考えて、できる

だけ介護の予防をしていくというのが原点ではあり

ませんか、ということを言っているのですね。公営

住宅ではなく、ケア付きでなければ駄目だと、前回

も言われました。それなら、ケアを付ければ良いで

はないですか、というふうに私は。 

今の幌加内の例ですけども、ＮＰＯ法人で、やれ

るところからやりましょうと。うちは公営住宅が、

できないわけはないではありませんか。そういうこ

とも視野に入れて。できない理由を言うのではなく

て、そこも視野に入れて検討作業に入ってもらいた

いと。公営住宅ではどうなのだろうかと。できない

のか。できたらやろうと。次に建てるときに考えよ

うと。そういうことも考えていただきたいなという

ふうに思うのですよ。 

それで、高齢者向けの施設というのは、主に四つ

の形態があるというふうに言われていますね。有料、

介護付きの有料老人ホームというのと、特別養護老

人ホーム。これは、やすらぎ苑のことだと思います。

グループホーム。サービス付き高齢者向け住宅。こ

ういうタイプが、一応、示されております。一般的

に言われております。 

それで、６月の議会で、実は同じ質問をしました

けれども、ケア付きであれば可能な施設も、いろい

ろあると言われていますけども、ですから、民間で

やるべきものと、行政でやるべきものを、はっきり

色分けをしなければならないような、あのときの答

弁だったように記憶しております。ですから、私は

提案しました。行政と民間で共同企業体を組んで対

応できませんか、と言っているのです。そういう方

法も検討していただけませんか、という提案をした

はずですね。憶えていますかね。 

それで、６月に提案しました。８月の新聞に、こ

のようなデータが載っていますね。介護住宅付き施

設が増加。小規模多機能型介護サービス、在宅で介

護を必要とする人が利用する小規模多機能型居宅介

護の施設にアパートや下宿などの住宅を併設する事

業所が増えている。そして特徴的には、これ、美瑛

町です。通常は民間事業者が住宅と小規模多機能を

運営するが、民間と自治体が連携する、ユニークな

取り組みもありますよと。上川管内の美瑛町が、そ

ういうことです。 

ですから、そういう先進事例があるではないです

か。やっている所は、やっているのですよ。民間と

共同でやってはいかがですか。そのような手法はご

ざいませんか、と私は提案しました、６月に。８月

に、ちゃんと、こういう、実際やっている所がある、

と言っているのですよ。この美瑛の施設については、

保健福祉課長でも副村長でも、承知しておりますか。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：お答え申し

上げます。承知しているかということでは、私も新

聞記事を見て初めて知りました。そして、記事の中

で、今、議員がおっしゃったとおり、民間と自治体

が連携するユニークな取り組みという表現もされて

おります。今おっしゃられた部分で、  ６月に、

民間と行政が共同企業体をということで言われたこ

とは、私も、もちろん覚えておりますし、ただ、そ

の当時、私は全く、それが一体どういう方策で、そ

ういうことが実現できるのかというのは正直、頭に

全く浮かびませんでした。 

この新聞記事を見て、なるほど、こういう方法が

あるのだな、ということは、とりあえず認識として

は理解いたしましたので、改めて、この美瑛町さん

の、この施設をですね、私は、障害者施設の関係で

豊富町さんと、枝幸町さんと、いろいろ見せていた

だいて、見て初めて分かったという非常に多く、勉

強させてもらっていますので、この美瑛町さんの、

この取り組みも、是非。 

できれば見たいですけども、この担当の方のお話

を聞いてですね、ちょっと勉強させていただきたい

なというふうに思います。遅いというふうに言われ
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るかもしれませんが、ちょっと勉強させていただき

たいというふうに思います。答弁にならないかもし

れませんが、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、現状のね、

枠組みの中での発想で考えれば、どこでもやってい

るような一般的な流れでしか福祉対応できないので

す。発想を変えなければならない。うちの地域には、

どんな形が相応しいのだろうか。どのようなことを

要求されているのだろうか。地域に よって自ずか

ら違うのですよ、自治体によっては。ですから、う

ちの地域にはこういうことができるとか、こういう

ことが、うちでは良いなとか。いろいろな可能性を、

やはり考えてもらわなければ駄目なのですね。そこ

を求めているのですよ。もう従来の発想を変えてく

ださいと言っているのです、私は。一般的な。公営

住宅だからできません。できない理由は良いのです。

そのようなものは必要ないです。やれる方法は何と

かないかと考える。そして要求する。 

例えば、今、行政と民間で一緒に企業体を組んで

やりましょうと。そういうことも、今、こういう地

域政策や公共事業は、どこの自治体も公共事業は激

減しているのですよ。公共事業に頼って生きていけ

る時代ではなくなったのです。建設業も。であれば、

福祉産業にも参入すると。異業種にも参入していく

のだと。共同でしたら、建物はこっちで、ケアはこ

っちで請け負うから、それなら共同でやろうか。そ

ういう発想も考えていかなければならない時代。そ

ういうことを求めているのですよ。ですから、是非、

これについては早急にね、そういう道を探るという

意味では、美瑛あたりも研修に出掛けて。 

村長どうですか、職員を研修に出しても良いと思

うのですよ、お金を掛けて。できるだけ早い結論を

得たいと。出してもらいたいと。そういうふうに思

いますので、小規模多機能型、幌加内も然りです。

副村長、当然、幌加内の守田町長も承知しているは

ずですから、町長に直に会って、いろいろな話を聞

くということも必要ではないですか。そういうこと

も含めて、やっていただきたいなというふうに思い

ます。これついては終わります。 

次に最後の質問。高齢者の尊厳の確保と権利擁護

のため、成年後見人制度というのが最近、随分言わ

れておりますけど、病気や要介護状態になった場合

の自分の生き方だとか、希望。そういったものを、

何か最近言われてますね。鳥越俊太郎（とりごえ 

しゅんたろう）さんが『エンディング  ノート』

という著書で書いておりますね。 

いろいろ今、いろいろなタイプのものが出されて

いるというふうに、テレビでやっております。うち

も、いざとなったときに、さて困ったものだな、と

いうことがないようにね、例えば、介護状態になっ

たときに自分は、どうしてもらいたいのだと。延命

治療は私はいらないと。そういう、何というか、自

分の希望だとか、そういったものを残しておく。そ

ういうことを推進していくという考え方については、

いかがなものか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問に答えいた

します。認知症や精神上の障害などにより、判断能

力が十分でない方が、自分一人では不動産や預貯金

等の財産の管理や各種契約が安全に行えるよう、援

助してくれる人を家庭裁判所に選んでもらう。その

ような、成年後見制度があります。特に、増加する

認知症高齢者や単身高齢者を、経済的被害等の権利

侵害から守るため、金銭管理や介護 サービス等の

利用契約を行う等の後見支援の充実の必要性から昨

年、老人福祉法が改正され、弁護士などの専門職や

親族以外の方が後見支援を行う市民後見人の育成活

用が市町村の責務とされております。 

さらに、障害者自立支援法に基づく、市町村が行

う地域生活支援事業の中で、障害をお持ちの方がこ

の制度を利用する際に、費用援助が必要な方には当

該費用の支給事業などを行うこととされております。 

こうした制度があること、どういう場合に活用で

きのるかといったことなど、村民の皆さんにも十分

周知されておりませんので、まず、遅ればせながら、

制度について広報させていただきます。また、費用

援助のための根拠となる要綱整備を進めたいと考え

ております。 
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さらには、御自分が病気や要介護となって、御自

身の意向などを伝えることが困難となった場合など

に備えて、御家族などに残したい、例えば御自身の

プロフィール、介護や看病に対する希望、延命や葬

儀などに対する考え方などを記す、エンディングノ

ートにつきましては、内容などを検討しながら作成

に向け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）：これについては、行

政がやることではないわけですから、自ら、こうい

うことを残していくという考え方にならなければな

らない。しかし、やはり行政が、そういう形を推進

していくという立場では、情報を出していくという

意味で、努力していただきたいと。それには、いつ

かは訪れます。我々にも人生の最期は訪れるわけで

すから、それに向けての身支度を、きちんと整える

という意味で、進めていただきたいなというふうに

思います。 

それでは、福祉の最後になりますけども、福祉の

まちづくりの推進の具体施策として、地域密着型施

設整備の検討、ということを謳っておりますけども、

もう検討は良いです。検討は４期で終  わったで

しょう、おそらく。そのような感覚でいます。同じ

ことが書かれております。検討は。  ５期も３年

間、また検討するのか、ということでは、納得はち

ょっとできないので。 

これはですね、作業工程をいつまで、今年一杯に、

そういう部分でみんなで協議して、時間はないけど

も、一つの方策を練り上げると。どのような小さい

ことでも結構だと思います。それには住民の協力も

当然、必要ですから、私も住民協力という部分では

積極的に係わってまいりたいと思いますし、呼び掛

けにも行きたいと思いますので、その考え方を一つ

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）：ただ今の質問にお答えい

たします。高齢者の皆様が住み慣れたこの地域で、

いつまでも元気で過ごしていただくことが、村民に

も行政にとっても一番の幸せかと考えます。 ６月

の議会でも申し上げました、副村長をトップに職員

レベルでの高齢者福祉施策会議について、小規模多

機能型施設建設も視野に入れて、保健福祉課、建築

係、管財交通係、社会福祉協議会、やすらぎ苑施設

長をメンバーに、本年度４月に立ち上げることを指

示し、このうち、副村長と保健福祉課との施策検討

打合せ会を６月に実施し、まずはハード面を除いた

サービスについて、できることは何かという視点か

ら入って協議を始めたところであります。 

ハードを整備するとした場合、現状では、施設の

運営面や介護保険料の増という、大変、大きな問題

をクリアできる目処はまだ立っておらず、建設に向

かうという結論には、今しばらく時間を要するとい

うのが正直なところでございます。 

仮に、現、第５期計画期間中に方向性を見出し、

次期、第６期計画に建設となりますと、スケ   

ジュールを逆算しますと、平成２６年には設計が、

来年の平成２５年には建設費補助申請となり、本年

度中に意思決定が必要となってまいります。前段で

申し上げました課題解決について慎重に検討し、方

向性を定めたいと考えますので、もう少々のお時間

をいただきたいと考えております。以上でございま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：安心しました。そう

いうことで、スケジュールの検討を。しつこいよう

ですけれども、また、１２月、３月という部分で、

これを改めて再認識。私も勉強します。お互いに情

報を出し合いながら、見つけて、道を切り拓いてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

次に入ります。かねてからですね、私は議員にな

ってから約１０年になりますか。なったときから、

沿岸浅海増養殖事業の展開、これを、いろいろな議

員さんが提案されております。しかし、執行方針か

らも消えて久しいですけども、この考え方をですね、

ちょっと時間がございませんけども。 

村は、日本一のホタテの村です。計画的な水揚げ

で、ある意味、非常に強味がある。反面ですね、近

年の異常気象ということで、水温の変化だとか、そ

ういった部分が影響するのでしょう。魚の回遊に変
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化が起きていると。アキアジに見られるようにです

ね。ホタテに特化しているという部分は、ある部分

では強味でもあり、ある部分でリスクがある。これ

は何らかの影響でホタテが壊滅、などということに

なったら、大変なことなのですね。そういう状況は

あり得ないとは思いますけども、そういう影響が心

配されるということですね。 

それを、リスクを軽減するという意味では、やは

り多様な対策が必要だろうというふうに思います。

それは増養殖事業も、あわせてこういうことを進行

していくべきだろうというふうに思います。考え方

をお尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の御質問にお答え

いたします。議員も、ただ今おっしゃったとおり、

御存じのように猿払村漁業協同組合は、毎年ホタテ

の漁獲高の日本一を誇っております。先ほども議員

おっしゃったとおり、漁獲高が前のように枯渇する

ということはないと思います。しかしながらですね、

近年は、他の漁協に漁獲高、そして品質においても、

猛烈に迫られてきております。また、国際的にも中

国を初め、グローバル化の中で安穏としていられな

い環境下となってきております。 

昨年度の猿払村漁業協同組合の漁獲高６２億 ３

０００万円のうち、内訳は、ホタテは５３億  ３

０００万円で、比率が８５．６パーセント。  サ

ケ、マスが５億５０００万円で、８．８パー  セ

ント。ケガニが１億７０００万円で、２．７  パ

ーセント。その他が１億８０００万円で、   ２．

９パーセントであります。 

魚種別割合では、ホタテが全体の８５パーセント

となり、議員もおしゃったとおり、一極集中型の漁

業となっております。孫の代まで継承できる安定的

漁業を目指すならば、リスク分担のためにも、他の

魚種割合も増やさなければならないと、私も同様に

考えております。その中でもですね、最近注目され

ているのが、サケ、マスの採卵放流事業は研究が進

みですね、実績が最近は目に見えて増えております。

今後も漁協と連携を深め、さらなる漁獲高増加に繋

がるよう、協力してまいりたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：最近、８月から９月

にかけて北海道新聞の報道で２回ほど載っておりま

す。ソイの稚魚の放流。それと、ナマコの養殖。こ

ういう報道がなされておりますけども、うちも面と

しては随分ありますけれども、そういう部分では、

ちょっと、海底の状況によっては馴染めないものも

あるでしょう、相応しくないものも。しかし、馴染

むものもある。そういうところを研究して、できる

ものはやってもらう、というようなことに。そうい

う部分は水産試験場、いろいろありますから、そう

いう所と協調して、そういう振興を図っていくべき

だろうというふうに、私は思うのですね。そして、

他の魚種も、やはり。ホタテだけに特化するのでは

なく、いろいろな範囲に広げて、いろいろな魚種が

あって。楽しいではないですか、漁業も。そのよう

な振興を図っていただきたいなというふうに思いま

す。 

それで、産業課長にお聞きしたいのですけど、北

海道では、地域別の栽培漁業の推進計画というのが

ございましてね、第６次栽培漁業基本計画というの

がありますけども、この中で海域を五つにですね、

分かれていますが、オホーツク海域は猿払村から斜

里町までですけども、これにですね、載っている部

分が、何と言いますか、ホタテがほとんど主流で、

あまり他の魚種が載っていないような感じなのです

ね。対象魚種が。これについて産業課長、知ってい

る範囲でちょっと、内容についてお答えいただきた

いと思いますけども。 

○議長（山須田清一君）：伊藤産業課長。 

○産業課長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の眞田議

員の御質問にお答えします。議員おっしゃるとおり、

第６次の栽培漁業基本計画の附属計画としまして、

海域別栽培漁業推進計画というのがあります。その

中で、オホーツク海域という部分で、本村において

は議員おっしゃるとおり、猿払村から斜里町の海域

ということで、その推進計画の中に、進められる魚

種としましては、ホタテ貝と、それからニシン、ナ
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マコという形の推進する魚種に なっております。

また、任意に取り組んでいける魚種としましては、

アサリという形の推進計画の中に謳われているとい

うふうになっていると思います。終わります。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：最後になりますけど

も、魚種がホタテとニシン（聞取不可）ですね。い

ろいろな対象魚種があるはずです。ヒラメだとか、

クロソイ、ガヤ、ナマコ。いろいろあるで   し

ょう。そこは、どこと調整を図ればいいのか。猿払

村だけで一生懸命、稚貝をやっても回遊して歩きま

すから。だから、オホーツク海域全域で取り組まな

ければならない。そういう性質のものだと思います。

したがって、これは村長、一つ頑  張ってですね、

この猿払村だけでやるということの課題ではない、

というふうに理解しますから、これは道と、このあ

たり協議してですね、オホーツク海の沿岸市町村と

の話し合いを持って、同時進行で、これを進行して

いかなければならないという課題があろうかと思い

ますので、その意気込みを、ちょっと一つ、お聞か

せしていただいて、質問を終わりたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：先ほどから述べておりま

すが、御陰様を持ちまして、猿払村の漁業に関しま

しては、ホタテが毎年、日本一の水揚げを誇ってお

りまして、安定的な操業を続けております。しかし

ながら、間違いなく陰りも見えてきております。で

すから、今、この力のあるうちにですね、次の手を

打っておかなければならないと、私も 思っている

ところでございます。 

様々な魚種についてはですね、これから関連機関

等とも検討しながら前向きに検討してまいりますが、

ただ、一番確実なのは、やはり昔からここで育った

魚ですね。ここに育ってあった魚を、それを、どの

ように根付けるかということが一番大切なのであり

まして、そういう昔からの歴史とか、魚種などを、

もう一度確認しながらですね、計画的に、ホタテ以

外にも生産できる漁業を目指し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。 

○議員（眞田勝也君）：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。 

 


