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○議長（山須田清一君）：それでは次に５番、眞田

君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは質問通告書

に基づいて、１点３項目について質問いたします。 

前政権下、民主党政権の当初、障害者の自立支援

法を廃止すると。そして、障害者福祉法を新たに制

定をするという方向であった。しかし、それも成し

得ないままに、政権交代もあり、現政権下では障害

者総合支援法として法の改正をし、障害者総合支援、

それを平成２５年４月からの施行の予定であると。

内容については、抜本的改正とは程遠く、基本理念

についても不十分さが指摘されております。私もこ

れを敢えて読んでみましたけども、かなり不十分な、

十分なものではないというふうに理解しています。

特に、障害者のための住まいや働く場。人による支

え合う意識環境。それはやはり、自治体ごとに、そ

れぞれ異なって当然のことですけども、やはり、こ

れについては充実している部分と、不十分な地域、

自治体。これが現存することは事実でございます。 

しかし、障害は誰にでも起こり得るのです。それ

を前提にですね、個として尊重され、誇りを  持

って地域社会に参加できる公平性や平等性。これは

担保されなければならないと私は思います。しかし

現状では、障害者の福祉の網から漏れてしまう制度

の谷間。これは前の議会でも申し上げております。

随分多くの人が漏れております。細かく言えば、学

齢期での学校生活。さらには卒業後の就労。どうな

っているのだろうか。病気の退院後、地域生活はど

うなっているのだろうか。働く場はどうなのだろう

か。住まいはどうなっているのだろうか。課題は限

りなく大きいのです。そして、さらには障害者のそ

ういう生活のバックアップ。全てとは申しませんけ

れども、大部分は家族に依存しているというのが現

実なのだろうと。これは平成２４年６月の一般質問

でも私、主張しているところでございます。 

通告しております、共生社会の充実という部分に

つきましては、実は８年前から、ずっと言い続けて

きておりまして、近くでは平成２３年９月。以降、

１２月、３月、平成２４年６月、９月議会と、連続

してこの課題について質問してきております。これ

を端的に解決するとなると、大変な労力が必要だ。

そういうことも承知しながらですね、しかし、承知

しながらも、この対策については急を要するのだと。

いつまでもというわけにはいかない。何とか早く解

決の道を探りましょう、というのが私の今回の質問

の提案でございます。 

さらには、高齢者においても孤立、孤独死、老々

介護、無縁社会、現在の豪雪による事故死だとか、

さらには、ソフトの部分でいけば、生活不安、引き

こもり。高齢者における課題も数多く、生活弱者と

いわれる対策。これは急を要する。そういう考えの

下に、以下、質問に入らせていただきます。 

まず１点目でございますけども、高齢者と障害者

が支え合いながら自立した生活ができる体制及び施

設整備について、どこまで作業が進んでいるのかな

と。これについてですね、どこまで検討されて、い

つになったら、これについて方向性が出せるのか。

これについて、まず第１点を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）：ただ今の質問にお

答えをいたします。議員が冒頭で今回の質問の趣旨、

意図をお話しされたとおり、自治体ごとに、そこに

置かれている条件、実態は異なるけれども、しかし、

年齢だとか、状態の違いに係わらず、どこにいても、

どこで生活をしても同じ条件で、同じ支援を受けて

暮らしていけると。就労、生きがい、そういったも

のを含めてですね。そうあるのが、そこを目指すの

が当然のことでありますし、そこは公も、あるいは

地域全体を含めた、新しい公という考え方も含めて

ですね、そういったところに向かっていくというの

が、ごく当たり前のことだというふうに認識をして

おります。ましてや行政を預かる、公を進める我々

ほど、そういった問題意識をきちんと持つ必要があ

るだろうと思っているところです。 

昨年４月に村長より命を受けて、私がヘッドとな

って保健福祉課職員をメンバーとする高齢者福祉施

策等会議を組織をして、平成２４年度からの３年間

に取り組むべき具体としては、第５期の猿払村の高

齢者保健福祉計画の具体の推進に向けて、これまで
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４回の会議を開催しております。先般、これまでの

会議経過と平成２４年度、今年度の現時点でのまと

めとして、実践したこと。それから、平成２５年度

に具体の取り組みを反映させること。それから、平

成２６年度の具体化の見通しについて、村長に御報

告をいたしました。議員にも既に御承知をいただい

ているとおり、この会議では、在宅サービスの充実、

広くは、当然、障害を持っている方も含めるという

ことになろうと思いますけれども、在宅サービスの

充実という基本に立って検討していて、具体の施策

の可視化が求められているというふうに思っており

ます。 

平成２７年度からの次期、第６期において、新た

なサービス提供に向けた大きなテーマでありました、

小規模多機能居宅介護事業所。これについては、今

年度は現況からサービスの需要予測といいますか、

そういったところ、それから事業者参入の可能性に

ついて、資料を集めて内部検討をしたところです。

平成２５年度は村内の地域、あるいは高齢者の実態

の再分析を、改めて、これは小規模多機能居宅介護

サービスを前提としてということですけれども、こ

の再分析をする。それから、現在、社会福祉法人と

してこういったサービス事業を展開をしている唯一

の法人ですけれども、猿払福祉会と、在宅サービス

拡充の視点での協議を進めるというふうに、平成２

５年度は予定をしていますし、平成２６年度に規模、

あるいは位置、それから運営主体、それから方法に

方向性を見い出して、平成２７年度にですね、事業

所設立を、村が設立をするというわけにはいきませ

んので、設立を目指したいなというふうに考えて今、

予定を組んでいるところです。 

議員の共生という視点での御質問に関連してまい

りますけれども、この小規模多機能という事業を展

開する拠点、そしてサービス機能を効果的に果たす

ということでは、地域との連携が必ず求められます。

必要となってまいります。つまり、住宅地近隣を想

定する必要がありますし、高齢者の方々には、さら

には一定の自立が可能な障害を持つ方も含めてです

けれども、安心して過ごせる住まいの確保。これが、

より優先度が高いのではないかという議論が会議で

されたところであります。 

実は、これに関連してはですね、公営住宅所管サ

イドで平成２６年度も計画に基づいて建て替え、い

わゆる建替建設の予定ではありますけれども、高齢

者対象との視点からは、福祉施策会議の議論を踏ま

えてですね、今、情報を交換し合うということで、

平成２６年度の公営住宅建設を一部保留をしている

というような状況もございます。 

こういう、いちいち、予定表ということにはなり

ませんけれども、こういった形で、最初の、高齢者

と障害者が支え合いながら自立した生活ができる体

制だとか、そういった施設整備に向けた作業と、ど

のようになっているかということについての、まず、

お答え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）：一定の方向性という

か、スケジュールについても、ある程度話されたの

ですけども、これが一朝一夕にできるというふうに、

私も、かなり難しさは抱えているというのは十分承

知しておりますけども、やはり物事を頭で考えてば

かりでは、どうしようもできないですね。全てのこ

とが満足のいくような施設だとか、また法人だとか、

そういったものができるまで待つのか。それとも不

完全ながらも列車を走らせるのか。どちらかなので

すね。しかし、今までの猿払村のやり方を見てみま

すと、両極端だと思うのですよ、今まで。過去何十

年と遡って見ますと。あるときは合意を得る得ない

も関係なく走ってしまったり。それと、やはり走る

べきときに走らなかったりというような、そういう

不都合な部分もあったように、私は記憶しておりま

す。 

それと今、住まいの確保の問題というような部分

で、重要だというような部分、全くそのとおりで。

公営住宅を持っている建設課長にちょっと。一緒に

福祉の部分と横の連携をしっかり取りながらやって

いただきたいと、議会から要望しております、私も。

というのはですね、今、ユニバーサルデザインとか、

マスタープランに基づきまして、高齢者の仕様に基

づいてバリアがフリーになったり。１回入ってみま
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したけども、素晴らしいものです。それはやはり内

容的にも、こういう住宅整備がされればなと、本当

に思いました。全く、入居をしている高齢者も、あ

りがたいという思いで一杯なのだろうというふうに

思います。しかしてね、反面、居住の環境というよ

うな部分で、住居に関する環境という部分では、素

晴らしく充実された内容で感謝をします。しかし、

果たして１人で、あそこで、仮にですよ。高齢者が

生活をして、テレビと毎日のように会話をしている

という、そういう現状を見るときに、心の部分で本

当にケアができているのだろうか。居住の環境だけ

で大丈夫なのか。それを何回も私は言っています。

やはり同時並行でなければならないでしょう。心の

寂しさだとか、いろいろと相談したいこと、悩みだ

とかあるでしょう、高齢者の方は。そういうものを

誰かに打ち明けたり、話したりすることによって、

生活の質が全然変わってくるということを何回も主

張しているのです。 

それで、一月前の北海道新聞だったと思いますけ

ども、ある医療法人だったと思いますけども、同じ

豊富町の方式。前にも豊富町の方式を言いましたね。

豊富町の方式と同じなのですね。高齢者と障害者と、

そして子どもも一緒にそこに来て、触れ合いをして

いるというようなことです。これは、精神衛生上と

いうよりも、心の安らぎというのが凄く大きいとい

う部分で検証されておりました。私、それを見て、

なるほどなと思いました。豊富町、実は私も見てき

ましたけども。副村長も見てこられたでしょう。サ

ロベツ福祉会。共生型のグループホーム。地域の交

流スペースも備えて、共生型の福祉施設のパン工房

だとか、そういうものを持った施設も隣にある。そ

れで隣接して、障害者と高齢者が共に暮らすような

施設だったらいい。私は、そういうふうに思ってい

るのですね。どうですかと。その、一月前の道新を

見て、豊富町というのは凄い所なのだなと。マイハ

ートですね。やはり、その医療法人も大きな効果が

出ているという検証がされておりますから、それは

障害者にとっても良い。高齢者にとっても良いのだ

と。 

明日の生きる喜びを感じる、実感できる。それは、

例えば建物が古くてもいいのではないかと。畳に穴

が開いていても構わないよ。建物の質をいうのでな

く、中身を見るのだと。そういう施設を、実は提案

を平成２３年９月の定例会でしています。村長は何

と答えたか。豊富町にできて、なぜ、うちでできな

い。残念だ。と答えていましたね。これから努力し

て、邁進して整備をしていきたいという答弁をされ

ております。 

これについてですね、副村長も代わって、まだ１

年未満ということですから、保健福祉課長もそうで

すか。１年未満。しかし、もうそろそろカ  ラー

というのは出してもらわなければならないし、そう

いう必要性を感じるのであれば、スピー  ディー

に対応するという必要があると思います。先ほども

同僚議員が言っていました。スピー  ディー。素

晴らしい計画書を、お金を掛けて作ったのではなく、

自分たちで作ったものでしょう。しかし、その計画

も書かれたものだけでは駄目なのです。計画したら、

それをどう実現するかというものが伴ってこなけれ

ば駄目なのです。今一度ですね、これについての決

意を副村長にお伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：お答えをいたしま

す。決意ということですけれども、その前に、住宅

環境という住居のお話で、さらに議員のほうからも

御意見もありました。公営住宅との絡みでですね、

一時、平成２６年度については保留をしながら、そ

して、住宅の関係を高齢者、あるいは障害者ももち

ろん、そこには当然入ってくるのだろうという考え

方の中で、協議をしていくのだというお話をさせて

いただきました。保健福祉サイドとしてはですね、

できれば今期計画中、つまり平成２４年度から平成

２６年度が今期計画、保健福祉サイドで持っている

計画、これを変更してでもですね、例えば共同住宅

に共有スペースを設けると。それから、低家賃とい

う考え方。今、支援付き高齢者住宅というのが結構

出てきておりますけれども、安価にはなったといえ

ども、やはり家賃、それから食事等々、共益費も含

めるとですね、やはり十四、五万円というお金が掛
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かってしまうわけですね。果たして猿払村で、高齢

者の方々の、今まで福祉サイドで掴んでいる支援が、

おそらく高齢になればなるほど住宅も含めて、生活

支援が必要になってくるであろいうというふうに予

測をしているデータはあるわけですね。そういった

ことを踏まえると、公営住宅ももちろん低家賃の制

度ということでありますけれども、いわゆる所得の、

年金の十分じゃない方々というのは、たく  さん

いらっしゃるということで、そういった方々を対象

とした低価格で、しかも食事を提供できるような見

守り相談支援、そういったものを配置する、いわゆ

る福祉寮的なもの。これを、想定をして計画化して

いきたいと。 

ここで、公営住宅と、どこにギャップがあったか

というと、いわゆる単純に住環境と、それから御指

摘があったような広さだとか、間取りだとか、部屋

の数だとか。こういったところで、どうしても公営

住宅の考え方と、保健福祉サイドが考えている高齢

者、独居の方、あるいは老夫婦になっても支援が必

要になった人たちが住む場所としての住宅を考えた

ときに、どうしてもギャップがあったのだなという

ふうに思っていますので、このあたりを詰めていく

ということで、付け加えさせていただきたいと思い

ます。 

こういった計画をですね、前段でお話ししました

ように、平成２４年度から平成２６年度という今期

計画中にもですね、変更してでも住宅環境の整備と

いうことを先行して是非、取り組んでいきたいと。

これを村長にですね、御報告をした中に意見具申と

してお伝えをしたところです。あわせて、前段でお

話をしました小規模多機能の居宅介護サービス事業

というのは、年度が遅れても、そこに付随をしてい

くというような。 

議員もおっしゃっていただきましたけども、何で

も全部一遍には無理でしょうと。できる範囲で、で

きる所から、不十分であっても取り掛かっていくと。

そういった意気込みを持っておりますので、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）：分かりました。全て

同時並行に、完璧なものを求めるという視点で、私

は質問しません。しかしですね、高齢者の対策でい

えば、きのうもテレビでやっていましたね。私もテ

レビと会話する年代になったのかなと。随分テレビ

と話してますね。これが老化の原因なのだろうとい

うふうに。そういう余談はさておいてね、そのテー

マが、孤立から救い出せ、という  テーマだった

と思います。セルフ・ネグレクトと言っていました

ね。どういうことか分かりますでしょう、保健福祉

課長。これなのですよ。独りで生活をして、テレビ

と会話していると、こういうマイナスのことが出て

きてしまうということなのです。そうすると、健康

を損ないますよと。日常の食生活もバランスが取れ

ないものになってしまいますよと。そうすれば、ど

こに皺寄せがいきますか。医療費の増高。本人の苦

しみは当然でしょう。国民健康保険会計も大変でし

ょう。いろいろな所にマイナス効果が出てきてしま

う。セルフ・ネグレクト。自己放棄というそうです

ね。孤独死をして、ゴミだらけの部屋の中で死んで

いたと。こういうことが、正に自己放棄らしいです

ね。そういう人は、他人との交流はない。食事も満

足に取らない。当然、介護保険なんて利用しない。

孤独死をした８割の人が、そういう境遇で生活して

いるというふうに報告されておりました。 

それで、今言ったように、居住する空間だけあれ

ばいい、という問題でもないし、その中に、自立し

た生活ができるというのは、やはり人との係わりが

あって自立なのでしょう。１人で生活しているのは

自立とはいわないと。私、前にも同じ質問をしてい

るはずです。必ず、自立といっても、人と係わって

なければ不自然だということを言いたいのですね。

ですから、そういう体制の整備だとか、施設整理だ

とかというのは、みんなで、地域全体で支え合うと

いう、そういう意識を促していくというのは大変な

作業で、一朝一夕にできるものではない。しかし、

黒板に向かって講義をしたところで、その問題は解

決しませんよと、私は言っています。どこかで、小

さい、やれることから取り組んで、初めてそれが芽

生えてくるのだろうと。そういう意識でおりますの
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で、是非これについてはですね、初めは完璧でなく

ても全然構わない。とにかく、やってみるというこ

と。そこから、やってみませんか。どうですか、保

健福祉課長。ちょっと一言で結構です。 

○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。副村長の答弁と随分重

複するようになるかとは思いますが、私たち、副村

長をヘッドとさせていただいて、会議を数回させて

いただいております。それで、つい先日、村長に答

申した中で、福祉寮なるものを計画をしたいという

ことで、お話はさせていただいております。これは、

まだ絵空事程度の、私たちの空想的な話程度にしか

なっていないですけども、お年寄り、あるいは障害

者の方を、独居の方々が、集団の住居、お部屋一つ

ずつに。それぞれ、もち  ろんプライバシーは差

し上げますけども、そう いった福祉寮的な住居部

分と、さらに、できることであれば、先にその住宅

に共有スペースを設けたいと。食堂と、それから憩

いの場といいますか、そういったものを先に作れれ

ば、そこで個人で住まわれた方が、食事で一緒にコ

ミュニケーションを図る。あるいは、お話だとか、

そういうことでコミュニケーションを図るというよ

うな形で、その先に、時期を見て、できることであ

れば小規模多機能的な、そういうふうな施設に繋が

っていければいいなというふうに、現段階では夢を

見させていただいております。 

その夢を何とか、まず先にできることから、とい

うところでは、その住宅部分を、まず現実にするた

めに、スピーディーという部分では十分な形にはな

らないかもしれませんが、何とか平成２６年度には

形が見えて、着手をしていけるというような形で、

平成２５年度、できるだけ協議をして形にしていき

たいというふうに思っております。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）：そういうことで、精

一杯、努力していただきたいと。先ほどから何回も

言いますが、完全は求めません。第一歩を踏み出し

てもらいたい、というところから要望していきたい

と思います。 

それで、次の質問に移らせていただきますが、今

は、日常の生活空間というような部分で、居住、住

居、こういった部分を主に質問いたしましたけども、

次にですね、２番目、障害者に限って言いますけど

も、今までの障害者の対策、対応はどうだったのか

なと。今現在では、保育所段階から、そのあたりを

取り組んでいるのではないかと。小学校、中学校、

具体的に発達の段階に即した対応、支援をしていく。

そして、校長会や各学校の協力を得ながら、その対

応について協議をしていくと。体制、対策を構築し

ている、というのが現状なのだろうというふうに思

いますけれども、まだ内部で協議している。それと

一定の組織化を図って、これからいくぞ、という、

そういう段階ではないのかなというふうに思います。 

それでですね、特に、障害者の就労支援。猿払村

にどれだけの受け皿があるのだろうかと、いろいろ

考えてみました。難しいですね。しかし、難しいか

らどうなのだと。なければ作ればいいではないか、

というのが私の考え方ですから。それから、日常の

生活支援。これも、一つ目に質問した内容とダブる

部分がありますが、これについては多くは語りませ

んけども、就労ということになると当然、授産施設、

そういったものも含めてですけどね。それと、ソフ

ト面でいけば、その人たちとのコミュニケーション

を図って相談、ちょっと困ったことがあれば、いつ

でも対応できるように相談体制の仕組み。 

行政として、やれるものは何なのか。バック  

アップはできるが、何ができるのだろうか。行政が

全てではないですね、住民も含めて共生ですから。

高齢者も一緒になって、見守っていく、生活をして

いくという、それが共生ということですから、行政

だけに求めませんと。しかし、行政の役割は非常に

大きいものがあります。なければできないと言って

も過言ではないですけども、行政として具体的なバ

ックアップ、こういうことをやります、ということ

がございましたら、一つ答弁いただきたいなと。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 
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○副村長（三浦高志君・登壇）：お答えをいたしま

す。質問の通告書では、障害者の方々の就労支援、

あるいは日常生活支援、授産施設整備、各種の相談

事業と、行政として支援できること、バック  ア

ップ体制がどのようなことが考えられるのか。どう

いう制度化をするのかという、そういったものがあ

ればということで今、御質問があったというふうに

受け止めさせていただきます。 

就労をですね、されていない方というのが、どう

しても多いという実態であるということは、これは

もう御承知のとおり、そのとおりでございます。現

在、障害をお持ちで就労をされていないという方々

の御家族を含めて、御希望だとか意向をですね、行

政がどれだけ十分に確認、把握をしているのか、と

いうところもですね、なかなか難しいという実態に

あるというふうに認識しておりますので、まずは新

年度でですね、可能な範囲で、できる限りこの把握

に努めたいというふうに思いますが、同時にですね、

段階的にでも、それこそ一歩でもできることは、と

いう御指摘でございます。 

就労支援ということではですね、障害者の方々の

状態だとか状況に応じて、行動だとか、可能な作業

範囲だとか、ここを熟知をして見守るというですね、

あるいは指導するといったマンパワーは不可欠です。

ここのところの確保というのは非常に、行政として

も、あるいは事業所等に御協力をいただくというこ

とでも、非常に困難な課題だなというふうに思って

います。しかし、そこをですね、どうやって突き崩

していくのかということになりますので、まずはで

すね、雇用というよりは、例えば就労体験というよ

うな所だとかですね、雇用ということもそうなので

すが、村内企業だとか事業所に行政各部署が横断的

に働き掛けをさせていただくという、そういったこ

とは、まず基本なのだろうと思っています。そのと

きに、ずっと行政職員がそこに付くのは無理という

ところは、たくさんありますけれども、可能な範囲

で就労体験のところに、それぞれの横断的に、可能

な範囲で、見守ったりするような、具体の動きが必

要なのだろうというふうに思っております。 

これが平成２５年度から、すぐ取り組めるかどう

かというのは分かりませんけれども、しかし、こう

いう考え方で内部で検討していきたいと思いますし、

あるいは、その事業所に御協力をいただくという部

分ではですね、商工会等の組織さんともですね、そ

のあたりを連携をして、御相談を持ち掛けながらで

すね、行政と一緒になって取り 組んでいただくよ

うな、地域だとか社会の雰囲気づくりということも

あわせてですね、進めていく必要があるのだろうと

いうふうに考えています。そういった意味ではです

ね、就労体験の受け入れだとか雇用を、御協力いた

だける企業、事業所  さんに対する助成等をです

ね、視野に入れた制度の創設ということで、これは

平成２５年度に是非、検討をして村長に提案をして

判断を仰ぎたいというふうに思っています。 

それから、日常生活支援ということですけれども、

これは障害者御本人は元より、御家族もですね、御

心配だとか御苦労というのは、やはりたくさんある

わけで、少しでも、どのような形でもですね、支え

られているのだなという、そういったものが必要に

なるのだろうというふうに思っています。これは大

事なことだと思っています。 

昨年、関係者の御尽力によって、教育サイドにお

いては特別支援の必要なお子様たちの親御さんの会。

それから、支援をする有志の方々が集まってですね、

ななかまどの会が立ち上げられまして活動がスター

トをいたしております。楽遊館という施設もですね、

定期的に毎月使いながら活動されているということ

ですので、大変素晴らしいことだなというふうに思

っております。村としても可能な範囲で、この会の

趣旨だとか活動内容をですね、情報として広く村内

にお伝えをするという、そういった支援もですね、

必要になってくるのだろうというふうに思っていま

す。 

福祉サイドのほうではですね、以前から障害者の

家族会の設立ということで、大きな課題があります

けれども、具体の動きに繋がっていないということ

で、行政の力がまだ足りないというふうに思ってい

ます。御家族相互が交流だとか情報交換できる機会

というのは、きちんと作っていかなければならない



  －7－ 

と思いますから、あるいは密度の濃い連絡、相談体

制というものをですね、福祉担当者が作っていくと。

実際に担当していくというところをですね、改めて

担当部署との具体的な活動を明らかにしていきたい

というふうに思っております。 

あわせて、社会福祉協議会が村にはありますけれ

ども、地域との係わり、新しい公ということも含め

てですね、社会福祉協議会の力を、もう少し高めて

いって、住民の方々と一緒になってやっていただく

ような、そういった条件整備は行政のほうでも少し

力を入れていかなければならないということも、あ

わせて村長に提言をしたところでありますので、何

とか具体化をしていきたいというふうに思っており

ます。 

まだ漏れておりますでしょうか。よろしいですか。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：やはり、実際に、今

言った考え方で施設整備をしたり、組織を立ち上げ

たりすると、言ってみれば、経済的な負担の面では

こうなりますよとか。もう少しですね、詳細にね、

そういう部分を分析する必要があると。常に、一定

の経費が掛かりすぎて難しいと。果たして、その経

費というのがどうなのか。ほかの事業を止めてでも、

これに向けていくような、そういうような必要性も、

ときには選択せざるを得ない。そういう勇気を持た

なければならない時期も、 きっと来ると私は思い

ますし、例えばですよ、施設を整備するということ

になれば、何か補助のメニューはないだろうか。今

はパソコンで、どん  どん探せる時代ですから、

役所に行って相談をして、いい方法はないか、とい

う時代は終わったのですね。メニューはインターネ

ットで、どんどん開ける。ストレートに、どこに行

けば、こういう問題については相談できるというの

が分かるのですよ。 

そうであれば、施設の建設費にいくら掛かるのか。

そのうち補助金はいくらですか。過疎債はどうなっ

ていますか。起債の関係はどうですか。できますね。

それと、経営の分析を。言ってみれば、介護保険料

との兼ねあいはどうなるのだろうか。人を配置すれ

ば人件費がいくら掛かって、入所したらいくら。今、

副村長が言われた大ざっぱな数字というのは分かり

ますけども、必ずしも全額その人方に持てというの

は、ちょっと酷ではないか。それであればですよ、

やすらぎ苑についても同じことが言えるのですよ。

それなら、村からの持ち出しはなくていいのか。や

はり、それなりのバックアップというのは当然必要

なのだと。 

ですから、私が今ここで言う制度化というのは、

何の制度化なのか。立法してくださいよ。憲法を作

ってください。人によって、担当者が変わることに

よって、考え方も変わって、サービスもまちまちで

は困りますよ、ということです。ですから、こうい

う猿払村の憲法を作って、企業にも就労の場の確保

という部分で協力を呼び掛ける。企業も、そういう

責任に応える義務があるとか。義務までは課せない

でしょうけども、そういう立法を整備していかなけ

ればならないと思うのですね。そして行政としてや

る役割。ここまではは最低限やると。ですから、そ

ういう法律というか条例でも整備していかなければ

ね。前にも、ちょっと話したことありますが、担当

者が変わったら今までやってきたことが全部なしに

なるのか。それではいけないでしょう、ということ

ですね。それを防ぐためには条例の整備というのは

当然、必要になってきますから、これについてです

ね、例えば、就労の支援にしても、企業にどういう

呼び掛けをしていくか。支援すると、こういう特典

があるとか。国のほうでありますね、障害者を受け

入れると何がしかの特典が受けられると。それを村

でも、やる気があるのかないのか。ちょっと、その

あたりの分析をしてみる、という気になっていただ

きたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：お答えをいたしま

す。条例のお話、それから具体的な制度を作るいろ

いろな分析ということで、お話がありました。 

条例というのは、御承知のように村の法律ですか

ら、条例に規定されたことは、行政であっても、村

民の方、あるいは条例の中に事業所という規定を仮

にしたとすると、それを最大限尊重するということ

が義務、あるいは罰則というところまでいくと非常
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に難しい問題はありますけれども、これは理念とし

てですね、条例によって具体化されていくというこ

とですから、必要性はもちろん、そのとおりだなと

いうふうに思っています。総合福祉条例だとかです

ね、こういったものは、やはり全国の各地で作られ

ているという所も、もちろんありますので、そうい

った所も参考にしてですね、中身のほう、そういっ

たものが村に可能かどうか、検討してみたいと思い

ます。 

支援制度の具体の部分についてはですね、先ほど

お話をしましたように、事業所等に御協力をいただ

くとすると、就労体験としたときに、行政としてど

ういう形の支援をするのか。あるいは、補助のよう

な形での、人件費ではなくても、そのような形の具

体的なものはどうなのか、という具体的な検討をし

たいというふうに思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今の答弁の中で、な

なかまどの会の部分で、答弁もありました。非常に

ありがたい組織だというふうに私は考えています。

ちょっと勘違いしまして、義務教育の中での対象範

囲というふうに、当時は考えたものですから、それ

ならば、義務教育が終わって、高等学校に行って、

義務教育を終えた、その後の対応はどうなっている

のだろうか。ななかまどの会に書いてありますね、

入会のお願いというような部分で。義務教育修了ま

での教育の保障は目処が立っておりますが、その後

の進路や、特に社会人として地域で自立し生活でき

る就労施設等、障害者が社会参加できる環境がほと

んど整備されていない。ですから、というような部

分で云々。この、ななかまどの会の精神。そういう

ことです。義務教育ではなく、もう既に卒業されて

いる人も対象に範囲を広げて、みんなで頑張ってい

こうよと。そういうことを謳われております。 

これについてですね、教育長に一つお伺いします

けども、やはり、これは一部の保護者や本人、福祉

の関係者、学校関係者だけで事足りる、組織されれ

ばそれで問題解決するというということではないと

私は思いますし、ななかまどの会が立ち上がって、

それをどう発展させていくのかというのが、これか

らの鍵だというふうに私は思うのですね。それにつ

いて、教育長として、これをどうバックアップして

いくか。こういう会を上手く運営させていくかと。

そういう部分について何かあれば一言お願いしたい

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）：お答えします。本当

に、ななかまどの会が出来上がるまで、なかなか声

を出せなかったという人たちが多かったのも事実で

す。でも、その中で、同じ境遇の中で悩みを相談し、

そして将来に対する自立ができるのかという不安を、

ともに相談するということができた。そういう仲間

ができたというところでの力強さとか、本当にいい

ことだなというふうに私どもも 思っております。

そういう意味では、ななかまどの会が自分たちの意

思決定に基づく自立性を保障して、なおかつ、これ

からいろいろな高等養護等々の、義務教育修了後の

進路先等々の見学も含めてですね、広く学ぶことが

できるように、広く知ることができるようなサポー

ト体制をしていきたいなと。 

それともう一つは、今は学校関係の中でございま

すが、いろいろな所に見学にも行く計画がございま

す。そういう意味では、どのような形で修了してい

けばいいのかという組織のあり方も含めてですね、

これから皆様方の力もお借りしなければならないし、

そして、私は正直なことを言うと、あと数年という

スパンの中で、この組織が、今現存する、そういう

な悩み、課題、不安を抱えている方々と手を結べる

ところに持っていけたらいいなと。ただし、これに

ついてはこちらで、やれ、という内容のものではな

く、その人たちのニーズに合わせた形の中で進むも

のだというふうに理解しておりますので、そのよう

な形の中で、是非そういう話の場を作りながらです

ね、推進していきたいなというふうに思っておりま

す。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：今、教育長から答弁

ございました。数年というスパンというのは、私の

取り方としてね、やれるところは、どんどん  や

っていきながら、最後を、完成を見るのが数年とい
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うふうに理解せざるを得ない。というのは、今現在、

もう既に、こういう生活をどうしたいかと悩んでい

る人は相当いると思うのですね。そこに手早く、行

政としてバックアップ体制を組むというような部分

では、保護者と一部の村民、有志ですか。ななかま

どの会に入会をして、それだけで、どれだけやって

いけるのかなと。難しいだろうなと思いながらも、

何とかバックアップしたいというふうに私は思いま

すけども、その中で、次の３番目に入っていきます

けども、今までは義務教育の範囲まで押さえており

ましたと。しかし、義務教育が終わって、後はどう

なったのだろうかというのが、実態は分からないで

すね。 

以前に、高齢者保健福祉計画と障がい福祉プ ラ

ンをいただいて質問いたしました。障がい福祉プラ

ンというのは、ちょっと年度がね、若干ずれますね、

これだけ。その中でも、本人及び家族、その生活状

況の把握をきちんとしよう、ということで表現され

ておりますね。ですから、実態把握ということにな

るのでしょう。ですから、義務教育を終えて、社会

に出て、どうなったのかな。高等学校に行って、そ

れから終わってからどこにいて、どういう生活をし

ているのかな。これは前回も質問いたしました。そ

ういう実態調査を、き  ちんとしてくださいよと。 

しなければですね、実際に猿払村に戻って来たい

という希望があるのか。保護者はどうなので しょ

うか。保護者の意向はどうなのでしょうか。本人が

どういう気持ちでいるのだろうか。その調査がなけ

れば対策は打てないよと、私は前の質問でも言って

いるのですね。その調査をきちんとして、猿払村に

戻って来て生活したいよと。叶えてやりましょうよ

と。そういう形になるのではないでしょうか。教育

長どうでしょうか。その件、  一つだけお願いし

ます。 

○議長（山須田清一君）：大石教育長。 

○教育長（大石真君・登壇）：お答えします。そう

いう中では、そういう方々が幸せを感じるというこ

とには、三つの観点があると思います。一つは、有

用感というか、達成感というか、そういうものを感

じられるようなもの。そして二つ目は、自立性。自

分で決められる、自分の尊厳が守られるということ。

三つ目、関係性。人との繋がりがあり、人と生きる

中で、自分が、そういう有用感や自立性を発揮でき

るということだと思います。それが幸せに生きるこ

とだと。つまり、今質問された最後の、自分のニー

ズがどうなっているかということは、非常に貴重な

ことだというふうに考えております。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは、障がい福

祉プランの中にも表現されております。そういうニ

ーズを十分把握する。実態把握をする。それによっ

て何をなすべきか、行政として。それが見えてくる

のではないか。それも何も調査なしに行政は何をす

ればいいのか。それが現在なのです。そう私は思い

ますね。本当に家族はどうなのだろうか。本人はど

うなのだろうか。ここに来て生活したい。みんなで

働く場所を何とか作ろうと。そういうものがなけれ

ばですよ、今言うように、達成感。教育長の言うよ

うに自立性。関係性。みんな大事です。ですから、

何か一つ成し得れば、それが達成されたというふう

には感じないですね。いろいろな角度で、それを考

えなければならないですから。 

是非ですね、この部分については、知的障害で考

えますと、２５名の対象者がおりました。それで、

村外に出て、ほかの施設、又は就労の場で生活され

ている方が２１名、残っているのは４名というふう

に、プランの中で明らかにされていますね。ですか

ら、その２１名の方は前にも話ししましたけども、

どういう思いでいるのだろうかと。是非、調査して

いただきたいと思います。いかがでしょうか、荒井

課長。 

○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。ただ今、眞田議員がおっしゃられたとお

り、村外で施設に入所されている方が二十数名いら

っしゃいます。知的、精神を合わせて、その人数い

らっしゃいます。お話に出ております福祉プランの

策定の際に、アンケート調査を実施しておりますが、

その方たちについては、６４歳以下の在宅という条

件で絞らせていただいていますので、その当時のア
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ンケート調査からは外れておりました。今、議員が

おっしゃるとおり、私も正直その方たちの実態とい

うのは把握しておりません。この部分は早々に御家

族、それから御本人の意向をお聞きして、次の事業

に繋げていけるような形でやっていきたいというふ

うに思います。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：それでは最後になり

ますけれども、ここで議論したことが実になるよう

に、何とか、みんなで頑張って、知恵を出し  合

って（聞取不可）ていきたい、というふうに思いま

す。そういった意味で、切っ掛けとなる、ななかま

どの会が組織されました。これはやはり、行政とし

て全面的にバックアップする必要があると思います

けども、村長、この部分について１点だけ。どうい

う、きちんとバックアップをしていくよ、という決

意を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）：行政といたしましても全

面的に支援してまいりたいと思っています。 

○議長（山須田清一君）：眞田君。 

○議員（眞田勝也君・登壇）：終わります。 


