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令和３年 第２回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和３年 ６ 月 １６ 日（水曜日）第１号 

 

○議長（太田宏司君）：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。 

５番、山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：おはようございます。 

それでは、通告書に基づき、順次、質問をさせて

いただきます。 

まず１番目に、子育て支援について、お伺いいた

します。 

厚労省の発表によると、2019年の全国の合計特殊

出生率は1.36％で、前年の1.42％から低下。また出

生率は、過去最少を更新しました。 

その中で、本村にいたっては、全国平均より、いま

だ高い数値を維持しています。本村で暮らす子育て

世代の中には、就職や結婚を機に、地方から移住し

てきた方々が多数存在しており家庭を築いています

が、親類縁者が皆無の本村での生活は、ときには不

便を強いられることが多々あると伺っています。 

特に、乳幼児を抱える家庭では、日中は、夫婦ど

ちらかが子育てに専念をしています。その中で、乳幼

児の定期健診や通院、買い物等では悪天候や冬期

間など、目的地に徒歩で向かうのは、非常に苦慮す

るとお聞きしております。 

本村には、福祉タクシーのような住民サービスが事

業化しており、子育て世代の住民に対して、何らかの

支援策を打ち出すべきと考えますが、村としての見

解をお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの山森議員

のご質問にお答えをさせていただきたいというふうに

思います。 

村としても、子育て支援に重点を置いており、その

１つとして、令和元年度には、子育て世代包括支援

センターを立ち上げ、安心して妊娠・出産・子育てが

できるよう、様々な相談に対応しております。 

また今年中には、母子手帳アプリさるっこを利用し

て、オンラインにより、保健師に相談できるシステムを

構築することとなっておりますので、村としても、積極

的な利用・周知を進めていきたいというふうに考えて

おります。 

また消防署猿払支署では、子どもの急な発熱やけ

がなどによる病院受診を支援する、さるふつキッズサ

ポート事業を実施しておりますが、ただいま議員から

ご質問のあった乳児健診や予防接種などの利用に

ついては、対象としておりません。 

しかし、ご家庭の事情により移動手段がないなど、

お困りの場合には、是非、保健福祉課にご遠慮なく

ご相談をいただければ、その状況に応じた何らかの

対応をしていきたいというふうに考えております。 

そのほかに、子育て支援施策としましては、妊婦さ

んの救急に対応する、ママ・サポート事業の実施や

妊産婦健診における交通費助成、新生児への聴覚

検査費用の助成の増額を行うなど、保健福祉課が中

心となり、保育所、教育委員会、消防支署も含め、関

係機関が連携し、支援の充実に努めているところで

ございます。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今の村長の答弁、今

まで本村が、福祉もはじめ、子育て世代の皆様に対

しても、いろんな住民サービスということをしてきたと

いうのは分かります。分かりますけれども、その中でも

困っている方がいるというのは、これは現実なことで

す。 

今、村長に言ったことは、言ってみれば、どこの自

治体もやっている当たり前のことであって、例えば、

私がこの質問の中で言っている乳幼児の方がいて、

定期健診などは、１歳になるまでは月に１回ですとか、

何回ですとか、結構な数があるらしいのですね。 

そのときに、旦那さんが車に乗って勤め先に行っ
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ているときに、一回一回帰ってこなければならないと。

仕事を一旦中断してね。そういうことをしていかなけ

ればならない状態のときが、たくさんあるというふうに

伺いました。これは本人から伺ったことなので、多分

そうだろうと思いますけれども、そういうときに、ではど

うするのかと。 

でも見ていたら、高齢者の人が福祉タクシーを使

ってどんどん移動しているのを見ていて、どうして私

たちには使えないのかなと。高齢者ではないからな

のかなという率直な疑問を抱いたという話も、このとき

に伺いました。 

村長は、これ選挙のときにもよく言っていますけれ

ども、「だれにでも、やさしい、まちづくり」ということを、

声を大にして言っているようですけれども、現実として、

そういう声が出てくるということは、誰にでも優しいとい

うことは、まだ100％ではないということではないかと

私は思うのですよ。 

例えば、福祉タクシーの空いている時間、空いて

いる時間があるかどうかは分かりませんけれど、そう

いったものを活用して、やりますやりますと言っても、

では、いつ誰がどのようにやるのかということも、今は

答弁の中では言ってもらえませんでしたけれどね。考

えがあるのであれば、きちんと一日でも早くそれをま

とめて、どのような形にするのか、登録制にするのか

どうするのかという部分。そんな大した人数ではない

ですよ。 

そういうことも含めて、そういうサービスをしていか

なければならないのではないかと思うのですけれども、

具体的に、今、頭の中でどのような形にして住民サー

ビスを行っていくのかというのが、もしあるのであれば、

お答え願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：今の福祉タクシーと

いうこと部分については、２台で運用させていただい

ております。 

運転手の確保というところで、これは委託をしてお

りますけれども、非常に、今の高齢者の方々のこの福

祉タクシーのニーズに、満足に応えられていない、混

んでいるという状況でございます。 

その中で、今、議員からご質問があったとおり、乳

幼児の各種健診、それから、予防接種等については、

お子さんからお金もらうわけにはいかないので、先ほ

どちょっと、僕はオブラートに包んだような答弁をしま

したけれども、今までも、保健福祉課ですとか、それ

から消防支署のほうで臨機応変に、困っている親御

さんの送迎という形では好ましくないのかもしれませ

んけれども、そういう形で対応を取らさせていただい

ております。 

ですから、どうしても足の確保は困難であるという

方については、是非、保健福祉課のほうにお電話を

していただければ、保健福祉課と消防支署のほうで

連携をして対応させていただきたいというような形で、

対応を取らさせていただきたい。そして、乳幼児を送

迎する場合には、どうしてもチャイルドシートが必要で

ございますので、今、消防のほうで確保しております

キッズサポートのところには、チャイルドシートを設置

しておりますので、その車両を運用させていただきな

がら、臨機応変に対応させていただきたいというふう

に思っておりますので、きちっきちっとルールを決め

ると、今、議員から提案があった登録制にするとかの

形にしますと、今、１台しか車両がありませんので、全

ての方々のニーズに応えられないというところが現状

だと思いますので、どうしても、各種健診、予防接種

をしなければならないという状況に応じては、先ほど

から繰り返しになりますけれども、保健福祉課のほう

に連絡をいただければ、その都度、対応をしていき

たいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：私は、今の村長の答

弁、言っていることは分かります。分かりますけれど、

高齢者が今利用している福祉タクシー、これは高齢

者のためのことを思って、弱者である高齢者を思って

作った。事業を立ち上げて運用しているのですよね。 

では、どうして、乳幼児を持っているお母さんたち、

お父さんたちは、多分、弱者だと思うのですよ。非常

に困っているという部分に関して、手を差し伸べてあ

げれないのかというのが、非常に疑問に思います。 

バスが足りないのであれば、増やせばいいですし、

予算をつければいいですし、乳幼児というのは、何歳
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までが乳幼児なのかは分かりませんけれど、子どもた

ちは大きくなるのですよ。でも、次の乳幼児の方が出

てくると。大した数ではないと思うのですね。 

当然、やるのであれば、ちゃんとした体制を取って、

ルールを作って、登録制にするですとか何でもいい

です。その方が、私が聞いた同じ方が言っていたの

は、福祉タクシーと同じようにお金を取られてもいい

のだと。とにかく困っているんですということを伺いま

した。 

高齢者から料金をいただいて、乳幼児から別に料

金を取るわけではないですよ。働いている両親からも

らうのですよ。高齢者は働いていないです。 

ですから、言っていることがちょっとずれているの

かなと、私からすると思うのですよね。やるのであれ

ば、きちんとした体制を取ってやるのが普通だと思う

のですけれども、それは考え方の違いがありますから、

村長と私は違うかもしれませんけれども、ほんとに困

っている人がいるのであれば、そういう体制を取って

も、私は全然問題ないと思うのですけれども、どうで

すか。その辺について。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：考え方であると思う

のですけれども、しっかりルールを決めると、登録制

ですとか、いろんなことを決めていかなければならな

いというふうに思っています。 

それよりは、仮に、旦那さんが車を乗っていって、

各種予防接種や健診に、どうしても来れない状況が

あるかと思います。 

たまには、お子さんの体調ですとか、そういうところ

があって、どうのこうのというところもありますけれども、

そこのところはしっかり決めないで、ほんとに行けない、

この日に乳児健診、四種混合ワクチン、BCG、麻疹、

いろんな予防接種が、病院のほうにも行かなければ

ならない時期もありますけれども、そのときに連絡を

いただければ、保健福祉課なり消防支署の職員が、

しっかり対応をさせてもらいますというところなので、

そこは、しっかりルール決めをするよりは、ほんとに困

ったときについては、ご連絡をいただければ、ニーズ

に合ったような対応をさせていただきたいというふうに

思っております。 

また各種健診で、どうしてもお子さんの体調が悪い

ですとか、決められた日に健診に来れない場合があ

ります。そういう場合については、２回連続して健診

に来れない部分については、その地区の担当保健

師が、しっかりとお子さんの体調管理をするための家

庭訪問をさせていただくなど、そういうところで、しっ

かり保健福祉課のほうで、保健師も含めて対応をさせ

ていただいております。 

ですから、僕は、高齢者の部分については、免許

証の返納ですとか、家庭に籠もりがちですとか、いろ

んな足の不便さを感じているところがあると思いま

す。 

車両がない。ただ、一般の普通のご家庭ですと、ど

ちらかがやっぱり免許を持っていて、車両を有してい

る。旦那さんが車を乗っていってしまえば、その健診

のときについては、お母さんが子どもを乗せて、健診、

予防接種に来れないという状況があると思います。 

ですから、保健福祉課のほうに連絡をしていただ

ければ、その部分については、しっかりとさせていた

だくという形にしたいなというふうに思っています。 

議員が言うように、しっかりルールを決めて、こうい

うときはこう、こういうときはこうというふうになると、その

ルールから外れてしまった場合について、そのときは

臨機応変にやればいいのだろうというふうに思います

けれども、だからこそ、あまりルール化をしないで、臨

機応変に、村として対応させていただいたほうがいい

のかなというふうに、僕は思っています。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：私は、例えば、自分

がその家庭の人間であるとして、今、村長が言ったよ

うに全て臨機応変に、ルールを作らないで、消防に

電話してくださいですとか、ここに連絡をしてください

と言われたときに、連絡しないと思うのですよ。 

決まってもいないこと、自分たちだけ利用していい

のかですとか、いろんなことが頭によぎっていって、し

かも、昔からここにいる人でしたら、消防のあの人に

電話すればいいやですとか、役場のあの人に聞いて

みようと思うかもしれませんけれども、知っている人が

誰もいない人でしたら、多分、連絡しないはずですよ。
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困ったままでいると思います。自分がその立場になっ

て考えたらね。 

ですから、なおさらルール。ルールといってもかち

かちなルールではなくて、ちゃんとした基本のルール

を作ってあげて、それを知らせてあげる。利用しない

人は利用しなくていいのですよ。でも、ほんとに困っ

ている人は、利用するはずなのです。 

その中に抜け道とか何とか言いましたけれど、そん

なこと言っていたら、何もルールなんか作れませんよ。

必ず抜け道があるはずなんです。どんなものでも。 

逆にルールを作らないと、変な言い方しますけれ

ど、変なことを考える人は、もっと変なことを考えてし

まうのではないですか。 

ただ消防に連絡すればいい、毎回毎回電話する

ですとか、ルールが決まっていないから好き放題でき

るということにもなってしまうわけですから、双方の考

え方がありますけれど、本来であれば、ちゃんとした

基本的なルールを作ってあげて、これ人数、いくらぐ

らいになると思います。何十人にもなりませんよ。多

分、わずか数人かそのくらいではないですか。いいと

ころ10人とか、20人までいくかな。計算をしていませ

んけれども、その方たちのためにするのが良いのか

悪いのか分かりませんけれど、実際に困っている方

がいるのですよ。 

我々は、そういうことで困ったことがないから、実体

験がないから分かりませんけれども、実際に、その人

たちに会って面と向かって話をされると、やっぱりほ

んとに困っているというのが分かります。 

ですから、その人のためではなくて、これからも出

てくるであろう乳幼児を抱えている家庭の不便さを解

消してあげるのが、行政サービスではないですか。私

はそう思うのですけれど。 

ルールを作るのが面倒だからしないというのは、そ

れは論外ですよ。ここにいる皆さんは行政マンです

から、それを作るのは簡単ではないですか。ニーズ

調査をして、基本的なルールを作っていけばいいだ

けの話なのです。 

それを、１日でも早く住民に提示するということが、

仕事なのではないですかね。私がここまで言って、そ

れでも、いえいえそうではないと言うのであれば、そ

れは仕方ないです。それは役場の考え方として、住

民に報告するしかないです。 

その辺も含めて、もう少し柔軟な姿勢で取り組んで

いただきたいと思いますけれども、この乳幼児の部分

に関しての対応というのは、何課ですか。保健福祉

課。地域交流課。保健福祉課ですか。 

それであれば課長、是非、答弁のほうをよろしくお

願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：石田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（石田博史君・登壇）：ご答弁させ

ていただきます。 

子育てがだんだん時代も変わってきまして、男性

のほうも育児休暇を取る時代となってきています。お

二人で、夫婦二人で育てていくというのが、大分主流

になってきているかなと思いますので、いろんな状況

は、旦那さんの仕事の状況とかもありますけれども、

私も数は大変少ないと思っています。 

これを公費で、どこまでルール化していくというより

は、うちのほうで対応していけるのではないかなと思

っています。 

ほんとに数は少ないということと、障がい者など、い

ろんな方もうちで対応しておりますが、消防も含めて、

個人個人が会って対応していますので、タクシーを

仮に利用しても、ほとんどいない状況になるのではな

いかなというところでは数は少ないので、うちのほうで

対応できるのではないかなと思っています。 

それと、先ほど議員さんがおっしゃったとおり、なか

なか言いづらいのではないかなということなのですけ

れども、それもあると思います。ですけれど、訪問とか

そういうところでは、うちのほうの保健師も、かなり人数

的には充足されてきましたので、そういう人間関係の

ところのつながりで、いろんなところを相談してもらえ

ればよろしいのではないかなと思います。 

人口は少ないということで、２千人ちょっとですけれ

ども、子どもたちは、ほかの町村はこの規模ですと２

倍、25人くらい生まれますので、そういうところでは、

村の姿勢としては、いろんな対応しているというふうに

私は思っていますので、タクシーというよりは、こちら

のほうでというふうに思っているところです。 

以上です。 
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○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、保健福祉課長の

ほうから答弁をいただきましたけれども、別にルール

にこだわるというわけではないです。私はね。こだわ

るのではないのですけれど、やるのであれば、ちゃん

とやりましょうということなのですよ。 

人数でしたって、そんなのは調べれば分かることで

はないですか。会っても分かるのではないですか。

多分。ニーズが少ないからやらないというのは、それ

は論外ですよ。 

では多いからやるのか、少ないからやらないのかと

いうふうになってしまったら、それは違うと思いますよ。

内容が今こういう内容ですから、そうやって言えるの

であって、ほかのもので人数を決めれるのかという部

分は、それは、私は違うと思っています。 

ただ、今、この乳幼児の子育て支援の部分で議論

をしていますので、その部分に関しては、今までして

いなかった、こういうときはこういうところを利用してく

ださい。この電話にかけてくださいという通達というも

のを、乳幼児がいる方の家庭を調べて、今後、連絡

をするのですよね。するから、今、そういう答弁になっ

たのですよね。 

その辺、どうなのですか。 

○議長（太田宏司君）：石田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（石田博史君・登壇）：ご答弁申し

上げます。 

連絡等ということですけれども、昨年の例で言いま

すと、２か月に１回の乳幼児健診のときに、急に来れ

なくなったと。状況を聞きますと、車がパンクしていた

という連絡が入りましたので、そういうところは、いつで

も連絡していただければというところでお話していると

ころですし、そういうときは、先ほど村長も答弁しまし

たとおり、チャイルドシートがうちのほうにありませんの

で、そういうときは、消防と連携してやりましょうというこ

とは、昨年の消防との連携会議のときに、２、３回行い

まして、ある程度、もう少しキッズサポートを拡大して

いこうかなというところの検討はしていたところですの

で、そういうところで、対応できるのではないかなと思

っています。 

ただ、消防のほうも、人数的にはなかなか十分な

体制が整っていないというところで、昨年は協議した

のですけれど、少しそこまではというところで協議が

進められなかったので、人数がまた増えて、消防の

ほうも対応できるニーズになっていけば、そういうのも

少しできるのかなと思いますが、消防等の連携とお話

合いが、これから必要かなと思っています。 

いろいろな連絡ですとか、うちのほうと乳幼児の世

帯のほうとの連携は取れているのではないかなと思っ

ています。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：分かったような、分か

らないような答弁ですけれど、まず１つ目、今、思った

ことは、消防消防言いますけれど、何か責任を消防

に押し付けているようにしか聞こえてこないのですよ

ね。我々でやりますと言えないのですかね。 

是非、保健福祉側でやってくださいよ。チャイルド

シートがないのであれば買ってください。それだけの

話です。そんな難しいことではないと思うのですよ

ね。 

もう一つ思ったのは、車がパンクして来れませんで

した。それは分かります。車が故障して来れなかった

のですよね。ではなくて、ほんとは、無理してでも歩

いて行ける吹雪の日なのですけれども、大変なんだ

よねという人ですよ。例にとってみるとね。 

どうして、連絡をくださいと。そういうときは、是非連

絡ください。迎えに行きますからと、健診するのに迎

えに行きますからというだけの話ではないですか。そ

れができるかできないかということを今質問している

のに、消防がああだこうだと。 

消防でしたって仕事をしているのですよ。今ここに、

昔は消防の支署長がいたのですけれど、いないので

あれですけれど、いたら聞いてみたいですよ。どうで

すかって。ほんとに。 

是非、保健福祉課でやってください。できないので

すか。わずかな人数ですよ。その人数でしたって、全

員がするわけではないです。ほんとに、たまに連絡が

来るくらいではないですか。おそらく。旦那さんが、仕

事で抜けれるときは来れるのですよ。でも、忙しくて

来れないときもあるのではないですか。皆さんがその
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旦那さんでしたら、仕事を１回休んで行けますか、毎

回毎回。そうでしょ。 

ですから、ほんとに気持ちの問題ですよ。あとは。

村長がオッケーを出さなければ、できないかもしれま

せんけれども、是非、やるということを明言するという

のは、今ここで言うのは酷かもしれませんけれども、

そんな簡単なこともできないのかと住民から言われま

すよ。ほんとに。 

高齢者にこんな手厚くして、何で納税している我々

には手厚くしないのだという声がたくさん出ているわ

けですから。実際に。住民は、そういうふうな目で見

ているのです。これはほんとの話ですよ。納税者にも

っと優しくしてという話です。 

村長が公約に掲げている「だれにでも、やさしい、

まちづくり」を実現するために、是非、前向きに、一日

でも早く達成してほしいと思いますけれども、村長、ど

うですか。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：従来も、やらせてもら

っているのですよ。 

ですから、それを広くアナウンスをしているわけで

はなくて、本当に困っている方は、電話をくださいと。

ですから、その対応をさせていただいています。 

ですから、議員がおっしゃるとおり、今、ほんとに今

日足がないですとか、いろんな形の中で、保護者の

方から電話をいただいたら、送迎をさせていただいて

います。実際に。 

ただ、それを大きくアピールしてしまうと、今の車両、

それから人員ですと、それこそ健診に30～40人来る

わけですから、その方々が全て、では我々のほうで

ルールを決めて、しっかりやったときに、そのニーズ

に、サポートに応えていけるかというふうになったとき

に、それは非常に難しいところがあるので、本当に足

の困っている方々については、電話をください。連絡

をください。そうすれば、しっかり我々のほうで対応を

させてもらいます。保健福祉課のほうで、各種健診等

については、全職員がほとんどお手伝いをしていま

す。 

ですから、そこのところは、消防支署のほうの生活

安全係のチャイルドシートが乗った車両のほうで、し

っかりと対応をさせていただきますので、電話をいた

だきたいと。言っているところは、そこなのですよ。 

ですから、今までも、臨機応変に精神を持っている

患者さん、いろんな方々の付き添いも含めながら、従

来やってきています。 

ですから、ほんとにお困りのときについては、電話

をください。やらせてもらいますというところは、そこな

のですよ。理解していただけませんか。 

ですから、今、議員さんがおっしゃられたとおり、送

迎できないのか保健福祉課で。やらせてもらっていま

すよ。困っている方からお電話をいただければ。 

それも、今後もそういう形で、引き続いてやってい

きたいというところです。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：いやいや、村長、答

弁になっていませんよ。 

やらせてもらっているというのと、住民が理解してい

るのは別ですからね。理解していないということは、や

っていないに等しいのですよ。 

ほんとに困っている人というのは、歩けない人みた

いなという困っている人でしょ。私が言っているのは、

頑張れば行けるのだけれど大変ですという人です

よ。 

周知すると言っても、その人は、分からなかったの

かと言わさりますよね。本人にしてみると。そんなの何

も聞いていませんよとなるわけですよね。 

回覧板に出ていても、回覧板を見ない人もたくさん

いるわけですから。ではなくて、ほんとに少ない人数

しかいないのですから、乳幼児のいる方には、こうい

うサービスがありますというのをちゃんと告知してくだ

さいということです。本人に直接。 

そこなのですよ。やっていますというのは、確かに

やっていますよ。やっているけれど、やっているのと

住民が理解している部分と、後は、それに当てはまる

方たちの度合い。 

ほんとに歩けない人は、そうするしかないわけです

よ。遠いところにいて、ほんとに足がない人ですとか

ね。でも、頑張れば行けるのですけれど、小さい子を

抱えていって、歩いて吹雪の中を病院ですとか、保

健福祉センターまで行くのは、すごい大変なのです
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よねと、天気が良かったら歩いていくのですけれどね

という人です。私が、今言っているのは。 

困った人、歩けない人、本当に大変な不可能に近

い人というのは、助けるのは当たり前です。そんなの。

当たり前のことです。 

ではなくて、こんな小さい村ですから、人口が少な

い村ですから、そういう小回りが利く政策ができるの

ではないですか。 

そこなのですよ。こんなの大都市ではできませんか

らね。それをやってくださいと言っているのを、そうい

う答弁にくるから、私もだんだん熱くなってくるというの

が実際ですけれどね。 

でも、乳幼児の人を調べて、こういうサービスがあり

ますから、是非、活用してください。この番号に連絡

してくださいというのができないのかなという気がする

のです。すごい不思議でたまらないのですけれど。 

多分、言っても同じ答弁が来ると思うのですけれど、

一応、答弁を願いたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：年間、30人近くが生

まれます。母親学級の事業の中で、将来、そういう各

種健診、予防接種について、足の確保が難しいかど

うかという部分については、母親学級等の事業の中

で、確認を取らさせていただきます。 

そして、どのぐらいの人数の方がおられるのか、ち

ょっと把握をさせていただきたいと思います。 

ですから、本当に困っているという、今、議員さん

がおっしゃられたとおり、吹雪いて行けない状況、そ

ういうのも全部ひっくるめて、何かあったら保健福祉

課のほうに電話をくださいと言っているわけですよ。 

ほんとに困っている方、どうしても今日、３週間、４

週間空ける予防接種の３種混合、４種混合を今日で

なければ打てない。 

ですけれど、今日、吹雪いて行けない。ですから、

そういうのも含めて、電話をくださいよ。保健福祉課の

ほうに。そうすれば、しっかりと対応させていただきま

す。 

各種健診というのは、２か月に１回、３歳児健診、乳

幼児健診、いろんな各種健診がありますけれども、そ

のときは、その日しか行けない。どうしても天気が悪

い、吹雪いて行けない。下の子どもが熱を出して行け

ない。上の子どもが熱を出して行けないけれども、何

とか受診・健診をしていただきたいという部分につい

ては、是非、連絡をください。そういうところは、対応さ

せていただきます。 

そういうニーズも含めて、事前に妊産婦時期の母

親学級等、いろんな各種事業のところに聞き取りをさ

せていただきながら、どのくらいの利用者の方がいる

のかということも把握しながら、対応をしっかりしてい

きたいと。 

そういうところがしっかりできて、こういう村がしっか

り対応していただけるということになれば、また第２子、

第３子の家族計画をつくっていただけるような形にな

るのではないのかなというふうに僕も思いますので、

そこのところについては、しっかりと対応していきたい

というふうに思っております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：連絡をくださいと私に

言われても困るのです。実際に、その方たちに言っ

てください。直接、電話でも何でもして、玄関先に行

ってもいいですから、訪問してでもいいですから行っ

て、こういうサービスがありますから、是非、困ったとき

は活用してくださいと。無理しないでくださいというこ

とを伝えてください。 

今までやっていますと言っていますけれど、本人た

ちは知らないわけですから、それはやっていないに

等しいのですよ。 

今、最後に村長が言ったように、第２子、第３子と

言いますけれど、いくら合計特殊出生率が、猿払村

はこれだけ維持していますと言っても、減ってきてい

るわけですよ。数字は。どんどんどんどん。維持して

も、その方たちが産まれるときの話ですから、これは

ね。子どもが小学校に上がる前に、どこかに行ってし

まったら同じではないですか。人口は増えませんよ。 

ですから、そういうことも含めておっしゃるのであれ

ば、なおさら、これだけ手厚い住民サービスがあると

いう部分を住民に示していかなければ、ここで生まれ

た人間は、ずっとここにいるかもしれませんけれど、よ

そから来た人間というのは、簡単という言い方が良い

かどうかは分かりませんけれど、どこかに行ってしまう
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わけですよ。ほんとに。良い職場があれば。 

その部分も踏まえて、やっぱりもう少し考えていか

なければならないと私は思いますけれど、結構、転出

した方がいるのではないですか。そういう部分でも。 

ですから、ほんとにこの村は良いものだと思うため

には、子どものためにと思うのであれば留まるでしょう

し、そういう部分も含めて、全部つながっていくわけで

すから、考えていただきたいと思います。 

これ、答弁いただいても、多分、堂々巡りになって

しまうと思うので、この辺でやめますけれども、是非、

その辺のことをよろしくお願いしたいと思いますけれ

ども、保健福祉課長、よろしくお願いします。 

では、次の質問に移りたいと思います。 

次の質問ですが、これは以前、同僚議員も初めて

このことに対して質問をして、その後、職員の方も、い

ろいろ講習会などを開いて勉強をしたと伺っておりま

すが、また違う視点からといいますか、基本的な部分

を私は伺ってみたいと思います。 

２番目の質問ですが、SDGｓの達成に向けた取り組

みについて、お伺いします。 

近年、頻繁に耳にする機会が増えてきたSDGsで

すが、いまだに、どのようなものか理解されていない

のが現状です。 

しかし、今や国内はもとより、世界の常識と考えら

れており、現在では、SDGsに取り組まない企業は潰

れるとまで言われています。 

SDGsは、企業が取り組むものと考えがちですが、

全国の自治体でも、未来都市計画をSDGｓで作成す

るべく、目標を掲げて取り組んでいる自治体が、いく

つも存在しています。 

17の開発目標の中には、本村が取り組むべきもの

がいくつも存在しています。SDGs未来都市及び自治

体SDGｓモデル事業の公募に向けた、計画の策定を

するべきと考えます。 

また村内事業者への取り組み推進と理解を進める

べきと考えますが、村としての考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

今、議員からのご説明にもありましたけれども、村と

して、これまでのSDGｓに係る取り組みとして、北海道

が事務局となっております北海道SDGs推進ネットワ

ークに、令和元年９月に加盟し、SDGｓに関する各種

情報の提供を受けておりますが、現在、このコロナ禍

のため、昨年から、会議や研修等は開催されていな

い状況にあります。 

また令和元年11月には、村民を対象とした研修会

を開催し、持続可能な開発目標、北海道でSDGｓに

取り組む必要性、猿払村の現状及び将来展望につ

いての３点を主な内容として、道の担当職員より講演

をいただき、約120名の参加をいただいたところでご

ざいます。 

そのほかとして、広報さるふつにおきましても、令

和元年10月号から４回の連載にて、SDGｓを分かりや

すく紹介し、周知を図ったところであります。 

SDGｓの17の開発目標の中には、既に、個人、企

業行政で実施しているものもありますし、知らず知ら

ずに取り組んでいることもありますが、議員から提案

のありましたSDGｓ未来都市計画や自治体SDGsモデ

ル事業の公募に向けた取り組みにつきましては、現

在、北海道内のモデル事業として認定されている自

治体は、札幌市、ニセコ町、下川町、上士幌町の４市

町と把握しております。 

村として、モデル事業として認定を受けるためには、

地域資源を最大限に活用し、低炭素社会と持続可能

な社会実現に向け、2030年のあるべき姿の実現に向

けた、高い目標を掲げて取り組む地域や都市でなけ

ればならないことから、村内の企業とも、今後、連携

を図りながら、村としてのテーマや事業内容等につい

て、検討を進めるとともに、再度、広報紙でSDGｓにつ

いての周知を行うなど、村民の理解を深めていくこと

ができるよう、今後、取り組みを加速させてまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：これ、17の開発目標

がありますけれど、結構、何でも網羅をされていて、

今、村長が言ったように、知らず知らずに取り組んで

いるものという部分に関して言いますと、ただ、それが

SDGｓの部分に取り組んでいないというだけであって、

例えば、いろんなものがありますけれど、高齢者福祉
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活動もそうですし、前浜の清掃ですとか、後は新エネ

ルギーですね。それから、産業廃棄物の再利用。こ

れは、貝殻とか何とかほかの部分。後は糞尿もそうで

すけれども、全部これ、SDGｓにそのまま移行できるも

のです。 

言えばまだまだありますよ。言ってみれば、どんな

ものを拾い上げても、全部、組み込んでいけるような

形です。 

ただ、それをどういう解釈で捉えるかという部分に

関して、計画をつくっていかなければならないという

部分が、ちょっと面倒だなという気はします。 

実際に、民間では、もうどんどんどんどん進んでい

ます。私が知っているのは、ちょっと前に、北海道の

一番有名なメロンをつくっている町がありますよね。あ

れで初競りが行われるわけですよ。200万円でしたか

300万円で競り落とした方がいますよね。あの人のこと

知りませんか。ここの役場に来て講演した方ですよ。

交流センターで、１回。 

職員の方もたくさん出席しましたけれど、あの人は、

自分で会社を起こして、もともと障がい者施設にいた

方ですけれど、自分の会社を起こして、離乳食か何

かを独自で作っていて、高級スーパー等で売り出し

ている方です。私も何回も札幌でお会いしましたけれ

ど、あの人は、SDGｓができたばかりのころに、私に言

ったのですよ。これからSDGｓですと。私もこの予算を

活用して、これを作りましたと言って、離乳食を見せ

ていただきました。東京と大阪にある超高級スーパー

が札幌に進出していて、大型スーパーの中に一角が

あるのですよ。そのスーパーに。 

たまたま、今年の正月くらいに行ったときに見まし

たら、そこの会社の離乳食が並んでいました。儲かっ

ているのでしょうね。そのメロンも、大きい金額で競り

落としたくらいですから。言われて、初めてSDGｓを勉

強したのですよ。それが、2017年かそのくらいです。

これ、2015年に採択されていますから。国連でね。 

興味があって、ずっと、ちょっとずつでも知ろうと思

って勉強しましたけれど、難しくはないですけれど、

いっぱいありすぎて、どうしていいか分からないという

のがたくさんあります。 

逆に言うと、計画もつくりやすいです。ただ、何でこ

れ、ほかの地区が北海道でこれしか選ばれていない

のかというと、SDGｓをしてもしなくても、大した変わら

ないのですよ。 

ただ、問題は未来ですよ。未来。未来のことを今や

っていくのが、SDGｓです。そのための予算も、ちゃん

と国から交付されます。ですから、やっているのとや

っていないのとでは、未来に差が出るのですよ。 

今、村長が言った下川町とかは、もう第二期の計

画を練っていますから、いち早く2017年に作ってしま

いましたからね。もう２期目の計画が出来上がってい

ます。 

ですから、それをまねすると言っているわけではな

いですよ。今、ちょっとずつでも取り組んでいって公

募をして、もう今年の公募は終わってしまいましたか

ら、３月に、来年に向けて、計画してみればいいと思

うのですよね。言ってみれば、理想の自治体をつくる

という部分ですよ。 

でも、国連に加盟している193か国が、全会一致で

承認したものをやっていくということは、間違っていな

いことであると私は思っています。 

難しいものがたくさんあるので、いちいち追及はし

ませんけれども、やる意思があるのであれば、もっとも

っと勉強してといいますか、これもいいのという感じで

すよ。 

例えば、今、言った中の新エネルギーですとか、

後は産業廃棄物の再利用。貝殻の再利用というのは、

私もこの質問の中で何回もさせてもらっていますけれ

ども、それもSDGｓに乗せて、やっていけるのですよ

ね。その分の予算も確保できるはずです。ちゃんとし

たものをつくっていけば。 

ですから、それも未来のことですよ。いろいろやる

べきことはあるのですけれど、今、実際に、どんな形

で誰がやるのかというのは、おそらく役場の中では決

まっていないでしょうし、やりたいと思っていないのか

もしれませんけれども、これをやっていかないと、今

現在、地方自治体の中で取り組みを行っているのは、

全国で39.7％しかないです。約40％。 

でも、2024年、後３年後には、60％を目標にしてい

るといいますから、その60％に入るのか、残りの40％

に残るのかという部分の選択肢を迫られますよ。多分
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これから国に。 

ですから、その部分も含めて、やりますと明言をし

てもらえないのかもしれませんけれども、ちょっとずつ

でも進んでいってもらえればいいのかと思いますけ

れど、今日の答弁の中で、今これだけ進んでいます

というふうな期待をしていたのですけれど、それはな

いようなので残念ですけれども、是非、まずは第一歩

として、来年度の正月明けたらすぐに来る選定に向

けて、計画案を練ってみても良いと思うのです。 

この猿払村というのは、１次産業の村ですよね。例

えば、浜でいうと毛がに、ほたて、鮭・鱒、農業でいう

と酪農、乳製品、それがトップクラスですよ。全国で。 

そのトップクラスのものを活用して、SDGｓに取り組

むというのは、多分インパクトがあると思うのですけれ

ど、何にもないところから自分の特徴品を引っ張り出

していって、SDGｓに取り組んで、それが選定されたと

いう自治体も、全国にたくさん、私、全部プリントアウト

したのですよ。380ページありました。全部プリントアウ

トして、家にありますけれど、今日持っていこうと思っ

たのですけれど、重たくて持ってこれなかったので、

全部は見ていませんけれど、こんなので通るのという

ものがあります。 

それを、全国トップクラスの一次産業を使って、是

非、SDGｓに取り組んでいっていただきたいと思うの

ですけれども、多分、これをやるとなると、企画政策

課が当てはまってくるのかなと思いますけれども、どう

ですか課長。どんな感じで考えています。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問にお答えさせていただきます。 

先ほど、村長からの答弁にもありましたとおり、令和

元年度に、他の議員がSDGｓについてということで質

問がありまして、それ以降、村のほうでも、先ほどの村

長からの答弁のとおり、またSDGｓについて、いろいろ

と村民に周知しながら、広報さるふつを利用して、職

員も含めて、SDGｓについて勉強してきたところでござ

いますが、私もその後、いろいろ勉強させていただい

て、SDGｓについて、どうなのかということで検討して

いたところでございますが、このSDGｓという部分につ

いては、補助の関係についてもいろいろと調べてみ

ました。 

補助については、まず令和３年度、だんだん補助

金が少なくなってきておりますが、令和３年度につい

ては、全体マネジメント、普及、啓発等の経費というこ

とで、１件当たり1700万円を上限として、定額補助に

なっているという部分と、もう一つ、実行として、実施

計画経費については、事業費２千万円で、国費１千

万円の２分の１を上限として定額補助になるということ

で、今、補助金の制度ということになっているというこ

とで、その辺、村としても2030年に向けてのテーマ、

猿払村にあるべきテーマということをターゲットにして、

先ほどの村長からの答弁にもありましたとおり、それ

を絞った中で、どういう形でテーマとして取り組むべき

かというのを、猿払村の2030年に向けてのいろんな

取り組みをしなければならないということで、ニセコ町

ですとか下川町、上士幌町についても、2030年のあ

るべき姿ということで、しっかりとしたテーマに基づい

てやっているものですから、そういった部分について

も、2030年に向けて、テーマに向かって決めていか

ないと、なかなか進んでいかないという部分もあるも

のですから、それを少しずつ、私も勉強をしながら、

進んでいきたいなとは考えておりますが、この事業に

向けてやるとなれば、かなりハードルが高いという部

分もありますので、もう少し勉強させていただきたいな

と思いますので、答弁になっているかどうかはわかり

ませんが、そういう形で、今、検討を進めていきたいと

考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：山森君。 

○議員（山森清志君・登壇）：今、課長の言ったよう

に、補助金の額としては、そんなばかみたいに大きな

額ではないのですね。 

でも、選定されると、また違うルートがありまして、い

ろいろあるようですけれども、今、言ったように下川

町。 

何で私、これを言ったかと言いますと、道北、上川

も道北地区ですよね。でも、宗谷管内では、まだない

のですよね。 

北海道は特に少なくて、本州に行ったらすごい数

の自治体がやっていますから、是非、宗谷管内で決
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めるわけではないですけれども、この地区で、やっぱ

り先駆けていろんなことをやっていくという部分に関し

て、一次産業に関しては、さっきも言いましたようにト

ップクラスの実績があるわけですから、それを武器に

して、このSDGｓ、いつも予算の中で四苦八苦するの

ではないですか。少しでも予算を確保できるようなも

のがあれば、こういうものを活用して、なおかつ国から

も認められるわけですから、今後、やりやすくなってく

ると思うのですよね。 

もちろん、計画書を作るのは皆さんですから、大変

だろうと思いますけれども、私も下川町の第２期分の

計画を見ても、書いている内容というのは普通のこと

ですから。当たり前のことを何かたらたらと書いている

だけの話であって、何も難しいことはないと思います。

では作れよと言われたら作れませんけれど、そんな

形だと思います。 

ただ、今やっていることを移行するだけですから、

何も難しいことはないはずなのです。ただ、作り方が

いろいろあるようで、私もまだまだ勉強していない部

分もありますけれど、具体的には言えませんけれども、

是非、私も勉強していますし、皆さんでしたって、これ

から勉強せざるを得なくなってくるはずなのですよ、

きっと。こういうのは。 

なかなか時代についていくのは大変ですけれど、

でもそういう時代になっているのは事実ですから、議

員も、もしかするとこれから勉強会を開いて、勉強を

することがあるかもしれません。 

お互いに勉強をしながら、こういうことをやっていく

のは、これからの時代に沿っていくものであると思い

ますけれど、時代に遅れないように、やっていってい

ただきたいと。 

もちろん、私も勉強しますし、また機会があれば、も

しかしたら質問の中で伺うこともあるかもしれませんの

で、その辺のことを、是非、よろしくお願いしたいと思

います。 

これ、質問してもなかなか議論にならないと思うの

で、この辺で終わりたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

10時50分まで。 


