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○議長（山須田清一君）：日程第６、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）：おはようございます。

質問に先立ちまして、新たに村長に就任されました

伊藤村長に激励のエールを送らせていただきます。

猿払村の財政、まだまだ厳しい状況にあると思って

います。前村長の下、実質公債費比率２１．４パー

セントから１５．２パーセントに改善したわけです

が、建設から年数の経っている、現在使用されてい

る公共施設、インフラの維持補修、さらには更新と、

多大な予算が予想されます。また、ＴＰＰの本村基

幹産業への影響等、難しい問題が予想される中、村

長に立起し、就任されたことに敬意を表しますとと

もに、期待をするところでございます。これからの

４年間、村長が掲げる、誰にでも優しさを持ち、安

心して暮らしていける地域づくりに向けて、頑張っ

ていただきたいと思います。 

それでは一般質問を始めさせていただきます。国

民健康保険について質問をいたします。８月の北海

道新聞でしたか、国民健康保険の一人当たりの保険

料が全国で一番高いというのが載っていましたが、

国民健康保険の加入者は、自営業、農漁業者、退職

者、年金受給者が対象ですが、猿払村において、い

ただいた資料を見ますと４３３世帯１１３５名の方

が加入し、そのうち漁業者の方は１７８世帯６０８

名です。世帯数にして４１パーセント、人数にして

５４パーセントの方が漁業者です。 

漁業の方は所得も高く、当然、一人当たりの保険

料が高い。半数以上の方の保険料が上限か、それに

近いと思われますので、平均すると一人当たりの保

険料が高く、全国一高い保険料ということになりま

す。この村の基幹産業であります漁業従事者の所得

が高い。非常に喜ぶべきこととは思いますが、それ

にしても保険料が高すぎるのではと考えます。中間

所得者、年金生活、子育て世帯にとって、負担感が

大きいと思います。 

北海道町村議会議員研修会の資料を見ますと、平

成２３年度国民健康保険料、一人当たりの調定額、

道内順位１番が猿払村で、一人当たり１６万１２８

円。最低が豊浦町の６万５７０円。その差９万９５

５８円。２．６４倍です。一方、２３年度の一人当

たり療養諸費順位は、１位が初山別村で４９万１１

９６円。猿払村は１０５番目２７万４３９８円。町

村平均でも３２万７３８９円です。ちなみに初山別

村の一人当たりの調定額は６８位で９万６３００円。

猿払村とは１．６６倍、６万３８２８円の差があり

ます。全国的に見ても、保険料が２倍や３倍の地域

格差が当たり前といった状況は異常ではと考えます。 

選挙の季節になりますと、１票の格差が２倍を超

えると違憲になるというニュースを見掛けますが、

１票の重みも重要ですが、国民健康保険の地域格差

のほうが、当事者にとって死活問題だと思います。

初山別村と比べ、一人当たりの療養費が２１万６７

９８円も少ないのに、保険料を６万 ３８２８円多

く払う。道内の多くの自治体で、猿払村より一人当

たりの療養費が高いのに保険料がかなり安い。どう

して、このような会計が可能なのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議員の

御質問にお答えいたします。確かに、本年６月の北

海道新聞に、一人当たりの年間保険料が高い自治体、

国保料、猿払村が最高額だということで報じられま

した。この一人当たりの年間保険料といいますのは、

国民健康保険税のうち、介護納付分を除いた医療給

付分と、後期高齢者医療支援分で、国民健康保険税

を納めていただく調定総額を、加入者数で割り返し

た一人当たり平均額という内容でございます。 

ちょっと前段の説明が長くなりますけれども、平

成２３年度分の調定額で、猿払村が全国一の １４

万１６５０円。以下、１０位以内までには、本村を

含めて道内８町村が入っている内容というふうにな

っております。御質問にもありますが、報道された

保険税が高いというのは、税率が高いのではなくて、

議員もおっしゃられたとおり、所得の多い世帯、被

保険者が多く、限度額に達している世帯は国保課税

世帯数の、議員おっしゃるとおり約４割を占めてい

る状況でございます。また、一人当たり所得でも、

猿払村は全国２位の２２３万７０００円となってお
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りまして、本村のように所得が高い市町村の他、医

療費が高い市町村におきましても一人当たり保険税

額が高くなる傾向にあります。一方で、それらが低

い市町村や、一般会計繰入が多い市町村は、一人当

たりの保険税が低くなっております。 

国保会計は、収入として、保険税、国からの療養

給付費等負担金、低所得者軽減分や担当職員の給与

費、出産育児一時金、葬祭費などに充てる  一般

会計からの繰り入れ、いわゆるルール分を主な財源

として、加入者の病気やけがに対応して、必要な給

付費や後期高齢者支援金、介護納付金、特定健診や

健康事業などの保健事業費、繰り入れルール分に対

応する経費を支出している会計と なっております。 

また、一般会計でいう普通交付税のように、  

一定の基準で算定する調整対象収入額と調整対象需

要額により、医療費と所得格差を全国レベルで調整

する普通調整交付金がありますが、本村のように所

得が多い保険者については、不交付となっておりま

す。逆に、医療費が高く、保険税収納額が低い市町

村には、国から、この普通調整交付金が交付されて

いるという形になっております。 

ちょっと前置きが長くなりましたけれども、御質

問の、療養費が高いのに保険税がかなり安い。どう

して可能なのか、ということでございますが、この

普通調整交付金が交付されている場合や、それぞれ

市町村の実情に応じて、国保特別会計の赤字補填分

として一般会計からルール以外の繰り入れをされて、

収支の均衡を図っている保険者もあるという形にな

っております。猿払村については、このルール分以

外の繰り入れは現在は行っておりません。あくまで

も国保の被保険者、国保の世帯の保険税等の中で会

計運営をさせていただいてるという状況でございま

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）：ルール以外の繰入金、

法定外の繰入金に関しましては次の質問になります

ので、その前にですね、調整交付金等、いろいろ難

しいというか、複雑な財政処理があって保険料が決

まっているというのは理解するところですけども、

お隣のですね、浜頓別町と比べてみますと、医療分

均等割、猿払４万２０００円に対し  ２万３３０

０円。平等割、猿払３万７０００円に対し２万７５

００円。所得割、猿払８．４パー  セントに対し

５．５パーセント。資産割は猿払  ３０パーセン

トに対して３４パーセントと、４ パーセント高い

んですが、後期高齢者支援分、均等割、猿払３００

０円に対し１５００円。平等割、猿払５０００円に

対し２０００円。所得割は同率の１．７パーセント。

資産割は猿払３０パーセントに対し６パーセント。

大幅に猿払村の保険料が高いわけです。ちなみに、

浜頓別町の平成２３年度の一人当たりの調定額は１

０万４１６１円、療養諸費は３４万８９５７円です。

猿払村との差は、調定額で５万５９６７円安く、療

養諸費で５万 ４０１６円高い。お隣の町です。保

険料そのものの設定が高すぎるんではないかと考え

ますが、いかが考えますか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：まず、国保特別会計

の基本となる部分については、私の考え方としては、

これからの質問にも反映されるかも分かりませんけ

ども、あくまでも国保の加入者の中で会計運営を行

っていきたいというルールがありますし、私もその

とおりだと思います。 

ただ、この保険税を抑えるという部分については、

それぞれ先ほども答弁しましたけれども、各自治体

の都合といいますか、いろいろなことがあるかと思

いますけれども、その中で低く抑えるためには当然、

一般会計からのルール分以外の繰り入れを当初から

して、それで保険税率を決めているという所もあり

ます。うちは、あくまでも一般会計からの繰り入れ

は行わない形でやっております。ただ、他の自治体

の状況を見てみますと、当初から数千万円という形

の中で、一般会計から繰り入れをしてもらう前提で

会計の収支の均衡を 図ってるという自治体もござ

います。それと、医療費が進んでいく中で、足りな

くなったから最終的には専決処分で一般会計から不

足分を繰り入れしてもらうという形になっておりま

す。 

当初、猿払村では４０００万円近い基金がありま

した。その中で、経過として、どのくらいの基金を
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持ってたらいいんだろうという形の中で、 ２００

０万円ほど基金を取り崩して、資産割を ０（ゼ

ロ）パーセントにして、所得割を８．２   パー

セントから４．１パーセントに変えていったという

部分がございます。その中で、数十年、数年経って

いく中で、この基金がほとんど０（ゼロ）円になっ

た時代が、平成１７年に０（ゼロ）円になったとい

う時代がございまして、そのときに、翌年度で３６

００万円ほど一般会計から繰り入れをしたという状

況の中で、こういう形になりますと、毎年、一般会

計から、医療費の動向にもよりますけれども、３０

００万円、４０００万円という形でルール分以外の

繰り入れをしていかなきゃ国保会計は成り立ってい

かないという状況の中で、仕方なくといいますか、

そのときは確か議会とも、いろいろ議論をさせてい

ただきましたけれども、今の現状の保険税率にさせ

ていただいたという形でございます。 

私の考えとしては、あくまでも今の一般会計から

のルール分以外の繰り入れを極力しないで、国保の

加入者の方々の、一般財源と言われている保険税、

それから国、道からの補助金の中で何とかやってい

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）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：今の答弁をいただい

て、２番目の質問にまで答えていただいたのかなと

思いますけど、ただ、隣の町から比べても極端に保

険税が高い。国民健康保険の特別会計の中でやって

いかなければならない、一般財源から繰り入れする

と一般財源が厳しくなるというのも、ある程度は理

解するところでございますけども、ただ、本当にで

すね、先ほど浜頓別の例を出しましたけど、ちょっ

とアレが高いんじゃないかなと思います。それは３

番目の均等割のほうで、もう  一度質問させてい

ただきます。 

次の２番目ですね、今と同じような答えになるか

なと思うんですけども質問させていただきます。国

民健康保険特別会計への一般会計からの繰り入れの

可能性についてですね、もう一度、見解を伺わせて

いただきます。全国的に健保と国保を比べてみると、

健保は若く、医療負担が安く、所得が高い。国保は、

定年退職した健保を抜けた人が国保に入ることから

平均年齢が高く、そのため医療費が高く、年金受給

者が多く、平均所得が低い。だから国保は構造的に

赤字になりやすいと言われています。 

国保の平均年齢５０歳に対し、健保は３４歳。加

入者に占める６５歳から７４歳までの割合は、国保

が３１パーセントに対し、健保は３パーセントです。

元々、国保は農林水産業者と自営業者のために作ら

れた保険です。会社で社会保険に入っていた人も退

職すれば国保に入るわけで、当然、高齢化し、病気

にかかる率は高くなり、医療費が高くなり、保険財

政は厳しくなる。国民健康保険税を上げざるを得な

い。 

猿払村の一人当たりの国民健康保険税が高いのは、

先ほども言われてましたが、漁業者の高額所得者が

多いからと言われていますが、他の自治体によって

は、先ほど村長から答弁いただきましたが、独自の

国保税の引き下げや減免制度の拡充のために、当初

から一般会計から繰り入れしている所もあると聞い

ております。日本一高い保険料を、一般会計からの

繰り入れで少しでも安くできないかと考えますが、

村の考えを、もう一度お伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の御質問にお

答えします。国民健康保険税の算出の方法としては、

地方税法第７０３条の中で、２方式と３方式と４方

式という形の中で、賦課をしていいという形になっ

ております。その中で本村については、この４方式

を選択させていただいております。その４方式は、

所得割と資産割と均等割と平等割になっております。

この所得割と資産割については、応能割という形で

言われます。それと均等割。 

今は二つ目の質問ですか。失礼しました。申し訳

ありません。二つ目の質問ですね。減免制度の関係

ですか。均等割でなくて。 

○議員（太田宏司君）：先ほど言った一般会計から

の繰り入れの。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：そうですか。分かり

ました。申し訳ありません。国民健康保険について

は、基本的には加入者が支払う保険税で賄われてる
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という形の中で、一般会計と区別した独立採算性が

原則として成っている特別会計であります。 

本村の国民健康保険税条例では、保険税を減額す

る規定と、それから減免できるという規定がありま

す。この減額につきましては、世帯の所得区分によ

り７割、５割、２割を軽減するという形の中で、減

免は保険税の納税義務者が災害その他特別な事情に

より、その納付が困難であると認められた場合に限

り減免することができるという形になっております。 

先ほども御答弁申し上げましたとおり、赤字補填

分をルール分外の繰り入れをしている保険者もある

ことは承知しておりますが、本村の国保特別会計に

ついては、今、申し上げた減額、減免分を含めた一

般会計からのルール分のみの繰り入れを基本として、

今後も独立採算の原則に保ち、会計運営を進めてま

いりたいと思います。 

この７割、５割、２割の軽減につきましては、先

ほど言った応能割と応益割。これは、国で示されて

いる部分については５０パーセント対５０ パーセ

ントの均衡を保ちなさいという形になっております

けども、本村では今、応能割が５５パーセント、応

益割が４５パーセントという形になっております。

今は、この５５パーセント対４５  パーセントの

部分については法改正がなされて、この７割、５割、

２割の軽減率を使っていいという形になっておりま

すけども、ちょっと私も離れてアレなんですけど、

何年か前については、猿払村は６０パーセント対４

０パーセントという形になっていて、その場合につ

いては６割と４割の軽減割合しか使えませんでした。 

それを、この度の保険税率の改正をするに当 た

って、この７割、５割、２割の軽減割合を使用する

ためには５５パーセント対４５パーセント、要する

に応益割を４５パーセント以上にしなければ７割、

５割、２割の軽減割合を使えないという形になりま

したので、保険税を改正するときには、均等割と平

等割を１万円、１０００円という形で、グッと上げ

させてもらって、６割軽減の人は７割軽減、４割軽

減の人については５割軽減、軽減になるかならない

かという微妙なラインの人方については２割の軽減

を受けられるような税の改正に、当時した経過もあ

ります。蛇足になりますけども、経過としては、そ

ういうような形でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：減免制度については

理解いたしました。ただですね、僕が言ってるのは、

確かに応能割、応益割、あります。それは   ５

０パーセント対５０パーセントでという、それも分

かるんですけど、全体の保険料が高すぎるんじゃな

いか。それを言ってるわけです。それでですね、村

の財政、一般会計から繰り出しすることによって一

般会計が厳しくなるというのも分か るんですけど

もね、聞くところによると、一般会計からの繰り入

れというのは、一人平均１万円ぐらい全国で行われ

ていると。一人平均です。それで保険料自体を低く

抑えていると。 

猿払村には国保病院がありますが、専門性を要す

る治療、あるいは手術のとき、稚内、名寄、旭川、

札幌まで通院、又は入院しなくてはなりま  せん。

医療の面で、それらの地域と比べるとね、ハンデが

あるんじゃないかなと思います。この地域に住むこ

とによって得るハンデですね。それを行政が少しで

も縮めていくのも行政の役目ではないかと思うんで

すけども、再質問です。今の一般会計からの繰り入

れについて、もう一度お伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：確かに、太田議員の

おっしゃるとおり、うちには内科１本しかございま

せん。確かに、専門的な医療機関にかかるというふ

うになると、村外の医療機関にお世話になるという

形になると思いますし、当然、交通費等も掛かるか

と思います。その部分については、緊急の場合につ

いては救急車という形になりますけども、自家用車

ですとか、どなたかの車を頼んで自家用車で行かれ

るとか、公共交通機関を使って行かれる場合の特別

な措置として、療養費払いという形もあります。 

確かに、非常に村民の方については御迷惑をお掛

けしているところですけれども、何とかそういう部

分での、今後の税率改正に向けてですね、何とか検

討していきたいというふうに考えております。以上

です。 
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○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：それでは３番目の質

問に移らせていただきます。猿払村に住んでると、

国保、健保に関わらず、子どもが病気になれば稚内

の小児科病院に仕事を休み診察に行きます。また、

大きなけがの治療や手術をするにしても、稚内やそ

の他の都市部の病院へ通院、あるいは入院しなけれ

ばなりません。当然、負担も増えます。 

健保の加入者は会社を病気で長期間休むと傷病手

当が支給されますが、国保では基本的に支給されま

せん。そのため、自分自身で病休時の生活費を蓄え

ておかなければなりませんし、入院給付金付きの保

険に加入するなどの備えなどをしておかなければ、

病気になっても安心して治療に専念することもでき

ません。 

また、健保は同じ保険料で扶養家族も健康保険の

恩恵にあずかることができますが、国保は赤ん坊だ

ろうと加入し保険料を払わなくてはなりま せん。

猿払村では、均等割一人につき４万２千円の家族分

を払わなければならないわけです。子育て世帯、年

金生活者にとって、大変な負担です。 

平成２４年度末の国民健康保険基金残高は、先ほ

ど村長の答弁にありました４３３８万円あります。

また、国民健康保険特別会計において８２９万円の

繰越金が発生しています。子育て世帯、年金世帯の

ためにも、医療分、介護保険分、後期高齢者支援分

の均等割の見直しの考えはないか、質問させていた

だきます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：前段で、いろいろと

答弁も考えてみたんですけども、今まで、いろいろ

な形で議論をさせていただいておりますので、端的

に申し上げさせていただきたいと思いますけれども、

この保険税については、私は税率改正をした当時の

担当係長でございましたので、当時は苦渋の選択を

させていただいたという形がございます。それで先

ほど言ったように、応能割と応益割のバランスとい

うことも考えながら、さらに６割、４割の軽減割合

を、７割、５割、２割の軽減割合にするためには、

どうしてもこの応益割の部分を４５パーセント以上

にしなければならないという形の中で、平成１７年

かな、そのときに税率改正をさせていただいたとい

う経過がございます。 

その部分については、私も、その後また保健福祉

課長という担当もさせていただきながら、何とか被

保険者の皆様方の健康における予防医療等も、いろ

いろ御努力をいただきながら、今現在、   ４０

００万円相当の基金を保有しております。この基金

を全部使ってしまうという形には当然なりませんけ

れども、現在、担当課のほうには新年度に向けて今、

様々な税率の改正に向けてシミュ レーションをし

ていただいております。 

それは、減額する方向で何とかシミュレー  シ

ョンをしていただきたいという形の中で、その基金

を、いくら取り崩すのかという部分はありますけれ

ども、その一方で、改めてまた被保険者の方々には

予防医療、要するに、医療費を増高させないような

御努力もしていただきたい。その分、行政のほうも

何とか税率を改正しながら、今、担当課のほうでは

シミュレーションをしていただいている状況でござ

います。 

また、国のほうの今、税制改正の部分では、限度

額の金額が、また２万円ほど上がるというふうな形

で聞いておりますけども、また限度額世帯の方につ

いては、改正後については、また多大な御負担をい

ただく形になるかも分かりませんけれども、何とか

今、シミュレーションをしておりますので、新年度

に向けて、何とか納税者の方に、ある程度、御納得

いただけるような形での税率改正に向けて今、検討

してる最中でございますので、御理解をしていただ

きたいというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：保険料を考えていた

だけると。低く抑えるように努力していただけると

いうことですので。ただ、この均等割についてはで

すね、近隣町村を見てみますと、浜頓別町は先ほど

言いましたが２万３千円。中頓別町は１万７千円。

枝幸町は２万３千円なんです。明らかに、猿払村の

均等割は高すぎると思います。それが人数割になる
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わけですから、これについても考えていただくよう

お願いいたします。 

次の４番目の質問に移らせていただきます。国民

健康保険税の資産割の考え方についてお尋ねいたし

ます。猿払村では、医療分の保険税として土地、家

屋の固定資産税に３０パーセント、後期高齢者支援

分として３０パーセント、介護保険分として６パー

セントの資産割があります。 

資産割は、土地、建物の固定資産税に賦課してい

ますが、住んでいる猿払村にある固定資産税だけで

す。他の自治体に持っている固定資産は対象外です。

組合健保などの他の医療保険には資産割がありませ

ん。また、多くの自治体は、介護保険、後期高齢者

支援分には資産割がない所が多いようです。道内に

おいても札幌市、旭川市、江別市などの都市部には

資産割がありません。 

国民健康保険は、自営業、先ほどから言ってます

農水産業だけではなく、退職者も国保の加入が義務

付けられています。保険を払うほうの立場からする

と、保険料の負担に関わらず受ける医療の内容は同

じであり、医療サービスを受けた際の医療内容は同

じであり、医療サービスの医療機関への負担も同じ

３割です。同じ所得水準であっても住んでいる自治

体によって差があり、不公平ではないかと考えます

が、保険税の資産割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）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：資産割の考え方でご

ざいますけれども、過去に猿払内においても資産割

を４０パーセント、２０パーセントと取ってた時代

がございます。平成９年度で資産割を、今、太田議

員おっしゃるとおり０（ゼロ）パーセントにした時

代が、ずっと続いてきた時代があります。その部分

の内容としましては、当然、固定資産税も払ってる

のに、国保の被保険者だけ、なぜまた国民健康保険

税にその資産の部分を付加するんだと。要するに、

酪農業だとか、いろいろな漁業者、一般の住宅をお

持ちの方々が、ほとんどそうで しょうでしょうけ

ども、そういう議論の中で、  一度、資産割を０

（ゼロ）パーセントにして、   ３方式で、ずっ

とやっていった経過がございます。 

その中で、先ほどから答弁してますけれども、基

金が底を突いてしまったという状況の中で、何とか

もう一度、国保会計の健全化に向けて取り組まなき

ゃならないという部分を含めて、また資産割を復活

させていただいて、応能割と応益割のバランスを取

らせていただいたと。言うなれば、資産割を廃止し

てしまいますと、この所得割の率を異常に高くしな

ければ応能と応益のバランスが取りづらくなります

ので、所得割を低く抑えるためには、やはり資産割

を、どうしても設けなきゃならないという状況があ

ります。 

その中で、現在は資産割が３０パーセントという

形になっておりますけれども、先ほども議員の御質

問にあったとおり均等割額も含めてですね、この資

産割も改めて含めて、どういう形で減額できるかと

いう形の中でシミュレーションを今、担当課のほう

にやっていただいておりますので、その結果が出る

まで、また議員様方と御相談をさせていただきます

けれども、その辺を御理解をしていただきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：先ほどから議論に出

てます応能割、応益割。その部分があって、保険税

率を上げないためにも資産割が必要なんだと、そう

いう答弁をいただいたわけですけど、それも理解で

きるんですけども、ただですね、固定資産税を払っ

ている土地と建てた住宅が、この村にあるわけです

よね。ローンを払い、固定資産税を払い、住宅の維

持補修費のためお金を貯め、定年になり国民健康保

険に加入し、猿払村に住むと固定資産税は、介護保

険分、それから、アレを全部合わせると、６６パー

セントは固定資産税が増えると同じことですよね。

年金生活から払うのが大変だと思うような人も出て

くるんじゃないかと思うんですよ。また、家を維持

していくのにね、それだったら家を維持しなくても、

公営住宅に入ったほうがいいんじゃないかと、そん

なようなことを考える人たちも出てくるんじゃない

のかな、って考えるんですよね。だから、先ほど、
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これも含めて全部を見直していただけるということ

ですので、その辺も検討していただければと思いま

す。 

それと、もう一つ再質問になると思います。社会

保障制度改革の項目や道筋を定めたプログラム法案

が国会で、国民健康保険の運営主体を市町村から都

道府県に移す、その改革を１４年度から １７年度

に実施するとなっていますが、市町村へ移管される

とですね、現在、今の固定資産税を含めて、賦課の

対象がいろいろ変わってくると思 うんですよ。当

村の保険料に対して、その辺の影響はどのように考

えているのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：荒井保健福祉課長。 

○保健福祉課長（荒井輝彦君・登壇）：私のほうか

ら、ただ今の御質問の答弁をさせていただきます。

今のプログラム法案の行方ということでございます

けども、ちょっと外れるかもしれませんが、今現在、

村長が保健福祉課長時代、そして私もそうなんです

が、北海道の広域化支援方針検討会議という所で、

北海道全体の国保運営ということで、様々な観点か

ら協議をしている組織がございます。そこに、猿払

村は御承知のとおり全国１位ということもありまし

て、道内の委員に選ばれた経過がございます。一度、

切れたんですが、また今年度から新たにということ

で、また２年間、委員ということになっております。 

その中で、北海道で、共同安定化事業ということ

でですね、高額医療費、それから、高額医療費は一

定の金額をオーバーした分が国保で、本村が高額療

養者が増えますと、その分、国保負担が増える。そ

の分を、極端に増えるもんですから、北海道全体で

プールして支援しましょうという制度がございます。

それは、一定の拠出金を出して、その年その年の実

績に基づいて負担をされるという制度がございます。

その他に、財政調整交付金という先ほどお話もあり

ましたが、調整交付金の国からの比率が、今度は各

都道府県に数パーセント加重が多くなるという制度

に今、変わろうとしています。そういったときに、

拠出金と、それから交付金の差で、一体どういった

バランスで埋め合わせができるかということも検討

しております。 

ただ今の御質問の部分では、北海道１区となる見

込みで、平成２９年度あたりからということで今現

在、動いておりますが、その平成２９年度に北海道

１区となった場合には、当然、２方式、３方式、４

方式で、それぞれ、いろいろな市町村が保険税を課

税、賦課しているもんですから、どういった方策が

いいのかということは、これからまた検討されます。 

問題は、猿払村は保険料が御承知のとおり全国一

高いと。また、低い所は、その半分ぐらいで  済

んでいる所もありますが、これが北海道１区に仮に

なりますと、おそらく、うちの村は下がるでしょう

と。ただ、上がる所は当然出てきます。そういった

バランスが一体どう取れるのかというのが非常に、

今までも、おそらく北海道１区として進んでこれな

い一番の問題だったと思います。 

今年、北海道から、各市町村の国保課税データを

提供して、どの程度の北海道１区の保険料になるか

というのを試算するというところで、各市町村の意

向を調査されております。猿払村は、お出しします

ということで返事をしてますが、まだそのあたりの

試算はできてないんですけども、そういった形で今、

北海道１区に向けて動いているというところでござ

います。御質問の答弁になったかどうか分かりませ

んが、状況だけお知らせします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：それでは次の、介護

保険についてお尋ねいたします。厚生労働省は、２

０１５年度から実施する介護保険制度改革の意見書

素案を社会保障審議会介護保険部会に提示しました。

１２月２０日に結論をまとめ、来年の通常国会に、

介護の必要度が低い要支援１、２の人向けのサービ

ス予防給付のうち、訪問介護とデイサービス、通所

介護を２０１７年度に向け、市町村事業に移す案を

社会保障審議会に示しました。社会保障審議会にお

いて、医療から介護へ、病院から地域、住宅への考

えで、地域包括ケアシステムづくりを推進していく

必要があるとされています。 

要支援者は、単身高齢者や高齢の夫婦が自宅で辛

うじて生活できる程度の方たち。それを支えている

のが介護保険のサービスだと思います。サービスが
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あるから、子どもたちが遠く離れていても住み慣れ

た地域で暮らしていけると思っています。訪問介護

とデイサービスを市町村事業に移す。財源が厳しく

なり、地域間格差が広がることが懸念されますが、

当村の介護事業への影響と、その対策をお伺いいた

します。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議員の

御質問にお答えします。まず、村の現状を若干、御

説明させていただきたいと思います。猿払村では、

要支援１が１７名、要支援２が２１名の、計３８名

の方が要支援の認定を受けている状況でございます。

その中で、訪問介護、これはヘルパーですけれども、

これを利用している人は、要支援１が１名、要支援

２が５名の、計６名でございます。通所介護、これ

はデイサービスですけれども、要支援１が１１名、

要支援２が１３名の、計２４名の方が利用されてお

ります。 

現在は、訪問介護、通所介護ともに、やすらぎ苑

からサービスの提供を受けておりますが、いわゆる

社会保障制度改革に関するプログラム法案により、

平成２７年度から平成２９年度を目処に市町村の地

域支援事業へと移行することが、議員 おっしゃる

とおり、ほぼ決定となっております。 

移行してからの運用としましては、事業費の単価

は、訪問型、通所型のサービス提供の内容に応じて

市町村が独自に単価設定できる方向ですが、上限に

ついては、全国的なルールに従う形で検討が進めら

れております。利用料についても、市町村が独自に

設定できるようにするという考えに なっており、

従来の予防給付から移行するサービスの利用料は、

要介護者に対する介護給付の利用者負担割合を参考

にしながら市町村が設定するとして、１割負担の料

金を基本にする考え方が示されております。 

市町村事業としては、移行されてきても、訪問介

護においては今までどおり、やすらぎ苑の訪問介護

事業所による身体介護等の訪問介護として継続でき

るのか。通所介護におきましては、やすらぎ苑によ

る機能訓練等の通所介護で継続できるのか。それと

も、現在やっている介護予防教室等を拡充していく

べきなのかなど、いまだに不明な点が非常に多く、

現時点では保険料にどのように影響してくるかとい

うことも明確になってはおりません。しかし、財源

の内訳として、今までどおり国が２５パーセント、

都道府県、市町村が１２．５パーセント、１号保険

料の方が２１パーセント、２号保険料の方が２９パ

ーセントを示していることから、保険料の精査等も

含めて、介護保険の第６期計画に盛り込んでいかな

ければならない事項だというふうに理解をしており

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、答弁いただきま

したけども、要支援１の方で１名、要支援２で５名、

合わせて６名の方がヘルパーさんを今、利用してい

ると。地域で介護していく、支援していく分では、

ヘルパーさんの力っていうのは、これから、すごく

大事になるのかなとは思うんですけども、その分で、

今のヘルパーさんの人数等、それで足りるのかどう

か再質問させていただきます。 

○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）：ただ今の御

質問にお答えさせていただきます。今現在、ヘルパ

ーさんは３名が福祉会職員、やすらぎ苑のほうの職

員としていらっしゃいます。介護といいますか、ヘ

ルパー利用度によって、今現在、充足している、あ

るいは、大変な思いをしているということが、様々

ではございます。 

ただ、今後ですね、村事業に下りてきた場合に、

また今現在、今の制度ですと、ヘルパーが非常に使

いにくいというお声も、実はいただいております。

これが市町村事業になってきた場合には、もう少し

利用しやすいような裁量ができるのかなというのは、

現段階では期待はしているところなんですが、そう

なると、利用される方が増えた場合には、３名で足

りるのか足りないのかというところは、正直なとこ

ろ非常に微妙なところかなというふうに思います。

御答弁になってないかもしれませんが、今現状はそ

ういったところです。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 
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○議員（太田宏司君・登壇）：次の質問に移らせて

いただきます。同じく、厚生労働省が示した改革案

で、特別養護老人ホームへの入所を、原則、介護の

必要性が高い中重度者に限定する。要介護３以上に

するということですが、１段階下の要介護２。今回、

見直された部分ですが、要介護２の認定の目安は、

身だしなみや掃除なりの身の周りの世話の全般に助

けが必要。立ち上がりや歩行、移動に何らかの支え

が必要。排泄や食事に見守りや手助けが必要なとき

がある。問題行動や理解の低下が見られることがあ

る。要介護２と３の介護認定の目安は、助けがいる

か、一人でできないかの違いだと思います。 

介護は自宅で受けたいと多くの方が思っていると

思いますが、連日連夜、在宅で介護を行っている方

の苦労は大変なものがあろうかと思いますし、介護

したくても仕事、家庭の事情で介護ができないこと

もあろうかと思います。特別養護老人ホームへの中

重度者に限定されることに対し、現在の入居者、待

機者の影響はどのようになるのか、質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議員の

御質問にお答えいたします。前段で若干、説明をさ

せていただきましたけれども、先日、厚生労働省は、

特養への新規入所を要介護３以上の人に限定する方

針の修正案を１０月３０日の第５１回社会保障審議

会介護保険部会に提示し、同部会では、特養は在宅

での生活が困難な中重度程度の要介護者を支える施

設としての機能に重点化すべきであり、入所を要介

護３以上に限定すべきと、基本的な方針は維持しつ

つ、軽度の要介護者であっても、やむを得ない事情

により特養以外での生活が著しく困難であると認め

られる場合には市町村の関与の下、施設ごとに設置

している入所検討委員会を経て、特例的に特養への

入所を認めることとしてはどうかという考えを示さ

れております。 

要介護１、２でも入所が必要と考えられる、やむ

を得ない事情の特例要件として厚労省が示した案は、

認知症高齢者であり、常時の適切な見守り、介護が

必要であること。知的障害、精神障害等も伴って、

地域での安定した生活を続けることが困難であるこ

と。家族によるサポートが期待できず、また、現に

地域での介護サービスの生活支援の供給が十分に認

められないこと。家族等による虐待が深刻であり、

心身の安全、安心の確保が不可欠であること。この

４点が掲げられております。既に入所中の者や、要

介護３以上の新規に入所した者が、入所中に要介護

１又は２となった場合でも、特例要件に該当する場

合には継続して入所ができるものとなっております。 

現在、やすらぎ苑の入所者３０名のうち、要介護

１が１名、要介護２の方が２名。また、入所申請さ

れている待機者は１４名おり、うち、要介護１が２

名、要介護２が５名おります。今後、入所判定をし

ていく上で、やむを得ない事情等を考慮し、関係機

関との一層の連携の下に、配慮をする必要があると

考えます。 

また、私の意見としては、今、国のほうでは要支

援１、２を廃止して、要介護１から５までにすると。

その中で今、太田議員が質問あったとおり、中度の

部分だけの施設入所という形の方向に持っていって、

あとの部分については在宅介護のほうに振り向けて

いって、医療費の削減を図っていこうというような

考え方が示されているようでございますけれども、

この部分については、私は非常に不満であります。

反対であります。 

実態が非常に分かってないというような状況の中

で、それぞれの自治体、地域が受け皿をきちんと整

備した後で、こういうことをやられるならまだしも、

何も、猿払村においても今のところ、やすらぎ苑し

かありません。この中度の方々以下の方が、もし在

宅に帰されたり、地域で見る状況には、今のところ

は非常に厳しい状況であります。 

ですから、地域で受け皿がある程度整った段階で、

こういうことが話されるのは僕は構わないとは思い

ますけれども、今の現状では、私としては反対の意

向を示して、何とか違う方向に持って いっていた

だけるよう要請してまいりたいというふうに考えて

おります。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：要介護１、２、その

人たちの介護をするといっても大変だと思うんです
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よね。自宅で介護したくてもできない、いろいろな

事情があると思います。しかしですね、ここの受け

皿であります、やすらぎ苑に入所することができれ

ば、事情が許す限り会いに行き、また状況、状態を

知ることができます。村としてね、でき得る限り、

その要望にこたえて、村の発展に尽くしてくれた

方々を地域で介護できる体制を築いていくべきだと

私は思いますが、今、村長が言ってました唯一の受

け皿であります、やすらぎ苑のですね、体制づくり。

増床を含めて、どのように考えているのか、もう一

度、答弁いただきます。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：やすらぎ苑は今現在、

３０床という形の中でありますけども、これを単に

増床したいからといって簡単にできません。宗谷管

内で特別養護老人ホームが何百床という形の中で設

定がされておりますので、その中で、空きがなけれ

ば増床ができないという形になっております。 

前村長、巽村長からも、特別養護老人ホームやす

らぎ苑の増床という形で、したいというような巽村

長の方針等もありまして、いろいろ検討はさせてい

ただいて、現在に至って、何も解決に至ってないと

いうのが正直なところ、現状ではございますけれど

も、その中で、今、示されている国の方針の中で、

私がやはり、こだわりたいのは、やすらぎ苑とサー

ビス等がダブるかもしれませんけれども小規模多機

能、もしくは、それに類似した介護施設の建設が必

要だろうと。それがなければ、今、やすらぎ苑を急

に増床するといっても難しいので、前の、福祉寮的

なものという形の中で話は進んできておりますけれ

ども、それも何とか、福祉寮になるのか、小規模多

機能型の施設になるのか、そういうことも今後、介

護施設の検討としてやってまいりたいというふうに

考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：それでは最後の質問

に移らせていただきます。消防団員の確保について

質問いたします。新藤総務大臣が、大規模地震や記

録的豪雨などに対応するには消防団員の拡充強化が

不可欠であるとし、地方公務員の入団促進を求める

書簡を各都道府県知事、市町村長あてに通知したと

いうことですが、当村においても昭和４７年、そし

て昨年と、急速に発達した低気圧の通過で猛吹雪と

なり、暴風雪による断線などで猿払村のほぼ全域で

停電、道路が不通になっています。 

有事のとき、地域に密着した消防団の各分団の即

時対応力が求められると思いますし、災害対応は元

より、地域コミュニティの維持及び振興にも大きな

役割を果たしていると思います。常備消防の充実は

無論でありますが、消防団の充実強化が求められる

と思います。 

現在、猿払消防団は７分団１２０名です。平均年

齢４６歳。他町村から見れば、まだまだ平均年齢は

低いほうだと思いますが、各分団で年齢の偏りが見

られます。第７分団で平均５２歳、第８分団で５８

歳です。他の分団では平均４０歳から ４５歳です

が、若い団員の確保が、これから難しくなっていく

のだと思います。また、浜鬼志別地区、知来別地区、

浜猿払地区においては、団員のほとんどが漁業者で、

出漁時の団員の確保が懸念されます。 

村内には、役場、農協、漁組等の団体があります。

それらの団体、役場職員の入団について、協力要請

も含め、今後の団員確保をどのように考えるのか、

質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただ今の太田議員の

御質問にお答えいたします。確かに私も、太田議員

のおっしゃるとおり、消防団員の高齢化が進んでき

て、又は知来別、浜鬼志別、浜猿払の消防団員が漁

に出ているときに災害があったとき、どうするんだ

という部分では非常に危惧してるところでございま

す。 

また、総務大臣名で、消防団員に地方公務員の入

団促進を求める書簡が各都道府県知事、市町村長あ

てに提出されたということでございますけれども、

役場職員が消防団員になれないという規定はござい

ませんけれども、役場の組織としては、災害発生時

には村の防災計画により職員はそれぞれの部署に割

り振られ、災害対応に当たるという仕組みを取って

おります。現状としては、団員になっても職員とし
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ての動員ということに、どうしてもなってしまいま

す。 

ただ、農業協同組合や漁業協同組合等の団体につ

きましては、消防猿払支署や消防団本部が中心とな

って、団員募集への協力依頼はできることと思って

ますし、私としても、機会あるごとに各種団体及び

村民に対して、消防団の重要性及び団員の確保につ

いて呼び掛けをしてまいりたいというふうに考えて

おります。また、村民一人一人が自分たちのまちは

自分たちで守るという意識を持ってもらうことで、

地域、消防団が一体となり、災害時に立ち向かえる

組織づくりも進めてまいりたいというふうに考えて

おりますので、御理解をお願いしたいというふうに

思います。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君・登壇）：現在、第５分団は  

１５名、平均年齢４４歳。第７分団は１２名、  

５２歳。第８分団は９名、５８歳。特に第８分団に

おいては、分団の存続が危機的状況だと思います。

以前に私、質問したことがあるんですけども、地域

防災組織ですか、それを含めましてですね、特に第

８分団においては危機的な状況だと思いますが、今

後の分団の配置等を含めまして、どのように考える

のか、再質問させていただきます。 

○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）：お答え申し上げ

ます。今、自主防災組織というお話も出ましたけれ

ども、村の防災計画、今、作成中のものではござい

ますが、災害時、発生時に一番、力を発揮できるの

は、やはり地域における組織が一番早く地域の方を、

いろいろ救ったり、お手伝いすることに関する機動

力としては、地域にきちんとした自主防災組織があ

ることが一番望ましいであろうと思います。 

それと、役場職員の消防団員というお話もござい

ましたけれども、村長からの答弁内容にあったとお

りですね、職員の多くは、やはり鬼志別、この地域

に住む職員が多いもんですから、逆に、その職員が

鬼志別地区以外の分団に配置ということにも、おそ

らくなりませんでしょうから、そういう面では職員

として活動できる範囲っていうのは、やはり限られ

てくるのかなという整理ができるかと思います。 

あと最後の、分団の再編というお話でございます

けれども、今に始まったお話ではなく、過去にも統

合された経緯もございますことから、こちらは消防

支署と、それから消防団、地域と、これからきちん

と協議をして、そういう再編には努めていく必要が

あるというふうに考えております。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）：消防団は、全国的に

見ても高齢化、減少傾向が続いているようです。全

国の市町村の中には、新規採用職員が研修の 一環

として入団している例や、全職員が入団して４０歳

前後まで活動している市町村があるということです。

管内でも豊富町、中頓別町に、職員で消防団員の方

がいるということですが、ただ単に防災だけでなく、

地域住民との密着性の観点からも、役場職員、ある

いは教職員の方も、それらの方の入団も検討してい

ただければと思います。以上で私の質問を終わりま

す。 


