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○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。 

５番、眞田君。 

眞田議員に申し上げます。 

昼食時間を控えておりますので、途中で中断させ

てもらう場合もあろうと思いますので、それを踏ま

え質問をお願いします。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは私の質問を

したいと思います。１項目４点について質問したい

と思います。タイトルでございますけども、安心し

て住み続けることができる。そして、活力がある地

域づくり。かなり欲張った質問でございますけども、

よろしくお願いしたいと思います。 

厚生労働省の、国立社会保障・人口問題研究所。

今年３月２７日の北海道新聞で、２０４０年までの

全国の地域別将来人口推計値を発表。少子高齢化の

進行で、２０４０年には２０１０年の国勢調査と比

較して、道内人口で約２４パーセント減少、６５歳

以上の人口比４割を超えると推計されております。

宗谷管内の市町村も軒並み減少して、地域維持もお

ぼつかない、衝撃的な数字が発表されました。福祉

や労働力の確保、地域社会の維持、地域住民の暮ら

しに深刻な影響が予想されております。 

猿払村の数値は、２０１０年の国調段階で  ２

８２５人。それが２０４０年には２２４１人になる

と。減少率２１パーセント。全国、全道、宗谷管内

の減少率と比較しますと、若干低い数値ということ

でありますけども、地域を維持するためには、かな

り不安を感じる厳しい状況に変わりないというふう

に私は押さえております。 

まず、まちづくりの形でございますけども、いび

つであってはいけないと思います。何か一つだけ突

出していればいいと。ホタテに象徴されるように、

日本一。それで事足りるのかと、地域維持されるの

かというと、そうではない。やはり、何か一つ突出

していても駄目なんだろうなと。そんなふうに私は

思います。健全で健康なまちづくりの条件。これは

バランスだというふうに私は思います。というとこ

ろで、抜本的な対策というような部分では、やはり

急務でありながらも、目標をしっかり定めなければ

ならない。 

そういう意味で、安心して住み続け、日常の生活

に喜びと生きがいを実感できる、そんな地域づくり。

二つ目に、住民が共に支え合って、思いやりの心を

共有する地域づくり。三つ目に、人口増が望める術

もない。しかし、努力によっては何とかなるのかな。

どう地域を維持していくのかという政策。これは、

この三つが相まって、健康な  まちというふうに

位置付けられるんだろうというふうに私は捉えてお

ります。そういう三つの視点で考えますと、それら

の内容について、どういうふうに分析されているの

か。それと、求められる施策というのは、どういう

形の政策実行をしていくのか。そういう視点で、以

下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。 

まず、村の維持発展、雇用対策として、一次産業、

１．５次産業、二次産業、六次産業。いろいろ、三

次、四次という部分もありますし、この振興が欠か

せない施策というふうに私は思います。その中で、

既存の今の施策で満足せずにですね、新たな施策。

新たな挑戦。そういった視点から、その活性化策、

振興策についてお伺いしたいと思います。 

また、少子高齢化の進行ということになりますと、

労働力の確保。これは前も村長に述べております。

労働力の確保については大変な問題だと。しかし、

確保できないから何もできないということにはなら

ない。しからばどうするのか、という方策を、本当

に真剣になって考えていかなければならない。そう

いったことで、労働力確保対策というような部分で、

どういうふうに進めていったらいいのか。そういう

視点で質問したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。地域活性化策、振興策についてであり

ますが、これには地域資源を活用した取り組みが必

要であると認識しております。本村には物産的資源

である漁業、酪農業があり、その中で、いくつかが

製品化されております。しかしながら、私としては、
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まだまだ可能性があると思っておりますし、新たに

製品化され、経済価値を生むことで、地域が活性化

していくものと思います。そして、その製品が地名

と結び付くことで、地域ブ  ランドが構築される

だろうと考えます。その地域ブランドが構築される

ことで、事業を展開しやすくなり、地域資源を活用

した企業のクラスターによる産業振興へつながると

考えますし、地域資源の活用により、高い付加価値

の産業が育つ可能性が出てくるように思います。 

このことをですね、行政として、どう進めていく

かということになりますが、まずは事業者などの参

加を得て、情報や知恵を出し合い、そこから新たな

何かを生み出していく場の設定を設けていきます。

その中で、運営方法を定めたり、アイデアの出し方

や活用方法など、基礎的なルールの方向性を示しな

がら関係者の足並みを揃えていきます。また、地域

の人材、あるいは各種団体同士のコーディネートや、

地域外部の専門家の紹介などを行うネットワークの

つなぎ役も行っていきたいと考えております。 

しかしながら、過去からの状況を鑑みまして、地

域資源を活用した事業化は厳しい状況でありますが、

多少時間を投入してでも取り組んでいく価値がある

ものと認識しておりますので、その環境づくり、仕

組みづくりに努めてまいります。 

次に、労働力確保対策についてでありますが、議

員のおっしゃるとおり、少子高齢化に伴い、労働者

の確保問題は、本村にとっても重要な課題の一つと

なっております。一例になりますが、村内における

加工場の女工員不足があります。村内は元より、近

隣の市や町に募集しても応募がなく、各企業は苦慮

しているところであります。その中で、人材派遣会

社などを利用しながら雇用の確保に努めているとこ

ろであります。先般も、行政と水産加工振興協会、

漁業協同組合と意見交換をさせていただいた中で、

３年後以降に、女工員の確保が非常に難しい状況に

なり、今後は人材派遣に頼らざるを得ない状況下に

あるとのことでありましたが、そうなった場合、ど

うしても住宅の確保が必要であるとの御意見もいた

だきました。 

他の議員さんからの御質問にもありますとおり、

私としても水産業の振興のみならず、地域おこし協

力隊の受け入れや、移住、定住施策の面から見まし

ても、住宅問題がネックになっている現状でありま

すので、各課横断的に住宅問題の解消に向けて協議

をしてまいるつもりであります。 

また一方で、中国人実習生が労働力の一翼を 担

っていることは、当村では否定できません。たまた

ま道新に投稿いたしました私の記事も一つの切っ掛

けとなり、今、北海道漁業協同組合連合会、北海道

議会、派遣組合等で連携した会議が開催されており

ます。これに自治体を含めてですね、実習生拡大の

共通認識の下、国に規制緩和を求める方向で今、動

いておりますので、私も積極的に参加し、規制緩和

を求め、実習生拡大を図っ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）：基本的には、やはり

地域資源をどう生かしていくかと。なかなか厳しい

という、今、表現されておりましたけれども、確か

に厳しいでしょう。しかし、これは村の共有の財産

ですね。地域資源。それをどう生かして地域の振興

に結び付ける。活力に結び付けていくかというのは、

これなくして地域維持はあり得ないというふうに、

私は断言できる。そういうふうに押さえております

し、何としてもこれは努力していかなければならな

いことなんだろうな、というふうに思いますね。 

それと、労働力の確保につきましても、現状は他

町村に、おんぶに抱っこというようなことで、かな

り協力を願っていると。他町村から来ている女工さ

んも多いというふうに聞いております。しかし、そ

れだけに頼っていいんだろうかと。やはり、一つの

ことで解決できる問題でない。人材派遣で解決でき

る問題でもないだろうと。複合的な村づくりをして

人を増やす。若い人が住みやすい地域をつくる。こ

れから今、課題として、また質問になってきますけ

ども、複合した取り組みがなければですね、単独政

策で解決できる問題でないというふうに私は、そう

いうふうに思うんですね。 
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それと前にも、地域おこし協力隊の同僚議員の質

問の中で、住宅がないから、なかなかできない、と

いうような答弁を聞いて愕然としたんですけども、

住宅の確保の問題。これは、これからの労働力を維

持、確保する上でも、住む所がないというのは決定

的ですよね。しかしですね、いくらでもあるでしょ

う。今、賃貸アパートの制度もできましたね、助成

制度。それだとか、借り上げ式の公営住宅の制度だ

ってあるわけです。村で何でも かんでも公営住宅

を建てなければならない、そういう時代は終わった

と。民間に建ててもらって、それを公営住宅として

借りる方法だってあるはずなんです。これは建設課

長、あとでちょっとお伺いしますけども、借り上げ

の公営住宅制度というのは、これはあるんですね。 

他の自治体では、市営住宅は建てないが、と。こ

れは、どこかの市ですけども、アパートの借り上げ

や家賃の補助を検討して対応します。市長 さんが

議会の答弁の中で、こういうことをされていますね。

当たり前のことはできるんですよ。できない要因と

して、こういうものがあります、と挙げられても議

会では非常に困る。何とか、その方法を考えなけれ

ばならないということで、是非、これについては横

断的な連携を取って。これは絶対にあるはずです。

国の助成、又は、てこ入れもあるはずなので、その

あたりも十分にですね、横断的な協議をして、対応

していただきたいと思います。 

これについては副村長、どうですか。そういう調

整を図ってですね、あるセクションの中で住宅をど

うする。ない。ないからできない。それでは困るん

ですよ、行政運営としては。できなかったら建設課

に行って、建設課長、これ何とかならないか。これ

はこういう制度にならないか。そういう形で解決し

てもらって、やらなければですね、解決なんてとて

もできない。ある所で、私は担当していないから。

だけど住宅問題は非常に困るから、それはできませ

ん、と言ったら、それで終わります。そういうこと

では困るんです。これについて一つ答弁をお願いし

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）：お答えいたします。

議員が御指摘のように、単独で住宅対策というのは、

できるものではないという、そのとおりだと思いま

す。従来、建設担当が、いわゆる公営住宅、あるい

は住宅対策ということで、専属して持ってきたとい

うのが、これが従来の行政のやり方であります。し

かし、今、御指摘のように、住む人の条件だとか、

それから住宅が一定のものしか駄目だという、もう、

そういう時代ではなくて、いろいろな、様々な条件

が必要になってくるという、求められるという時代

ですから、そういう意味では、いろいろな部署の持

っている情報だとか、それから、対応すべき課題だ

とか、そういったものを、きちんと連携をする中で、

その実現のために何ができるかと。何を捕まえるこ

とができるのか、というところの、そういった連携

は、きちんと取るようにですね、私のほうも指示を

してまいりたいと思います。 

ただ、住宅対策ということで、村長もお答えさせ

ていただいていますけども、現実にない中で、その

住宅をどう確保していくかという部分では、やはり

村が建てるか。御指摘のように、民間の方が持って

いる所を借り上げて使うか。あるいは、新たに民間

の方に建てていただくか。ないものを作り出さなけ

ればなりませんので、そういった意味では、今ない

ものを民間の方に建てていただくという、住宅を作

り出す施策は既にスタートをしておりますので、こ

ういった部分が、さらに拡充できるかどうか。今、

時限立法といいますか、時限の条例でありますので、

これは従来から議会で担当のほうから御報告してお

りますように、効果を見ながら、そして、これの方

策をですね、継続、あるいは拡大ということを、さ

らに検討してまいるということになろうと思います。

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）：公営住宅法も変わり

ました。前にも、この問題で、共有スペースを設置

した公営住宅の建設について議論しました。具体的

に提案もしました。実現されておりません。しかし、

法の中では何とかなる。基本的に私、そういう押さ

えをするんですけども、例えば、ここで言う、イン
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ターネットで開いてみましたらね、借上公営住宅制

度というのがありますね、はっきりね。それだとか、

地域優良賃貸住宅制度。これは高齢者の仕様だとか、

高齢者に合わせたものだとか、障害者に合わせたと

か、子育て世代に合わせたものだとか、そういうも

のを有料の賃貸でできますよ。その代わり、民間活

力をどんどん底上げして、やってもらって、村がそ

れを借りるというような方法もある。ですから、こ

れが、条件が、この部分が駄目だからできませんで

は、そういうことというのは、あり得ないんですね。 

先ほども同僚議員が言っていましたね。羽咋市の

高野誠鮮氏。可能性の無視は最大の悪策だ。可能性

があっても、それはできない。できない理由を述べ

る。できない理由はいいんです。何とかしてやれる

方法を今、ここで議論したいと思います。よろしく、

その部分について十分議論していただきたいと。特

に住宅政策と労働問題については、いろいろな難し

い問題も含まれるでしょうが、何とか努力して、そ

ういう問題を解消していただきたいと。 

これは過去にですね、漁業関係の世永（邦雄）議

員さんが生きておられたときに、実は、漁業に関す

る企業の誘致、労働力の確保の問題について、一般

質問しておりますね。私は、そちら（執行）側にい

て聞いておりました。やはり当時から、今から十数

年前ですから、相当やはり、この問題については課

題になっていたんだろうと。しかし解決されないま

まに今日に至っているというのが現状だと思います。

一つ、努力を続けていただきたいと思います。 

次にですね、今言うように、労働力もそうですし、

やはり地域の資源を活用するといっても、なかなか

難しい問題があります。やはり、生産者との合意と

いっても、どこで合意して、どうしていくのかとい

うのは、行政が全てできるわけではないんです。や

はり、その合意があって初めて政策展開できるんだ

ろうなというふうに思いますから。難しいというふ

うに理解していますけども、しかし、村も真剣にな

って一つの目標を設定して向 かっていかなければ、

やはり、その情熱は伝わらないというふうに私は思

いますから、一つ提案しますけども、昔ですね、昭

和５０年前後に、農業の近代化計画というのがあり

まして、当時はですね、３３（サンサン）運動とい

う運動だったと思います。目標設定しました。近代

化計画といいますけども。それには、３３運動とい

うのは、牧草を反収３トンにしようと。今は２トン

ぐらいしか獲れていないけども、１．５倍の３トン

にしよう。乳量も２千キログラムだけど、３千キロ

グラムにしよう、という目標を立てて、基盤整備づ

くりや、農業形態を変えていこうという努力をして、

やってみました。 

その次に、徐々にその目標が達成されてですね、

今、昭和５０年と調べていただいたんですけど、今

度は、５５（ゴーゴー）運動というものに。   

３３から５５になりました。牧草を反収で５トンに

アップしましょう。乳量も５千キログラムに アッ

プしようという、そういう運動、目標値を。今、そ

れが達成できているかどうかは、私ちょっと勉強不

足で分からないですけども、そういう運動を、目標

を設定して、一生懸命励んだ結果が、今日の酪農が

あるというふうに私は思いますんで、ここは提案し

ます。 

先ほど、地域資源を活用すると、村長の話があり

ましたけども、この地域資源を、１．５次産業の振

興というふうに位置付けましてね、当面の目標とい

うことで、地場産品の１．５パーセントを地場加工

に切り替えようと。今ある既存の加工とは違った、

もうちょっと高い付加価値を付けるような、そうい

う形で生産量の１．５パーセント。係わる雇用も、

そこで１．５パーセント増やそうと。このあたりが

無理のない数字ではないだろうかと。そのあたりか

ら始めていかないかと。 

例えば、漁業でいけば４万トンの１．５パー  

セントですから、６００トンぐらいですか。それを、

現在の加工業とは別に、付加価値を付けるための、

手間の掛かる加工に向けたら、どうなんだろうと。

そんなことを提案していきたいと思いますけども、

そのあたり、出発点としてはどうかと。そういう提

案をしたいと思います。それについて、ちょっとお

答えいただきたい。 

それと、昨年でしたか。私、１．５次産業振興室

なるものを、こういう形を組織の中に作ってはいか
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がですか。これは提案したんですけども、村長から、

まだ具体的に、そのあたりは、今の状況では、その

考えはないということで一蹴されましたけれども、

改めてですね、そういう形の組織も必要になってき

ているのかなと、そういふうに思います。その、あ

わせて２点を、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。今、年間４万トンで、

６００トン増でという、３か年、若しくは５か年計

画でどうだ、という形の中で御提案をいただきまし

た。 

それで、前回の村長の答弁にもありましたとおり、

今、執行方針にも掲げておりますとおり、加工協と

の冷蔵冷凍庫の建設に向けて、どういうものが本当

に具体的に必要なのかも含めて、先日、協議会を開

かせてもらって、いろいろ意見交換をさせていだき

ました。その中で、実は、その前にですね、労働力

の部分が非常に困っている、という部分の中で、い

ろいろ御提案をさせていただいて、先ほどの村長の

答弁にあったような経過でございます。最終的には

住宅がネックになっているという部分の中で、いろ

いろ御意見をいただきました。その中で私のほうも

戻ってきまして、財政企画課長、それと建設課長等

も含めてですね、やはり、こういう問題が一番、住

宅問題がネックになっていると。それは地域おこし

協力隊も含めてですね、眞田議員のほうから御提案

のあった、今、民間のほうの活力を導入しながら、

どうだというような御意見もいただきました。 

そういう中で今後、各課横断的にですね、早急に、

そういう組織を立ち上げて、どうやったら住宅を建

てて、労働力を確保していけるかという部分で、早

急に検討していきたいというふうに思いますし、そ

れから、六次産業までの部分なんですけれども、加

工協さんのほうと、いろいろ協議、検討させてもら

って、その冷凍冷蔵庫の中にですね、もし建てると

すればですね、六次産業までの部分も含めた研究室

も含めながら、商品開発をしていければいいなと。

いこうよ、というような御意見もいただきましたし、

私も、そういうふうにしていきたいというふうに考

えておりますので、それは計画的に。 

お金の掛かることですから、早急に、ということ

にはなりませんけれども、第７次総合計画の中にで

すね、きちんと、ある程度の方向性をうたっていけ

ればですね、脱しながら、今後も加工協  さん、

若しくは漁協さんのほうと継続的に協議をしていき

たいというふうに考えておりますし、当然、うちの

ほうはホタテ、漁業だとか、酪農業の牛乳も含めて

でですね、産業を進めていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：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。二つの質問の最初の、１．５パーセント

ほどをですね、地元の加工場に、新たにできないか

という御提案でございましたが、これは、もちろん

漁業協同組合とですね、慎重に協議しながらですね、

抜本的な提案だと思いますので、慎重に協議してま

いりたいなと思っております。 

あと、産業振興室ですか。前にも提案ございまし

たけども、これについてはですね、そのときは確か、

そういう考えはないと答弁したと思っておりますが、

これにつきましてもですね、振興室という形には囚

われずですね、産業課の増員とか、そのような角度

の中でですね、検討してまいりたいなと思っており

ます。 

○議長（山須田清一君）：ここで昼食のため１３時

まで休憩いたします。  

 

休憩 午前１１時５９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。 

眞田君。 

○議員（眞田勝也君）：午前中に答弁いただきまし

たけれども、１．５次残業の部分につきまして、又

は六次産業の部分につきまして。例として、漁業で

いえばということで、例に出しましたけども、農業
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資源についても同じことが言えると思います。それ

で、一つの目標として、最初から大きい目標を掲げ

ても実現できなければ意味がない、ということで、

先ほど、１．５次産業にもじって、    １．５

パーセント運動というのを、そのあたりから取り組

んではいかが、という提案をさせていただきました、

ということを御理解いただきたいと思います。 

それと、１．５次産業振興室というような部分に

ついてもですね、特に、これにこだわる必要はござ

いませんけども、実は、羽咋市の高野誠鮮  さん

も、同じ振興室長のときに、いろいろな仕掛けをし

たというようなこともありますね。その話を聞いて、

同じようなことを考えている人がい るんだと、そ

んなような認識でおりますんで、これについても検

討いただけたらというふうに思いますんで、よろし

くお願いしたいと思います。 

それとですね、先ほど、住宅政策についていろい

ろ厳しい問題があるということですから、これにつ

いても何回も議論しています。民間の活力で、いか

に維持向上させるかということに、やはり視点をも

う少し置くべきだ。そのために、賃貸ア  パート

の助成制度というものも作ったわけですから、そう

いうものを積極的に生かす政策をやらなければです

ね、制度を作ってしまえば、あとはどうでもいい、

ということであってはいけないと思うんですね。 

これについてですね、今一度、住宅政策について、

公営住宅でもいろいろな政策が、実は、国交省の中

でも、我々が考えられないような、昔では考えられ

ない政策を、今どんどん打ち出されてきているんで

すね。そういうことも含めて、これについては情報

を得るというのは、今はインター ネットでも得ら

れますし、それと国、又は道に  行って、そうい

う情報を得てですね、取り組みに生かしていただき

たいというふうに思います。これは要望して終わり

たいと思います。 

それで２番目の質問に入りたいと思いますけども、

実は、猿払村だけでですね、自己単独で、完結型の

行政運営という部分については、他の町村と肩を並

べて、何でも他の町村と同じものがなければならな

いという従来発想では、やはり限界があるというふ

うに私は考えるんですね。そういうことで、周辺の

自治体と役割を補完し合うと。そういう必要性とい

うのは、私は何回もここで提案してきておりますけ

ども、定住自立圏形成協定。これを結んでおります

けども、姿が見えない。これについて、どう進めよ

うとしているのか、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）：ただ今の質問にお答えを

いたします。定住自立圏形成協定の取り組みについ

てお答えをいたします。平成２３年１月に宗谷定住

自立圏形成協定に調印し、稚内市が、管内町村との

共生ビジョンを同年５月に策定されております。そ

の共生ビジョンに示された、猿払村と進める項目の

中で現在進められているのは、広域観光推進事業、

早期療育通園センター運営事業、消費者生活相談体

制強化連携事業などに留まっております。 

定住自立圏協定の中で大きな期待をしております

医療関係については、残念ながら進展はありません。

協定相手である稚内市の考えにもよりますが、市立

稚内病院と村国保病院との連携の強化は、現状では

難しい状況と感じております。しかし、共生ビジョ

ンは平成２７年度までの期間の取り組みとなってい

ますので、具体的な取り組みの推進に向けて、稚内

市長と協議を行う予定でおります。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）：中心市街地が稚内市

ということですから、稚内市が動かなければ、周辺

の協定された町村も何も動かないんだと。実態は、

そういうところかなと思いますけども、具体的な提

案を、我々町村からもですね、具体的な提案をして

いくという作業が必要でないかなというふうに思う

んですね。ですから、そういう意味でですね、必要

な事業というのは、従来の枠組みの中で、ものを考

えるんではなくですね、地域に  とって、こうい

うこともあって稚内市との協定を結べば、協定を順

守すればですね、利用、補完し合えれば効果が大き

いと。そういったところで協議していただきたいな

と思うんですね。 
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これで、交付税措置でですね、中心市街地はいく

らですか。４０００万円ぐらいですか。我々の町村

で１０００万円ぐらいですかね。このまま 平成２

７年までいってしまえば、ただ協定して、年間１０

００万円もらうための作業に終わってしまうよと。

平成２７年度まで。今は平成２５年度ですよね。あ

と、極端に２年数か月の間に何ができるんだと。や

はり、これは真剣に考えてもらわなければですね、

この制度は制度だけで終わってしまう。積極的に、

猿払村からも具体的な提案をしていくという作業も

必要でないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課長。 

○財政企画課長（坂本秀喜君・登壇）：ただ今の御

質問にお答えさせていただきます。実は、定住自立

圏構想の協議につきましては、毎年、春に担当課長

会議というのが行われております。その中で稚内市、

もちろん中心市が幹事という形で進められておりま

すけども、その中で具体的な要望等のお話はさせて

もらってます。先ほどの村長の答弁の中にもありま

した、医療についての協議をさせてほしいというこ

とも、過去に言ってきております。 

当面、定住自立圏構想として進める、今年度協議

しているものといたしましては、なかなか住民の皆

さんに理解されづらいことかもしれませんけども、

公平委員会の共同設置とかという、進めやすいもの

から始めようという段階から進んでいないのが現状

であります。これから早急な話といたしましては、

宗谷管内での防災体制の整備、共通での備品等の整

備を協定に基づきながらやっていく、という方向で

は進んでおりますが、残念ながら目に見える形には

なっておりません。 

内部でもしっかり協議をしながら、積極的に猿払

村からも定住自立圏構想の中で、どう進めていくか

という話を提案したいというふうに考えております

ので、もう少し、お時間をいただきたいと思います。

時間がないので、いただける時間も限られておりま

すけども、早急に内部で、もう一度お話をさせてい

ただきたいと思います。以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：ただ検討だけ、会議

だけ開けばいいのでなく、やはり、進んでもらわな

ければ困るんですね。そして、うちの地域に  と

って、こんなことが町村、また、市と補完し合うこ

とによって効果があるよ、というような部分は、み

んなで話し合いをして、組織の中でですね。そうい

うものを導き出していくという作業は当然、付いて

回りますから、黙っていては進んでいかないという

ことだけを、ここで念を押して、努力していただき

たいと。そういうふうに思います。 

それでは次の質問に入りますけども、若い世代が

住み続けたくなるような、実効性のある子育て支援

策。これは、ここ（一般質問通告書）に括弧して

「保育料の無料化」と書いておりますけれども、実

は、これは昨年の３月ですか。条例改正して保育料

金の改定をさせていただきました。これも、いつ下

げてくれるんだ、というような部分で、かなり巽村

長にも、これはお願いをしてですね、そういう状況

で、昨年の３月でしたか。改正されたという経過が

あります。そういうことも含めてですね、今度は、

料金を下げる改正ではなく、無料化というような乱

暴な提案をします。これは、あとで話しますけども。 

それだとか、高齢者、障害者が共に生き生きと暮

らせる地域づくりのための福祉政策の具体化。それ

と、さらに迅速化。そして、高齢者や障害者、思い

やり条例。これは仮称です。私が勝手に付けたもの

ですから。その条例の制定。これについては、前の

議会で共通な認識に至ったというふうに理解してお

ります。こういうことでですね、その条例に対する

基本理念。それと、今考えられている行政支援の内

容だとか、制定の時期。こういったものについて、

お伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：住民が共に支え合

い、思いやりの心を共有する地域づくりを、どんな

形で行っていくのかという視点があって、議員の御

質問が多岐にわたってありました。一つは、若い世

代が住み続けたくなるような実効性のある子育て支

援策ということに関して、保育料の無料化というこ

とが御意見としてございました。 



  －8－ 

保育料の値下げということについては、議員が触

れていただいたとおりでございますけれども、現在

の保育料収入を見てみますとですね、年間 ２６０

０万円から２７００万円ぐらいと、こう いった前

後で推移をしております。これは今年の当初予算と

いうことですから、減額をした後の計算になります。

保育士の人件費を含めてということがありますけれ

ども、この保育所運営事業にですね、９５００万円

ほどの支出が予定されているところであります。関

連する国庫補助金の、子育て支援交付金。こういっ

たものが５００万円ということの歳入を見ましても

ですね、保育料というのは２６００万円から２７０

０万円の、この保育料は非常に有意義な財源である

というふうに捉えておりまして、したがいまして現

時点ではですね、村長と相談をさせていただきます

けれども、無料化までは、ちょっと難しいなという

ことを、まず前段で申し上げさせていただきたいと

思います。 

しかし、触れていただきましたように、現在です

ね、主に子どもの多い家庭や、障害を持っている子、

あるいは障害者がいらっしゃる家庭への支援という

ことでは、所得による基準で分けさせていただいて

いますけれども、第２階層の第２子保育料が半額と。

あるいは第２階層の、ひとり親世帯、あるいは在宅

障害の子、あるいは在宅障害者のいらっしゃる非課

税世帯の保育料は無料化に なっているということ。

それから、第３階層の、ひとり親世帯、障害児、障

害者がいらっしゃる家庭の保育料金を軽減措置をし

たということ。また、同時に３人のですね、お子様

が保育所に入所をされている場合の第３子保育料は

無料と。こういったことで、本村でもですね、この

保育は、どうしても外に出て働かないと、家計も含

めてですね、大変だという所には、保育の支援と。

子育て支援という観点から、いろいろ御意見をいた

だきながら制度を作ってきているところであります。 

これらのですね、効果の検証を含めて、子育て世

帯にとっては保育料金の多さ。あるいは無料も含め

てですけれども、ここに住むための、あるいは子ど

もを産み育てるための選択肢の一つだという認識も

持ちながらですね、午前中の御同僚議員の御質問で

も申し上げさせていただきましたけれども、今、実

施をしているサービスだとか、支援策。これは決し

て他にですね、引けを取るものではないというふう

に思っておりますけれども、しかし、少しずつ改善

をしていくということで、実効性のあるものに近付

けてまいりたいと思います。この保育料を無料とい

うことに係わっては、このように御理解をいただき

たいと思います。 

たくさんありますけれども、引き続き、よろしい

でしょうか。高齢者、障害者が生き生きと共生でき

るというか、そういった地域づくり。福祉施策の具

体化と迅速化ということでお尋ねがありました。先

般、６月５日ですけれども、保健福祉、地域包括支

援担当が中心となって、建築、企画財政、管財担当

部署、さらには社会福祉協議会の事務局にも加わっ

てもらいまして、まずは、３月議会でもお話をしま

したように、生活の核となる住まい。仮称ですけれ

ども、福祉寮の構想について協議を始めたところで

あります。 

３月の議会で答弁をさせていただいた内容と重複

しますけれども、これを核として、そこに住まわれ

る方や地域の方、御指摘の高齢者だとか障害のある

方々共にという考えですけれども、拠り所として集

い、あるいは活用できる共有スペースを是非、設置

をし、さらに見守りや相談機能を有した施設にした

いと。さらには、一時、あるいは短期入寮と。こん

なことにも対応できないかという考え方で、現時点

で地域包括担当が押さえている、利用が予測をされ

る対象者数の再予測も勘案しながら、将来を見据え

た施設の設置場所を含めて、検討を開始をしており

ます。 

具体化、迅速化についての件でありますけれども、

できる限り今年度中に、高齢者や障害者の方々、さ

らに御承知のように、ななかまどの会という、障害

児をですね、子どもをお持ちの保護者の方々、それ

から意のある先生方がですね、中心になって設立を

した、昨年８月にですね。設立した会もありますが、

そういった関係者の方々からも御意見や要望をお聞

きしながら、例えば、共同作業所的な就労の場も併

せ持てないかというようなこともですね、構想に肉
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付けをして、平成２６年度には、今お話を申し上げ

た福祉寮的なもの。この持つべき機能だとか規模、

場所、建設財源をですね、勘案した具体の設計に取

り掛かれるように進めてまいりたいというふうに考

えております。 

それから、議員がおっしゃっている、仮称、思い

やり条例の制定について、ということでありますけ

ども、基本理念だとか行政支援の内容、それから、

条例そのものの制定時期について、お尋ねがありま

した。議員の念頭のですね、おそらくと思いますが、

奈井江町の、おもいやりの障がい福祉条例。これは

全国で初めて、こういった視点で制定をされ、今年

度４月から施行されたものでありますけれども、そ

こにある基本理念。障害のある人も、ない人も、平

等で、お互いの人権が尊重される、ということを含

めた４点のですね、基本理念がありますけれども、

これは、奈井江町まちづくり自治基本条例の原則、

考え方がうたわれているわけです。 

３月議会で、関連して私もですね、全国にある総

合福祉条例。これも参考に、というふうに申し上げ

ました。結果的にはですね、調べてみますと、奈井

江町とは、こういった言い方が適当かどうか分かり

ませんけど、似て非なる部分が結構あってですね、

どうかなと思いましたけれども、しかし、同じよう

にですね、士別市、石狩市の、福祉のまちづくり条

例。道外では、三鷹市（東京都）のですね、健康福

祉総合条例など、いくつかの先進地の条例を勉強さ

せていただきました。 

村に置き換えてみますと、村の責務だとか、村民

の責務だとか、それから障害のある人の責務も含め

て、暮らしやすい地域づくりや、自立と社会参加の

ための支援について、あるいは雇用の促進、就労支

援も含めて、村、団体や事業者、関係機関、そして

村民まで、それぞれが努力をすることを定めている

わけです。このですね、こうした理念や考え方とい

うのは、どなたも否定するものではないと思います

し、本村も当然、同じ気持ちでやらなければならな

いものだろうというふうに思っています。しかし、

ここで学ばせていただかなければならないのは、条

例制定に至る経過や積み上げが、先進地にはあると

いうことなのであります。 

奈井江町で申し上げますと、平成６年に、福祉元

年というふうに位置付けまして、おもいやり明日へ、

と。これを、まちづくりの指針、テーマとして掲げ

てですね、健康と福祉のまち宣言をしていらっしゃ

います。そして、行政施策や民間事業が進める中で、

これに連なる、子どもの権利に関する条例が、これ

はもう、保護者や町民や地域や事業所も全部、いろ

いろな地道な活動をすることによって、平成１４年

に制定されているんですね。平成１７年に、そうい

った一連の取り組みが、考え方が包含された、まち

づくり自治基本条例が制定をされて、その基本理念

でうたわれている、障害がある人も、ない人も、互

いに基本的人権を尊重し合い、共に支える福祉のま

ちづくり実現を目指すために、ということで平成２

４年度、仮称、福祉の増進に関する条例が、障害を

持つ方々も構成をする障害者自立支援協議会で検討

協議をされて、平成２５年３月の議会で皆さんの同

意を得て議決、制定されたということであります。 

結論を申し上げますと、非常に、こういうふうに

先進の所を勉強すればするほどですね、条例制定時

期というのは、やはり難しいなと。経過だとか下地

もなしにですね、こうあるべきという正しさを持っ

て、上意下達式に、例えば、性急に作り上げてもで

すね、なかなかこれは動き出すのに、住民の方々も

含めて、理解をいただきながら、作り上げていくと

いうところに、非常に難しいところがあるんではな

いかなという気がしました。 

本村のですね、ななかまどの会。あるいは、身体

障害者福祉協会。教育委員会が所管しております、

特別支援教育連携協議会。それから、民生委員各氏

や社会福祉協議会等とですね、関係する方と、今年

度より少しずつ、このための御意見の交換をですね、

そういった場。要望をいただく、協議をしていただ

く場を、是非、作りながら、本村にも実は、御承知

のように既存の、まちづくり理念条例があるわけで

すね。そこに掲げてある、健康と福祉のまちづくり

条項というのがありますから、そういったものの具
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現化の視点で、少し時間を掛けて取り組ませていた

だきたいなというふうに思っています。 

長くなりますけども、具体の福祉施策、行政支援

を、どうしていくかということ。最後になりますけ

れども、前段でお話しました、住まいだとか活動の

場づくりというのは、これはやはり計画的に進めて

まいりますし、現在自主的に、先ほどからお話をし

ておりますが、動き出しておられる関係者の取り組

み。これを大事にですね、村内に広がりを作り出す

ことを目指して、現在は後方支援の域にとどまって、

保健福祉課がですね、窓口に今、やっておりますけ

れども、何とか関係部署が連携していこうと思って

います。 

雇用の場ということではですね、行政は、どう動

くのかということにつきましては、３月の定例議会

で議員の御質問にもお答えしましたけれども、村内

事業所においてですね、一気に雇用ということでは

なくてですね、障害をお持ちの方の就労体験。これ

の受け入れについて御協力をいただける状況を探り

たいというふうに考えておりますから、４月に商工

会事務局に中継ぎ、御協力の相談をさせていただい

た経過がありますけれども、今年度のですね、なな

かまどの会の活動の柱の一つ、村内事業所さんや民

生委員さんとの懇談が予定されていて、既に、もう

一部始まっているところであります。こういった所

とですね、是非、会議を、行政も申し入れをしまし

て、同じテーブルに着く形で連携をして取り組んで

まいりたいなというふうに、ただ今、考えていると

ころです。 

その中で、今年度中に事業所への、例えば人件費

助成等も含めて、条件整備について、行政としての

支援策を村長に提案してまいりたいなというふうに

思っております。大変長くなりましたが、以上です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：午前中に、野村議員

が子育て支援の質問もしております。その支援の効

果という部分についても、若干触れられておりまし

た。被るような条件でございますけども、国は日本

経済を底上げする成長戦略というのを掲げた。とり

わけ、女性の労働力に焦点を当てたもので、女性が

働きやすい環境を整えて、２５歳から４４歳の女性

の就業率を、現在の６８パーセントから、２０２０

年度には７３パーセントに上昇させる目標を掲げた、

ということが報道されておりました。今後２年間で

２０万人分、保育児童が見込まれる。さらに２０２

７年までに４０万人の受け皿。労働力が増える一助

になれば。労働力の確保の一助になれば。そういっ

た視点からも、各種の施策を総合的に講じていく必

要があるんでないだろうかと。 

実は、６月１３日に、ＮＨＫの『あさイチ』とい

う番組がありまして、その中で、岡山県の美咲町。

美しく咲く町。この子育て支援について放映されて

おりました。その中でですね、次世代を担う子ども

たちを町の宝と考え、子どもを安心して産み育てる

環境を整えることを第一として、様々な施策を打っ

てきたと。代表的には、生活支援事業として、３人

目以降の子どもが義務教育を終えるまで水道料金の

基本料金を助成したり、保育料は国が定める基準額

の６５パーセント。通常は ７５パーセントと言わ

れています。第１子が  １０割、第２子が５０パ

ーセント、第３子以降は無料。猿払村も平成２４年

３月に料金改定されて、同じ料金体系になったんで

ないかというふうに理解しております。非常に、あ

りがたい制度だというふうに理解しております。 

それで昨年ですね、その効果ではないでしょう。

これは前にも言ったように、生まれた数が４０人と

いう報道がされてですね、そして私、調べましたら、

亡くなっていく方、自然減で３７人。自然増が発生

するというのは、こういう町村では他に類がないと。

そういうデータが明らかになってきているんですね。

いかに、こういう支援体制を充実することが大切な

のかという、これは一つの データとして表れでも

あるのではないか、というふうに私は思っています。 

実は今言うように、保育無料化により、保育料が

２６００万円から２７００万円の収入があります。

考えようですね。それを単独での効果で考えてしま

うと、２６００万円、２７００万円という非常に大

きな財源になります。こういう部分を地域振興だと

か、商店街の活性化だとか、そういったものにつな

げていく。そういう複数の効果を期待した取り組み
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で無料にしているというのが、北海道の市町村にも

あるはずなんです。若しくは、あるとすれば、どこ

で、どういうことをやっているか、ちょっとデータ

としてあれば、お知らせいただきたいと。 

それと、次にですね、奈井江町の、おもいやり条

例でありますけど、これは障害者だけの問題です。

私が言っているのは、高齢者も含めての話でござい

ますから、これは改めて、また話をしていきます。 

それでですね、先ほどの続きになりますけども、

岡山県の美咲町。平均的な子どもの数が、お母  

さんが１人に対して、子どもは４人から５人と い

うんですね、平均的に。そういうことで、今、少子

高齢化という、少子化という中では、とんでもない

数字。４人とか５人ですからね。そんな所が今時あ

るんだろうかということを、びっくりした、という

ことですよね。 

ですから、そういったことでですね、同僚議員も

同じことを言っていました。（聞取不可）いろいろ

な活力ある、まちづくりの上で若者が増えるという

ことは非常に重要なことですし、幸せを感じる、い

ろいろな施策推進。他の町村がやっていないから必

要ではないと、いろいろなことを考えないのではな

く、他の町村がやっていようが、やっていまいが、

うちの地域にとって施策として重要だと感じたら、

やはり、やっていくという勇気を持たなければなら

ない。 

そういうことで一つ、この部分についてですね、

例えば保育料の無料化について、そういった部分の

他の市町村でも、北海道の中でも無料化にしている

所はあるはずなんです。そういう所があれば情報提

供いただきたいと。一つずつやっていきたいと思い

ます。これについて、ちょっと。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：大変申し訳ござい

ません。道内の自治体で保育料を無料化にしている

所の具体的な資料は、現在のところ持ち合わせてお

りません。調べまして提示をさせていただきたいと

思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。そう

いうことでですね、普通、このぐらいのことは政策

的にやっている市町村は絶対あるというふうに私は

思っていますし、是非、調べてですね、そういう事

例も研究していただきたいと思います。 

それから、数年前から私、一般質問の中で継続し

て、高齢者、又は障害者が安心して生き生きと暮ら

せる地域づくりについて、問題提起をさせていただ

きましたし、提案もしております。基本的な考え方

という部分では一致してですね、様々な政策が実行

されているということも事実でございます。しかし、

居住環境の整備。各種の福祉施設の整備。まだまだ

立ち遅れの感があると。 

そういったことでですね、高齢者の生きがいづく

りだとか、障害者が当たり前に社会参加できる仕組

みを早急に確立すべきだし、現在進行形というふう

に理解しておりますし、一生懸命頑張っていただい

ているということを理解しながらですね、実施のス

ケジュールだとか、そういったことがあればですね、

明らかにしていただきたいなというふうに思います。

よろしくお願いします。 

○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）：ただ今の御

質問にお答え申し上げます。実施のスケジュールと

いうことでありますが、先ほどの副村長の答弁とも

一部、重複する部分もございますけども、個別の部

分では、まず福祉寮ということが、私どもが一番最

初に考えている部分でございます。これは先ほど、

議員も公営住宅の関係でも、いろいろ御質問されて

いた部分もございますが、公営住宅も含めての住ま

いといいますか、私たちが取り組む部分につきまし

ては、高齢者、それから一部障害者というふうに考

えての福祉寮。これは、平成２５年度中に、いろい

ろ研究をしながら平成２６年度には何とか、こうい

った福祉寮、それに付随するコミュニケーション施

設という形で、平成 ２６年度には見えるように考

えていきたいというふうに思います。 

また、はっきりしたことは申し上げられませんが、

建設は、できれば平成２７年度以降に、早い時期に

取り掛かれるように、という思いで進めていきたい
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というふうに思っておりますので、御理解をお願い

します。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）：そういった形で急い

でいただきたい、というふうに思います。 

それで先ほど、副村長のほうからも答弁ございま

した。奈井江町の例を出して、おもいやり条例とい

うのですか。障害者に対するという部分で理解して

おりますけれども、猿払村の条例を紐解いてみます

と、介護予防及び生活支援事業条例というのが制定

されているんですね。介護が必要な状態に陥り、さ

らに状態が悪化しないよう介護予防を推進し、自立

した生活を確保、必要な支援を行い、高齢者の保健

福祉の増進を図ると、こういう内容が書かれており

ます。 

しかしですね、副村長、この条例を見ますとね、

あくまでも介護をされる側の条例なんですね。全部、

される側の。当然だろうと思います。主体は、やは

り介護される側です。大切にしなければならない。

この意識については私も共通の認識ですから。しか

し、介護をする側の支援体制に配慮された内容では

決してない、というふうに理解され るんですけど

も、副村長、この介護福祉条例を、どういうふうに

捉えているか。内容は、今、紐を解くというのは難

しいでしょうから。 

ただですね、３６５日、２４時間、在宅介護をす

る側の立場に立ってですね、ものを考えるべきだろ

うと思うんですね。この前も新聞、テレビで放送さ

れておりますけども、介護の疲れから、不幸な出来

事というものが随分、最近、頻発していますね。そ

して事件になるのは氷山の一角だろうと思うんです。

予備軍というのが、もう相当数に上るんだろうとい

うふうに思います。そして、  ゴールが見えない

んですね。精神的な重圧というのは、副村長、これ

はやはり、我々が直接の当事者でないから計り知れ

ない、そういう部分があると思いますね。 

しかしですね、介護される側にとっても、する側

にとっても、特に、される側にですね、する側の精

神状態をきちんとしてやらなければ、良質な介護と

いうのは、できないのではないだろうかというふう

に思うんですね。やはり心に余裕があって、精神的

にも余裕があって、初めて良質な介護が提供できる。

家族であってもですよ。そういう視点で、ものを考

えていただきたいなと。そして、そういう支援体制

を充実しなければならないのではないかと私は思い

ます。 

そういうことでですね、心身共に定期的に休養さ

せることは、絶対に必要だと私、前の議会でも、こ

れはやりました。そのときに、そういう条件も、い

ろいろ難しいけれども検討してみるというような回

答を得ましたから、それはそれでいいんですけども、

さらに一歩踏み込んでですね、介護している家族を

孤立させないような、そういう体制というのが物凄

く大事だろうと。それには、定期的な休暇を与える

べきだろうと思うんですね。 

例えば、２週間に連続して二日間の休暇を与える

ためのショートステイ。これを充実して条例にうた

い込むだとか、そういうことは可能ではないでしょ

うか。そういうことについての考え方については、

副村長、どういうふうに認識されておりますか。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：過去にもですね、

議員のほうから、ただ今の、介護をする側の視点に

立った支援策ということで、何度も御意見もいただ

いていますし、御質問もいただいています。先ほど、

私は、福祉寮の建設に係わって、今、担当のほうで

構想を練ってくれているのは、一時、あるいは、そ

ういったところに対応できるような寮ということも

含めてということを、ちょっと触れてお話をさせて

いただきました。障害を持っていらっしゃる方。あ

るいは、想定としては高齢者としてはですね、独居

の方。そして、要支援で、本当に自宅では、なかな

か住むのが困難になってきた方。そして、低所得の

方という、そういった方々を対象とした福祉寮とい

うことでの基本的な構想を担当では持って、相談を

しているところです。 

それに、常時入寮していただく方に加えて、  

一時的入寮だとか、そういったところにも対応でき

るような施設として、必要ではないのかということ

も含めて、内部では検討しているところであります。
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まだ具体的に、こういう形、ということの相談は、

まだありませんけれども、しかし、そういうことも

含めて、この福祉寮というのを、担当では構想とし

て今、練っていると。 

今おっしゃられた、家族の方がですね、どうして

も定期的に、あるいは、用事があって手を離さなけ

ればならないと。そういうときに、介護保険上のシ

ョートでは、なかなか対応が制度的に難しいところ

がありますから、どこで受け皿を持つかというとこ

ろにですね、今の福祉寮という発想もですね、抱え

ている問題があればあるほど、実は、そういうとこ

ろを担当は今、構想の中で検討しているというとこ

ろでございますので、これが具体化になるのは、構

想が平成２６年度ですね。設計に向けた具体化をし

ていきたいということですので、もう少し今の視点

を改めてですね、担当にも押さえさせますので、御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：副村長、今、私が   

言っているのはですね、福祉寮的な考え方が、  

ショートの部分もそこでカバーできるような、とい

うような答弁もいただきましたから、それはそれで

結構でしょう。しかし私はね、必要に迫られて、例

えば、冠婚葬祭、いろいろな部分で、どうしても手

を離さざるを得ない。そういう状況のときには当然

でしょうということ。それは今の、やすらぎ苑のシ

ョートの中で対応できないわけではないんでしょう

けども、私が言うのは、定期的にきちんとした休み

を確保してやるという、そういう条件整備をすると

いうことなんですね。家族だから３６５日、２４時

間は当たり前だというような感覚は、やはり変える

べきだろうというふうに思いますし、ですから、そ

こをちょっと。その部分なんですよ。 

何かあって対応しなければならない場合は、どう

でも対応はできると思います。ですから定期的に、

例えば２週間に１回、二日間連続で休みを  取っ

てもらって、休養をしてもらうと。それに  よっ

て、在宅で介護する人のね、精神状態は、きちんと

心身共に。そういう状態を確保してやりたいなと思

うんですね。そういう意味で言ってい るんですよ。

ですから、条例の中も整備するときは、おもいやり

条例というのは、そういう視点も入れていただきた

いというふうに私は思っています。定期的に、２週

に１回は連続して二日の休みを取ることを原則とす

ると。取る取らないは。しかし、取れるんだ、とい

う条件で介護するのと、何かあったらやるけど普段

は取れないんだ、という条件で介護するのは、自ず

から精神状態が違うと思うんですね。 

そのあたり副村長ね、条例という形の中で考えて

いけば、そういうことも網羅していただきたいなと。

そんなことを考えているんですよ。そういうことを

是非、配慮をしていただきたいなと。それが、前の

質問のときも、ちょっと副村長とずれたのは、必要

に迫られて、冠婚葬祭があって、どうしても行かな

ければならないから、外さなければならない。そう

いう状態でないですね。やはり、定期的に介護する

側の心身共に、きちんとした休養を取らなければ、

いい介護はできないでしょう、ということ。そうい

う視点で話しているので、今一度そこだけ、ちょっ

とだけ。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：反問ではなくてで

すね、言っていることは私も十分理解しているつも

りなんです。条例の中で、例えばですね、猿払村に

あってですね、介護をしている御家族の方は、今お

っしゃられるように、定期的に。取りたいときも含

めてですね、定期的にきちんと取れるような条件付

けをするものとする、というふうに、これは画期的

なことだと思うんですけれども、そういう精神を、

理念を。これはもう理念ではないんですね。そうい

うふうな条例の中にうたうということは、そのため

に何をするか、ということですので、非常に、そこ

で、私は難しいところがあるだろうと。 

したがって、そういうところでも、そういう希望

に、あるいは、定期的に何とか取ってもらうような

手立てをするためには、いろいろな調整が必要です。

自由に、そういう対象者の人を、いくらでも出てき

ても対応できますよ、ということは、これはもう現

実的に無理な話ですから、今ある施設だとか、次に

作ろうとしている施設、あるいは病院、医療機関。
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そういったものを含めて、そういうような体制が十

分取れるような仕組みを作っていこうというのは、

考え方なんです。 

おっしゃられる、やはり定期的にでも休養は取ら

ないと介護者は大変だと。そういう村づくりであっ

てほしいというのは、もう重々、私も分かっている

つもりでありますけれども、理念だけではできない。

やはり、そのための条件整備として何が必要なのか

ということを考えていきますと、そういった受け入

れのための、空いている施設、設備、それから、今

ある所の有効活用のための工夫をしていくと。これ

がやはり一番大事なんだろうというふうに思ってお

ります。 

ずれている、というのはですね、思いは同じ  

なんだけれども、具体的に、それをどうやっていこ

うか、というところの施策をですね、一つ一つ、今、

こういうものを増やしながら、そこに辿り着きたい

という思いであります。御理解いただけるよう、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）：今、施策として何を

やるか。やるものは、条件的には、たくさんあ  

るんですね。複数の施策があると思います。その中

で、何を選択するのか。何が急がれるのか、という

のが、私が言っていることなんです。それと、今言

ってるのは、介護している人の立場だけではないん

です。される側も同じことなんですよ。やはり良質

な介護を、きちんとできるような条件整備が大事だ

ということを言って、いろいろな政策、施策がある

けれども、今、これが急がれてるよ、ということを

私は主張しているんです。そこは、ちょっと理解し

ていただきたい。また改めて、これについては議論

したいと思います。そこは、とりあえず今回は。こ

れで終わりますけどね。 

それでですね、次、障害者について、ちょっと質

問したいと思いますけども、５月２０日にですね、

ＮＨＫの報道で、障害者が、ある施設でですね、年

間１．５倍のスピードで障害を持っている方が増え

ている。これは、ある施設ですけどね。どことはＮ

ＨＫでは報道されていなかったんですけども。それ

で、ちょっとお伺いしますけども、その中でですね、

特別支援学級の教室が足りない。そういう報道がさ

れていましたね。そういう問題も、かなりこういう

所にあると。廊下を活用したり、音楽室を活用した

りと、いろいろな形でやっているようですけども、

猿払村において、ハード、ソフト面において、教育

環境というのは、教育長、これはどうなっているか。

それをちょっと、お伺いしたいなと。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：年間１．５倍の増と

いう、前に報道がされておりました。猿払村の統計

的な倍数ははっきりはしませんが、増加しているだ

ろうというふうに感じられる、というふうになって

いるのは事実でございます。重度化ではなくて、軽

度発達の関係での問題での広がりが多くなっている

というところでは、数的なものは、他の所と同じよ

うに増加してきていると。 

ハードの部分の関係ですけども、昔、学校を建て

た頃には、そういう状況では、あまりございません

でしたので、実質、その分の教室はございません。

ただし、この村のほうでは、いろいろな形でスペー

スを作っていただきましたので、そのスペースを分

割したりしながら活用しているという状況でござい

ます。それが全て良い状況なのかどうなのか、とい

うことでいけば、まだ工夫の余地はあるかな、とい

うふうに思いますけども、そのような状態です。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：分かりました。その

あたりですね、逐一、状況を把握をして、足りない

所を補っていくというような、教育長、そのあたり

の配慮を十分に、現場と連携を取ってやっていって

いただきたいと、要請しておきたいと思います。 

それとですね、これもテレビでの受け売りですけ

ども、知的障害者の、家族を含めて、本人の将来不

安というんですか。自分が亡くなったら親はどうな

るんだろうか。親は、自分が亡くなったら、この子

はどうするんだろうか。先の見えない不安に駆られ

ていると。これもテレビの報道です。安心した暮ら

しができる環境整備というのは、やはり、そういう

意味からも、不安を取り除くという意味では急がれ
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ると思いますので、発想をですね、変えて一つ、手

早い対応という部分で要請しておきたいと思います。

よろしくお願いしたいと思います。 

それと、昨日ですか。道新に出てましたね。障害

者の施設ブランドを創造、というタイトルですけど

も、豚肉の加工、販売。従来の発想の転換事例とい

うような部分で。こういう部分も、やはり、我々、

検討に値する事案だというふうに思いま すんで、

一緒に、共に、考えていただきたいなと思います。 

それで最後にですね、時間がありませんから ア

レですけども、保健福祉課長に、村の知的障害の部

分で、二十数名の方がおられまして、村外で暮らし

ている人たちの意向調査だとか実態調査は、どうな

っているかということで、進捗状況について、ちょ

っとお伺いしたいと思います。 

○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

質問にお答え申し上げます。進捗状況というふうに

言われますと、非常に申し訳ない言い方ですが、は

っきりとした数字は申し上げられませんが、 一部、

口頭で聞いている方もいらっしゃいます。ただ、そ

の他に、内部で、保健福祉課職員が、既にこういっ

た事例であるというふうな、事案であるという施設

に入っておられる方の状況も聞いておりますので、

そういった方に対して、改めてお伺いするというこ

とを、どうするかというところで、まだ動きを検討

しているという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）：どういう需要がある

のか。ニーズがあるのか。本人は、どういうふうに

感じているのか。家族は、どういうふうに思ってい

るのか。そういう思いと実態を掴まなければ、対策

の打ちようがないんだと、私は主張してい るんで

すね。そういう意向をきちんと把握した上で、こう

いう対策を取ります、というのが出てくるんですよ。

それを掴まないうちは絶対に出てこないはずなんで

すよ。単なる、さっきの言った、福祉寮。思いつき

でやったんだけど、実態に、需要に合わなかった。

そんなことが、あり得ますね。ですから、そういう

ものを十分調査して、早く  やっていただきたい。

そんなふうに思います。 

それで最後、この問題についてですね、副村長に

お願いしたいんですども、これもね、高齢者だとか、

障害者、子どもも含めてね、住民同士が支え合う、

そんな地域づくりというのが理想でしょう。副村長

も言っていますよね。村長もね。そういう地域を作

るというのには、ある程度、決まり事があって議論

するということがなければ、できていかないんです

ね。そう思うんですよ。議論もなしに、そういうも

のを、ただ条例を作りました。だから、それに従い

ます、と言っても、何の血の通ったものにならない

ということなんです。ですから、たくさんの議論を

して、住民も常にそういう意識、弱い者をかばい合

って生きていこうよ、という思いを持たなければ、

できないと。これは副村長も言っていますね、自分

でもね。私も全く同感なんで。そういう地域づくり

のために、何とか頑張っていただきたいと。 

それと、いろいろな福祉施設の整備、ハード面の

整備をするといっても、どんな資金目処でやったら

いいのかなんていうのは、全く分かんないわけです

よね。もしも仮に、ＮＰＯを作って、それを何とか

推進していこうといっても、資金の目処も全く何も

ないという形にはならないはずなんです。そういう

面での要綱もね、このぐらいは施設整備についての

（聞取不可）という、そういうことも一つ、早急に

検討にしていただきたいと、要請しておきたいと思

います。 

それで、次にですね、都会を離れて地方で生活し

たいだとか、社会に貢献したい。人とのつながりを

大切にして生きていきたい。自然と共存して自分の

手で作物を育ててみたい、などなど。今、様々な理

由で、都市住民は地方に注目している。人口減少や、

高齢化が著しい地方において、地域外の人材を積極

的に誘致し、その定住を図ることで、意欲ある都市

住民のニーズに応えながら、地域力の維持、強化を

図っていくこと。これは、総務省のホームページに、

そう書いてありました。地域おこし協力隊について

の目的でございます。これについての可能性につい

て、どう考えているのか、お伺いしたいと。そして
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早急に、積極的に推進を図る考えはないのか。さら

に、集落支援員についてもお伺いしたいし、移住、

定住施策、これについても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。まず、地域おこし協力隊についてお答え

します。現在、地域おこし協力隊の募集活動を始め

る準備をしております。それは、地域おこし協力隊

に、本村で、どのような活動に携わってもらうのか

を整理し、地域おこし協力隊設置要綱を定めており

ます。要綱の中で、対象となる人や活動内容、順守

事項、村の役割などを示しています。具体的には、

各課と協議の上、活動内容を整理しますが、１０月

からの採用に向け、募集を予定しています。また、

身分は村臨時職員と同様と考えており、当面は農林

水産業の振興や支援活動、観光特産品、その他の地

域資源の発掘及び商品開発活動などと考えておりま

す。 

次に、集落支援員についてお答えいたします。集

落支援員の活動は、集落の点検と課題の整理など、

目配りが主な活動と考えています。自治会長や役員

又は班長の方が担っている活動と重なる部分もあり

ますので、導入については、地域と協議をしながら、

検討してまいります。ただ、役員や班長がしっかり

と機能している地域には、必要ないかとも思ってお

ります。 

移住、定住対策についてお答えいたします。移住、

定住対策は、人を増やすという面で、重要なものだ

と考えております。ただ、お試しなどの施策にとど

まらず、本村は定着していただく基盤が しっかり

あると考えておりますので、先ほどの質問にもあっ

た労働力対策として、企業や法人などへの村外から

の通勤者や、Ｕターン希望者なども含め、住宅対策

をどのように進めていくか検討していきます。あわ

せて、様々な機会で猿払村の良さを、しっかりＰＲ

してい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）：この制度については、

同僚議員も数年前から２回、又は３回、こういう質

問をされていたというふうに記憶しております。あ

まり前を向いた答弁をいただけなかったというふう

に理解しておりますし、私も、この事業については、

すこぶるインパクトがある事業なんだなというふう

に。実は、これもテレビの報道等で、喜茂別町とい

う所が一番最初ではなかったのかなというふうに思

いますけども、これもテレビでの情報で、非常にい

い事業だというふうに思っていました。同僚議員の

質問に対しても、しっかり  やって、何とか実現

してもらいたいな、というふうに思っていたんです

けども、あまり進んでいかなかったというふうな記

憶がありますけども。 

それでですね、これは、２００９年度に総務省の

肝煎りで創設されたと。都市部の若者らを過疎化に

悩む山村に招き、農林漁業や地域商品開発などに従

事してもらい、地域の活性化につなげ、隊員の任期

終了後の定住も視野に入れる、というものです。調

査によると、２００９年から２０１１年までの３年

間の任期を終えた隊員、男女１００名。そのうち、

若者は過半数だそうですね。そのうちですね、任期

終了したあともですね、６７名が、約６７パーセン

トがですね、そこに定住を、居付いたというような

データも公表されております。移住、定住というよ

うな部分での効果も、やはりこれは、もの凄い効果

があるもんだなというふうに思います。 

もう１点言わせていただければ、地域活性化の主

役は、地域の住民。これは基本的な原則で分かりま

すけども、人材も地域の中で育成して、育てていく

というのが理想だと、十分に承知しております。し

かし、小規模自治体、地域の中では、企画や立案だ

とか、地域内の調整、事業実施における人材を揃え

ることは、なかなか難しい。そういうことで総務省

も、外部の人材が地域にもたらす、よそ者という定

義で考えていけば、今まで我々が、ここに住んでい

て当たり前だと思っているものを、また違った目で

見れるという効果があるんですね。地域の魅力。

我々が考えていなかった魅力は、こういう面で凄い

魅力があるではないかという、よそ者の視点で見れ

る。そういう効果ですね。 
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それと、活動の場だとかというのは、燃えてきて

いるわけですから、そういうものの切っ掛けは、ど

んどん具現化して、具体化していってくれる。 

それと、もう一つ言わせていただければ、よそか

ら入ってきて、我々は情報の受発信が、なかなかで

きないんですよ。そこが我々の苦手なところで、そ

ういうものを補ってくれるんですね。アンテナとし

て活用できるのではないだろうか。地域の再発見や

創造に、強力なインパクトを与えると。そういう思

いでおりますので、これは積極的に推進すべきだと

思います。もう一度、意気込みについて、村長、お

願いします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：繰り返しになりますけど

も、これらの制度を十分に活用してですね、地域の

活性化に努めてまいりたいなと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは、時間もあ

りませんので最後になりますけども、集落支援員と

いうような部分で、実は、集落支援員といっても、

その集落の捉え方、押さえ方にありますけれども、

猿払村でいっても、集落がたくさんございますけど

も、限界集落と。失礼かもしれないですけども、そ

う言われて、それに合致するというような集落も、

ないわけではないと思うんですね。 

しかし、現状で我々は、どういう押さえをしてい

るんだろうか。その集落の行く末がどうなるのか、

先が全然見えない。かなり高齢化もしております。

何とか、あまり話題にしないで、そのままいってく

れることが、というような、そういう思いもないわ

けではないんですね。しかし、抱える課題というの

は、そうではなく、我々は勇気を  持って踏み込

んでいく、という必要もあるんでないかなと思うん

ですね。最悪ですよ。どうしても集落維持が難しい

とするならば、再編成、移転ということも、やはり

視野に入れなければならない。勇気を持たなければ

ならない、という時代になっている。 

それと、その集落の中で、やる気があれば、何と

か地域維持したいということになれば、強烈なバッ

クアップをしていくというような、両方の施策を考

えていかなければならないと。 

そういう意味でですね、私は集落支援員というよ

うな部分では、地元からではなく外部の人間という

ことで、あくまでも考えておりますけども、やはり

新たな視点で、活性化の振興策だとか、それと、村

の地域担当職員ですか。そのあたり、地域担当制が、

果たして、きちんと機能してるのかなと、振り返っ

てみる必要もありますでしょうし、そういったもの

と連携して進めることによって、プラス効果という

のが期待できないだろうかと。まだまだね。そんな

ようなことも考えていけば、可能性も結構あるので

はないか、というふうに思うんです。 

それで、猿払村の悪い条件。それとか、できない

条件。難しい条件ばかり羅列しても意味ないんです

ね。いいところもあるはず。稚内空港から  １時

間の範囲。絶対いい条件ですね。気候が悪い。寒い。

他にない条件ではないですか。それをプラスに考え

ることぐらいの発想転換。そういうことで、マイナ

スをプラスに変えていくというような逆転の発想と

考えていけば、可能性というような部分は、まだま

だあるような気もします。それに対する、ちょっと

一言で結構ですけども、あれば。 

それと、宗谷総合振興局管内で、てっぺん移住と

いうのをやっています。浜頓別、中頓別、豊富、稚

内市。何か、いろいろやっていますけど、猿払村は

何もなしですね。そういう面で、もう少し目を向け

ていただきたいな、というふうに思います。これに

ついて、村長でも副村長でも結構ですから、何か一

言ございましたら、お受けしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：集落支援員に係  

わってですね、議員のほうから最後のほうでお話を

いただいた、村の地域の可能性を探る、地域そのも

のですね。今は、こういう状況だけど、本当に、も

う、あとはないのかという、そういった部分はです

ね、集落の点検、あるいは課題ということで、今お

っしゃられている、集落支援員というところの活動

というのは非常に、そこにも大きな活動の内容があ
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りますけれども、あわせて、職員も地元に住んでい

るわけですから、探ると。 

これは今、村が時限で、今年度一杯ですけれども、

やっている地域担当職員制度。これもですね、やは

り、そういった視点で地域に入ると。地域を見ると。

地域と共に活動をする、というところを、今一度、

職員にもですね、きちんと理解を求めて、本当に高

齢化の地域は、何もできないんだろうか。もう可能

性はないのか、という視点もですね、あわせて、十

分探るような努力をしたいと思っております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：いろいろな課題を挙

げて、質問させていただきましたけれども、必要な、

又は考え方として、必要な認識というのは、共通し

た認識になっている部分もあると思いますけども、

やはりスピード。それだとか、基本的な考え方の整

備を、きちんと交通整理をしていくということが、

やはり大事になる。それと、職員同士の横の連携。

そういうものを整理していかなければ、できる事業

もできなくなる、というようなこともあります。そ

れとまた、迅速化を求めても、なかなかスピードが

上がらない、ということになりかねない、というこ

ともありますから、そのあたりの交通整理を一つ、

しながらですね、積極的な事業実施を期待して、質

問を終わりたいと思います。どうもありがとうござ

いました。 


