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開議 午前 ９時００分 
      ◎浦幌町地域福祉計画（第２期計画） 
       「基本目標１協働による地域福祉づくりの推進」の現状と課題について 
 
○福原委員長 おはようございます。今日は、お忙しいところお集まりいただきましてあ

りがとうございます。毎日少し寒くて火を焚いているような状態で、斜里町、あちらの方

は雪が降ったということで、非常に作物の影響に心配をしております。 
 今年４月から８％の消費税の値上げがありまして、一番先にいろいろな政策的なことが

福祉関係、それから教育関係そういったものになんとなくしわ寄せがくるような気がしま

して、非常に心配をしているところでございます。国でいろいろなものをとりあげながら

やっておりますが、いろいろな意味で削減、支給されるものは削減、繰り延べの期間延長

でいろいろとなかなか目に見えた福祉政策なんかは上手に国民に伝わってこないような気

がいたしております。 
 また町全体としましても、少子化、高齢化ということで、なかなか生産人口が減ってい

く中で、町の方も大変な思いをしながら行政に励んでいることと思います。 
 今日は、いろいろとそういったことを頭に置きながら、総務文教厚生常任委員会を開催

したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 ただいまの出席委員は、５名でございます。 
 定足数に達しておりますので、ただいまより総務文教厚生常任委員会を開催いたします。 
本日の付議事件は、浦幌町地域福祉計画（第２期計画）「基本目標１協働による地域福祉づ

くりの推進」の現状と課題についてを議題といたします。 
 最初に町長からごあいさつをいただきますので、始めて参りたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 
○水澤町長 あらためて皆さんおはようございます。 
 今日、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査ということで、福祉計画についての説明

をさせていただく機会をいただきましたことに、感謝申し上げたいというふうに思います。 
 先日、久しぶりに雨が降りまして、４月３日、４日以来ということでありまして、新聞

によれば 100 億円の雨というふうに農家の方言われているようであります。まさにこの雨

が不足したということではないと思いますけれども、天候不順の中で昨年もたしか地熱が

上がるのに大変苦労したということと、まさに５月 14 日にも７センチの雪が降ったとい

う状況がありました。 
 今年もそれに近いような状況になってはいけないというふうに思いますけれども、いず

れにしても、昨年はそういう状況の中で畑作は 2,700 億を超えるという、最高の生産高を

上げましたので、今年もそういうすばらしい年になってもらいたいなというふうに思って

いるところであります。 
 消費税の５％から８％につきましては、社会保障費に３％分を充てるというのが政府方
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針でありますから、ぜひ政府方針どおりの３％の使い道になってもらいたいなというふう

に思っている所でありますけれども、ただ福祉計画については、毎年毎年政府の方針が変

わるというような状況でありまして、それぞれ福祉計画の統一性を町としても地方自治体

としても願っているところであります。 
 本日の、そういう意味での福祉計画、第２期につきまして、いろいろな面で皆さんのご

質疑を受けながら、説明してまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞよろし

くお願い申し上げまして、開会にあたってのあいさつといたします。 
 よろしくお願いいたします。 
○福原委員長 それでは、始めたいと思います。 
 まず最初に、今日の説明資料を保健福祉課の方から説明をお願いいたします。 
○熊谷保健福祉課長 それでは、本日の所管事務調査のご説明をいたしたいと思います。 
 まず皆様にお配りしております説明資料の中で説明していきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 
 それでは、１ページ目をごらんいただきたいと思います。本日の所管事務調査でありま

す、浦幌町地域福祉計画第２期計画の基本目標１、協働による地域福祉づくりの推進の現

状と課題についてということでございますが、まず地域福祉計画とはということでござい

ますが、この地域福祉計画は、さまざまな生活課題にきめ細かく対応するため地域全体で

取り組む仕組みづくりや福祉サービスを利用しやすい環境づくりなどを総合的、計画的に

進めるために策定する計画で、この計画を策定し実行していくことによって、子どもや高

齢者、障がいのある人やない人も、すべての町民が地域のさまざまな活動や自分の地域に

関心をもち、互いに助け合い、支え合うような関係づくりを進めることを目的とした計画

でございます。皆様のお手元にこの緑色の冊子がございますが、これが地域福祉計画とい

うようなことでございます。 
 また本計画は、社会福祉法第 107 条に基づく市町村地域福祉計画で、同条で求められる

地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、また地域における社会福祉

を目的とする事業の健全な発達に関する事項、そして地域福祉に関する地域への住民の参

加の促進に関する事項を一体的に定めた地域福祉に関する計画となってございます。 
 １ページの下段の方に地域福祉計画の位置付けと性格というふうに書かれておりますけ

れども、この計画は、社会福祉法に基づいた計画でありまして、浦幌町第３期まちづくり

計画（平成 23 年度～平成 32 年度）を上位計画とし、既に策定されています高齢者、障が

い者、児童等を対象としたさまざまな個別の福祉計画を横断的に結びつけまして、整合性

や方向性を持たせ十分に調整を図った計画とし、町民、地域、行政等が協働して取り組む

ための基本的な方向を示したものでございます。 
 したがって、本計画は、基本目標や施策の方向を明示し、地域福祉を推進する上での共

通の理念を定めるものでありまして、具体的な事業やサービスの展開につきましては、個

別分野のそれぞれの計画に委ねているものであります。 
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 ２ページをごらんになっていただきたいと思います。これがですね、地域福祉計画とほ

かの計画との関係図ということで、上位に浦幌町の第３期まちづくり計画がありまして、

その下に浦幌町地域福祉計画、そして高齢者、障がい者、児童ということで、高齢者につ

きましては、浦幌町老人福祉計画・浦幌町介護保険事業計画、そして障がい者は、浦幌町

障がい者計画、浦幌町障がい者福祉計画、児童につきましては、浦幌町次世代育成支援行

動計画というような形でですね、まちづくり計画を上位にして、そして地域福祉計画があ

り、そしてその中に個別でですね、高齢者、障がい者、児童といったような計画が策定さ

れている内容でございます。 
 続きまして、３ページをごらんになっていただきたいと思います。３ページにつきまし

ては、地域福祉計画の期間ということで、この地域福祉計画につきましては、24 年度から

28 年度までの５カ年間というような形で策定しております。太くくくっている部分、浦幌

町地域福祉計画第２期ということで、太くくくっている部分が本計画の計画年度でござい

まして、それに関係する計画、その下太くくくっている下を見ていただきたいのですが、

浦幌町老人福祉計画、浦幌町介護保険事業計画、これらにつきましては、24 年度から 26
年度、５期計画になります。 
 そして、その下浦幌町障がい者計画、これは第１期計画ですが、21 年度から 26 年度、

そしてその下、浦幌町障がい福祉計画第３期になりますが、24 年度から 26 年度、そして

その下になりますが、浦幌町次世代育成支援行動計画後期 22 年度から 26 年度ということ

で、いずれもですね、地域福祉計画がありまして、その個別計画の老人、障がい、子ども

というような計画がいずれも今年度をもちまして終了するというような内容でございます

ので、今年度についてはそれぞれですね、計画を今年度中に策定しまして、27 年度３月で

新しく 27 年度からスタートしますそれぞれの計画について、ご説明を申し上げたいと考

えているところでございます。 
 今、ざっと地域福祉計画ということで説明しましたが、これから４ページ以降につきま

してはですね、それぞれの担当の方で説明をいたします。なお、この説明資料につきまし

ては、各係が複数にまたがっている広域的なものでございますので、順次説明員が説明の

際に入れ替わりますので、その辺のところはご了承いただきたいと思います。よろしくお

願いします。 
○福原委員長 保健福祉課長補佐。 
○佐藤保健福祉課長補佐 続きまして、私の方から４ページ、５ページを説明していきた

いと思います。まず地域福祉を取り巻く現状ということで、一つ目の人口と人口構造の推

移ということです。 
 人口の推移として、本町の総人口は、昭和 35 年の 14,150 人をピークに年々減少しまし

て、本年４月１日現在は 5,300 人となってございます。総人口に占める年少人口（０歳か

ら 14 歳）と老齢人口（65 歳以上）の比率推移を比較すると、少子高齢化が進行している

ことがわかってございます。 
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 二つ目の世帯構成の推移ということで、本町の本年４月１日現在の一世帯当たりの人員

は 2.23 人ということで、前回の 22 年国勢調査は 2.46 でありましたが、一世帯当たりの

人員減少が進んでおります。 
 三つ目の高齢者の現況としまして、本町の高齢者の現況は、本年４月１日現在、65 歳以

上の人口は 1,932 人で、高齢化率は 36％を超え少子高齢化が顕著に現れております。 
 四つ目の障がい者の現況としまして、26 年３月末現在、身体障害者手帳の所持者数は

372 人、療育手帳所持者数は 62 人、精神障害者保健福祉手帳所持者は 14 人となっており

まして、２年前の 24 年３月末と比較すると著しい増加傾向ではございませんが、そのよ

うな状況となってございます。 
 身体障害者手帳の１級と２級の割合が 41.6％、療育手帳ではＡ判定の割合が 40.3％とな

ってございます。それぞれの内訳については、表の２、表の３、表の４をごらんいただき

たいというふうに思います。 
 ５の子どもの現況でございますが、本町の子どもの数は減少が続いておりまして、本年

４月１日現在の年少人口は 538 人で、人口割合は 10％となってございます。平成 22 年国

勢調査においての年少人口は 591 人ですので、平成 22 年の国勢調査と比較すると 53 人減

少しておりますが、平成 19 年から出生数をみますと平成 21 年、23 年、24 年の増減を除

けば、ほぼ横ばいに推移しており著しい減少傾向にはなっておりません。状況については、

表５出生数の推移をごらんいただきたいというふうに思います。 
 次に６ページの計画の体系でございますが、基本理念としまして、みんなで創り支え合

い 誰もが人に優しく 笑顔で安心して暮らせるまちづくりというようなことでございます。

基本目標は４つございまして、１協働による地域福祉づくりの推進、２地域福祉活動体制

づくりの推進、３安心して利用できる福祉サービスの推進、４笑顔で安心して暮らせるま

ちづくりの推進ということになってございます。 
 基本的施策の方向については 12 ございます。施策の内容については 36 ございまして、

本日は１協働による地域福祉づくりの推進の（１）地域福祉活動の推進と支援、（２）地域

活動・ボランティア活動の推進、この２点についてのご説明をさせていただきたいという

ふうに考えてございます。 
 続きまして、７ページをごらんいただきたいと思います。施策の現状と課題ということ

で、まず基本目標１の協働による地域福祉づくりの推進ということで、基本的施策の方向、

１地域福祉活動の推進と支援ということで、近年、町民参画による地域福祉活動の推進の

一つとして、ボランティアが運営し地域住民が参加している「ふれあいサロン」がありま

す。地域においては、それぞれの地域の特徴を生かした地域住民の支え合い活動が行われ

ており、敬老会への協力等、各種団体でさまざまな取り組みが行われております。こうし

た中で一人暮らしの高齢者の見守り及び声かけ活動など、行政区や隣近所など住民の関わ

りが求められております。 
 施策の内容として、１町民参加による地域福祉活動の推進として、一人暮らし高齢者等
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の要援護者支援のために隣近所による見守り体制づくりを、民生委員・児童委員と連携を

図りながら推進いたします。災害時に迅速な対応を図るため、災害時要援護者支援体制を

構築するとともに、町民の意識啓発を推進します。災害時に要援護者に対し、地域の人た

ちが支援を行う等、自主防災組織づくりを推進します。というふうな内容でございます。 
 現状としましては、近年、ご家族が離れていて一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯が増

える傾向にあることから、近隣との付き合いが希薄になるなど、社会的に孤立しやすい世

帯を地域で見守る体制の必要性が高まっております。 
 北海道では、高齢者や障がいのある方などを地域で支えるための北海道見守り共同宣言

を行い、地域で支えるための見守り体制の構築を目指しております。 
 そこで本町では、町内の各種団体各位にご協力をいただき、高齢者や障がい者が住み慣

れた地域で安心して生活できるよう、日常の活動の中であいさつや声かけなどにより地域

ぐるみの見守りと異変に気づいた時の連絡を行う体制づくりを構築しました、浦幌町高齢

者・障がい者見守りネットワーク事業を平成 25 年５月より実施しております。 
 現在の協力団体・事業者は 58 団体で平成 25 年度では７件の新規情報が寄せられ、それ

ぞれの状況に応じ適切に対応しております。また、民生委員・児童委員と連携し、一人暮

らし高齢者等の要援護者支援を推進しております。 
 課題としては、災害時に迅速な対応を図るための災害時要援護者支援体制を構築するた

め、各行政区での自主防災組織づくりを推進しておりますが、現状では設立までに至って

おりません。 
○志賀包括支援センター所長 平成 25 年度高齢者・障がい者見守りネットワーク事業の

報告をさせていただきます。 
 パンフレットの方は、既にお渡ししてあると思うのですけれども、このパンフレットは

広報と一緒に配布し、住民の方に周知してこの事業を広く進めていきたいと考えておりま

す。この高齢者・障がい者見守りネットワーク事業とは、特別な声かけではなく、日頃の

見守りということで、日頃ごあいさつから始めてみましょうということで、住民の方にお

願いしています。 
 このちょっとした気づきということで書いてあるのですが、いつもと違う様子に気づい

た時には保健福祉課の方にご連絡をいただき、保健福祉課の方でその方の所へ行き確認、

見守りをさせていただいております。その中で、25 年度は７件の方のことで報告がありま

した。この番号でご紹介させていただこうと思うのですけれども、１番と６番の方は、知

人の方から本人と連絡がとれないということで、安否確認のための連絡が入りました。こ

ちらより電話や訪問をしても本人と会えなかったので、警察に連絡し、本人の無事を確認

させてもらっています。 
 ４番の方なのですが、認知症により徘徊があり、周りの方々が心配しておりまして、去

年このパンフレットを配布した時にすぐご連絡をいただきました。担当ケアマネージャー

と相談し、その後施設の方に入るということになりました。 
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 ２番、７番の方については、体調不良の方を支えてきた方々から心配に思い、こちらの

方にご連絡入りました。地域の方が支援してきているのですが、やはり限界があり、こち

らの方に相談し、サービスにつながっています。 
 ３番、５番の方については、金融機関より相談がありました。やはり、以前からその方々

を知っているということがありまして、気づきということでお金の支払いの部分やその方

の足腰の部分などで心配に思ってご相談がありました。これが住民の方、金融機関からあ

った報告となります。 
 ９ページ目なのですが、次に、民生委員さんや医療機関の方から普段のかかわりの中で、

随時相談があった方がこのようになっております。健康状態、生活状態の中で心配なこと

があり、ご相談にきたということになっています。経過として、施設入所となった方々が

多いのですが、これはこの時、特別施設に申し込んで入ったのではなくて、既に申し込み

があり、順番が回ってきたために施設入所になったということになってまして、このよう

になっています。 
○佐藤保健福祉課長補佐 続きまして、10 ページをごらんいただきたいと思います。民生

委員の活動状況ということで、国の方に報告している数値でございますが、まず在宅福祉

として 75 件、介護保険として 18 件、健康・保健医療として 13 件、子育て・母子保健と

して２件、子どもの地域生活として 16 件、学校生活子どもの教育として６件、生活費 55
件、年金・保険 11 件、仕事 11 件、家族関係 28 件、住居 18 件、生活環境 21 件、日常的

な支援 18 件、その他 96 件の合計 388 件となってございます。下については、主任児童委

員が活動している内容でございます。 
 続きまして、11 ページをごらんいただきたいと思います。これにつきましては、社会福

祉協議会の方で民児専門委員会というのがございまして、その中に民生委員、児童委員が

委嘱をされている活動の内容でございます。委嘱関係でございますが、たすけ合い運動の

推進に関すること、老人福祉活動の推進に関すること、心配ごと相談所の運営に関するこ

と、母子・父子世帯の福祉に関すること、心身障害者等の福祉に関すること、その他。 
 それから共同募金の関係でございますが、これは評議員として委嘱されておりまして、

北海道共同募金会の定める諸計画に基づき、区域内の地域福祉の推進のため住民の参加を

図り、民意を十分に反映し共同募金運動を行うことを目的となってございます。 
 事業としては、主なものでございますが、６月には共同募金会の合同会議、８月には戦

没者遺家族への盂蘭盆供物の贈呈、９月には敬老祝い品の贈呈、10 月には共同募金会の合

同会議、11 月には大口募金の徴収ですね、それから除雪サービスの調査、福祉大会、12
月については、民児専門委員会、役員会、歳末慰問金の贈呈、２月には家屋家財道具の補

修サービス調査、３月には新規給食サービス該当者希望調査となってございます。通年で

は、生活福祉資金貸付事業と生活一時貸付事業、そういった方の相談に応じているという

内容でございます。 
 続きまして、12 ページの地域における活動への支援でございますが、行政区等での福祉
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活動を活発にさせるため、行政区長会議を通じて地域福祉の浸透を図り、その活動を支援

しております。行政区等において、それぞれの地域課題解決を進めることができるように

支援いたします。 
 現状としては、行政区長会議において、見守りネットワーク事業への協力を依頼し、ま

ずは隣近所から行政区での地域福祉の浸透を図っております。また、各種団体等に活動費

を助成し、地域における活動を支援してございます。 
 課題としては、世帯数の減少や高齢者率の上昇から地域活動が思うようにできていない

地域があるということでございます。 
○坂下保健福祉課長補佐 それでは、私の方から敬老会への助成並びに老人クラブへの助

成についてご説明いたします。 
 昨年度、平成 25 年度ですけれども、敬老会への助成ということで、６団体へ補助をし

てございます。この補助につきましては、出席者１名について 2,000 円、欠席者１名につ

いて 1,000 円の助成をさせていただいておりまして、それぞれごらんのとおりという形に

なっております。 
 なお、本年につきましては、既に上浦幌地区軽スポーツセンター運営委員会が４月に実

施しておりまして、今後、ほかの団体についても実施計画がある旨伺っておりますので、

順次助成をしてまいりたいというふうに考えております。 
 次に、老人クラブへの助成でございますけれども、昨年度 14 クラブに助成をしてござ

います。助成の方法としまして、各１団体５万円を均等割といたしまして 51 人以上です

ね、50 名を超える部分について総体の人数で９万円を割りまして、それについて各団体に

配分をさせていただいております。 
 昨年につきましては、14 クラブ 79 万円を助成をしておりますが、昨年の４月末でござ

いますけれども、残念ながら厚内老人クラブについては解散をしているという形でござい

まして、この団体については助成をしてございませんので、ご報告させていただきます。

以上です。 
○佐藤保健福祉課長補佐 続きまして、13 ページをごらんいただきたいと思います。各種

情報の提供といたしまして、支え合い・助け合いを浸透させるため、広報やチラシ等さま

ざまな機会を通じて情報提供を図ります。現状としては、支え合い・助け合いを浸透させ

るために広報等で民生委員・児童委員名簿などの各種情報を提供しております。課題とし

ては、地域全体で支え合い・助け合うために、各地域や団体、サークル等への情報提供の

方法を広げる必要があります。 
 14 ページをごらんいただきたいと思います。基本的施策の方向として、（２）地域活動・

ボランティア活動の推進、ボランティア等に参加したいが、どうしたら参加できるのか。

きっかけがあれば活動に参加したいという潜在的な意欲を持つ方は多いと考えられます。

そこで、既存のボランティアやＮＰＯ等の関連団体との連携を図り、福祉分野だけではな

く多種多様な分野における活動展開ができる環境づくりが必要でございます。 
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 １として社会福祉法人、ＮＰＯとの連携ということで、社会福祉法人は、利用者に質の

高いサービスを提供するとともに、地域の一員としてまちづくり、地域づくりに参加し、

地域社会の発展に寄与することが求められております。また、ＮＰＯは企業や行政では扱

えないような公益的な事業等を実施することにより、活発な地域活動を推進しております。 
○志賀包括支援センター所長 現状といたしまして、町内の社会福祉法人と連携し、各種

福祉サービスを提供するとともに、地域社会の発展に寄与し、地域活動を推進しておりま

す。この中で、在宅ケアマネージャー連絡会を実施しております。 
 社会福祉協議会、社会福祉法人うらほろ幸寿会の居宅介護支援事業所の介護支援専門員

（ケアマネージャー）と地域包括支援センターで連絡会を不定期に実施しています。ケア

マネージャーの相互の専門的知識を高めるための情報交換、また地域でのサービスの検討

を行っています。ケアマネージャーが関わっている方の支援方法についての検討を行い、

ケアマネージャーが一人で抱え込まず相談ができる体制となっています。 
 25 年度は 19 回開催することができました。課題としましては、今後、他の関係機関と

も連携し、個人を支える現状の課題を地域の課題として検討していくことが必要と感じて

おります。以上です。 
○佐藤保健福祉課長補佐 続きまして、②の社会福祉協議会、ボランティア団体等との連

携ということで、社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とした団体として、

またボランティア団体はボランティア（自発的な意志に基づいて人や社会に貢献する活動）

を目的とした団体として活動を展開します。特に社会福祉協議会が自主的な行動計画とし

て策定する地域福祉活動計画の取り組みについて連携、協力して支援していきます。 
 行政や社会福祉協議会、ボランティア団体等は、強い連携を図り、ボランティア活動を

推進しボランティア活動が実施しやすい環境づくりに努めます。 
 15 ページでございますが、現状として、社会福祉協議会を中心にボランティア団体と連

携し、ふれあいサロンや給食サービスなど一人暮らしの高齢者等を地域で支えるさまざま

な活動が行われております。課題として、ボランティア団体の構成メンバーが固定化・高

齢化しており、新たなメンバーの確保が難しい状況でございます。 
 浦幌町のボランティアセンター登録関係については、以下のとおりでございますが、団

体としましては、５つ登録をされておりまして、浦幌ボランティアいちげの会、吉野ラポ

ール婦人会、浦幌町技能者協会、ボランティアはまなすの会、うらほろふまねっとの会、

それから個人ボランティアとして、主に除雪サービスでございますが、31 の個人を登録し

てございます。それから未登録でございますが、10 の団体ということで承知しております。 
 それから３のボランティアへの支援ということで、ボランティア活動を行うためにはボ

ランティアセンターの機能強化は必要不可欠です。日常からボランティア活動をサポート

し、機能の充実を図り、町民のボランティアへの意識を高め、参加しようとする意志を育

むことが大切です。ボランティア活動への参加を促進するための啓発やボランティア養成

講座の開催、ボランティア活動の活性化を図るためにボランティアセンターの再構築に向
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けた支援を行います。 
 最後に 17 ページでございますが、現状として、町や社会福祉協議会では、ボランティ

ア活動を推進するためのアドバイスや助言をはじめ、活性化のためのサポートを行ってお

ります。課題としては、ボランティアの養成及び再構築が必要ということで、社会福祉協

議会の方でそれぞれボランティア団体、学校等への助成を行っておりますが、浦幌ボラン

ティアいちげの会へ５万円、吉野ラポール婦人会へ５万円、うらほろふまねっとの会へ５

万円、それから学校のボランティア活動への助成ということで、浦幌小学校へ５万円、上

浦幌中学校へ５万円ということで助成を行っております。 
 ４の子どもから高齢者まで幅広い地域活動への参加促進ということで、地域において、

お互い支え合い協力できるような世代間を超えた活動ができる環境が大切であり、老若男

女を問わず、幅広い世代と交流をしながら活動を行う場を持つことが地域の活性化につな

がることから、町民相互の交流の場である地域活動への参加促進を図ります。 
 現状としては、地域において、お互い支え合い協力できる世代間を超えた活動を行うに

は、各行政区での地域活動が大切であり、町では地域を支える行政区への振興助成金の交

付や役場職員が各地域に出向き行政情報の説明並びに意見交換を行う、まちづくり出張説

明会の実施など各種支援を実施しております。 
 また、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するため、住民活動を行う団体が実施す

る地域の公益的な活動に対し補助する、笑顔輝く地域づくり支援事業を実施しております。 
 教育委員会では、学校の教育活動を支援してくれる学校支援ボランティアを募集し、子

どもたちの登下校の見守り活動や学校の環境整備、学習サポートなどを行う学校支援地域

本部事業や子どもたちの放課後活動を支援するための、子ども居場所づくり事業、オーラ

ポロ広場を地域のボランティア団体や文化団体の協力を受けながら実施しております。 
 課題としては、行政区及び各種団体によっては、地域活動を推進するための人材不足や

世帯数、会員の減少により地域活動に支障が生じております。以上です。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 以上で、福祉課からの説明を終わらせていただきます。これから委員の皆さんに活発な

意見をお聞きしたいと思います。 
（何事か声あり） 

○福原委員長 高齢者の実態調査ということで・・・続けて、関連ですので。 
○志賀包括支援センター所長 高齢者実態調査について報告させていただきます。 
 この高齢者実態調査については、目的としては、高齢者の健康状態、生活状況、社会参

加状況、地域の支えを把握し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことがで

きるように、地域の見守り体制の整備を行うことを目的として実施しております。 
 調査方法としましては、行政区ごとに地域包括支援センターが個別に訪問し、面接を実

施しております。その事前としまして、民生委員さんの方に地域包括支援センターのＰＲ

を含んだチラシを個別に配布していただき、協力を伝えていただいていることでスムーズ
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に入らせてもらっています。 
 実施状況としましては、訪問・面接が 26 年３月末現在としましては 732 人、不在が 145
人、合わせて 89.6％の方に実施しております。この不在の方は、仕事で不在にしている方

も多いことと、元気に活動している方も多いので、外出されている方もいて会えないよう

な状況になっております。その中で、相談継続が必要な方は 99 名となっております。 
 すべての方に実施はしておりませんが、今まで面接した結果について途中経過ではあり

ますが、報告をさせていただこうと思っています。健康状態についてなのですが、定期的

に受診している方がほとんどです。病気によっては、専門科の受診が必要となるため、帯

広や釧路の病院までを選んで治療を受けている方がいらっしゃいます。上浦幌の方は、本

別の医療機関がほとんどで、町内の医療機関ということは少なくなっています。 
 町外の医療機関は、自分で運転して行くか配偶者の方の運転で行く方が多いです。この

ことについては、将来運転ができなくなった時に受診できなくなる可能性があるというこ

とが考えられます。また、汽車に乗って、行った先でタクシーに乗り継いで受診できてい

る方もいます。駅の階段を使うことで膝や腰に痛みがある方にとっては困難なため、階段

を使わない近くのホームを選んで、そこに止まる汽車を選ぶ方も多くいらっしゃいました。 
 生活状況としましては、自分で運転し買い物していらっしゃる方が多いです。近くに買

い物ができる場所がないと子どもに頼むことになるが、このことは不便に感じていらっし

ゃる方もいます。全町的にということで、市街地区の方でもやはり遠くなると買い物がで

きないという方もいましたので、全町的に買い物ができるように交通手段の確保が必要だ

という意見もありました。 
 上浦幌の方は、生活維持路線バスを予約し、利用できていらっしゃる方もいますが、こ

れはバス停に近い人に限られていました。移動手段として自転車を利用する方も多いので

すが、膝の痛みなどにより自転車を乗ることができなくなっています。そのような時は、

歩くこともできないので、外出に制限があり不便というふうに感じています。 
 将来、身体のことということで、身体が不自由になる、目が見えない、膝が思うように

いかなくなるなど、身体が不自由になること、車に乗れなくなり自分で自分のこと（買い

物など）ができなくなること、経済的なことを理由にこのまま今の生活を続けていくこと

ができるのか不安を感じている方もいらっしゃいました。 
 また子どもたちのところへ行くということも考えていらっしゃる方もいるんですが、や

はり慣れない生活環境となるので今の生活を希望したいという方もいます。 
 社会参加状況としましては、この調査は 65 歳以上の方を対象に行っていますが、70 歳

前後の方は仕事をしていらっしゃる方も多いです。季節で農家の手伝いをされている方も

多くいました。農家世帯は、家族と同居している方も多く、家族の中での役割ということ

を持っています。老人クラブ、趣味の会、パークゴルフなど積極的に参加し、楽しんでい

る状況が見える方も多くいらっしゃいました。 
 地域の支えとしましては、子どもたちが町外にいる方も多くいらっしゃいまして、近く
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に親戚など身内で頼れる方もいらっしゃらない方もいます。今までの付き合いの中で、日

頃お互いに安否確認をしてくれる人を頼んでいる場合も多く聞かれました。積極的な交流

を希望しない方もいまして、老人クラブなどの集まりも消極になっている方もやはりいま

して、多く積極的に楽しんでいる方と消極的な方と両極端差が見えてきているような状況

です。 
 このことから面接後関わりが必要となる方は、面接時行った時に介護相談があり、その

まま介護保険の申請となり、そのままサービスにつながった方もいました。介護予防が必

要な方に、介護予防事業（いきいき元気教室）を勧めていく場合もあります。健康状況や

生活状況によって、今後定期的な見守りをするということで訪問が必要な方もいます。 
 今後としましては、個別なかかわりが必要な方は、今後も継続していきたいと考えてお

ります。またこの面接の結果を分析し、この町で安心して生活が送れるようにするために

は、どのような支援が必要かということは、検討が必要と考えております。以上です。 
○福原委員長 ありがとうございました。高齢者実態調査についても説明を受けました。 
 それでは、これから質疑に入りたいと思いますので、委員の皆さんの活発なご意見を、

挙手をしながら、手を挙げていただきながら質問をしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 河内委員。 
○河内委員 皆さんご苦労なさっていろいろ努力されているという内容を聞き取ることが

できたわけですけれども、見守りネットワーク事業の中にですね、16 番ですか、経済的に

困難だというような、非常に難しい相談をされている方もいるという、これは 16、17 と

いうことで関連するということで、女性の奥さんについては施設入所ということでの、そ

ういう流れになったと。また、相談継続していくというようなことで、ここに記載されて

いるわけですけれども、この資料を見ますと、11 ページに生活福祉資金貸付事業（道社協）、

生活一時貸付事業（社協独自）というようなことでの、ここに事業があるわけですが、実

際にこれらの経済的な面でのやりくりで、こういう貸し付け事業を利用されている方、現

状どのくらいいるのかわかりますか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 生活一時貸付事業、それから生活福祉資金貸付事業、これにつきま

しては、町事業というものではなく、社会福祉協議会の事業という内容でございます。 
 それでですね、正直言いまして、その辺のところ残念ながら押さえていません。大変申

しわけありません。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 社会福祉協議会の窓口につながっているんですね。今後ですね、こういった

生活保護にはならないんだけれども、経済的困難だということということは、いろいろあ

り得ると思うんですね。そういう生活保護の申請がスムーズにいかなかったために、孤独
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死をするような老人がいるとかというようなことが現状がですね、いろいろマスコミ等で

報道されておりますが、この辺の貸付事業についてですね、十分、現状の中で利用可能な

ものは、やはりできるだけそういった対象の方々に対応できるような形でできるように社

会福祉協議会ともですね、協議した中で進めていただきたいなと思うわけですけれども、

どうでしょう。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 ただいま河内委員からご質問のありました内容でございますけれど

も、これにつきましてはやはり社会福祉協議会と、それから町の福祉部分につきましては、

やはり車の両輪みたいなようなものでございますので、そういうことからやはり連携をと

りながら生活保護につながる方であれば、生活保護へつながっていきますし、また社会福

祉協議会の生活一時貸付事業、そちらの方の貸付金でつながっていくというような形で支

援できるのであれば、支援していくというような形でございますので、その辺のところは

ですね、社会福祉協議会と連携をとりながらまだ生活面に困難な方の支援というような体

制づくりを行っていきたいと考えております。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 もう１点、ふれあいサロンということで、７ページの中でボランティアが運

営し、地域住民が参加しているふれあいサロンがありますということでの活動がここに表

示されているわけですけれども、ずっとページ進めていくと、16 ページですか、二つの宝

町会館のサロン、光南会館サロンということで、これを実施されている団体があるわけで

すけれども、こういうサロンを運営されている方からですね、今、実証試験やっているん

ですね。市街地循環バス、それと郊外部における予約運行乗合バス、こういった２種類の

運行形態があって実証試験やっているわけですけれども、今、さらにまた今後実証試験を

していくということなんですけれども、こういうサロンを活用される方に、コミバスを利

用したいんだというような考えを聞いたことあるんですよね。 
 だけど今の実証試験ですか、この二つだけではなかなかサロンへお年寄りの皆さんが集

まることがなかなか難しいんだと、ですから横断的に循環バスは市街地の方を循環バスに

乗って、例えばそこの宝町会館だとか、光南会館へなるべく時間を合わせた形で利用する

ということはできるのでしょうけれども、この郊外部の予約運行乗合バス、ある程度どこ

の地域は何曜日って決まっていますよね。曜日ごとにね。 
 だから、その辺じゃあ何々地域の方、何々地域の方が同じ一時に集まるといった場合に、

このコミバスを利用するということが非常に難しいんだろうというようなことを聞いたこ

とあるんですね。 
 ですから、その辺ここの福祉課とはまた違った課のことなのですけれども、その辺も利

用しやすいような形で、サロンの方々とちょっとご意見伺った中でね、この循環バスにつ

いても福祉の方へ利用しやすいような形、こういったボランティアの方々が利用しやすい
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ような形にですね、その辺整合性のあるような運営を柔軟に対応できるように、ちょっと

いろいろご相談にのってあげてほしいなという私思いがあるのですけれども、いかがでし

ょうか。今すぐここでは答えられないかもしれませんけれどもね。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 ただいまご質問ありますけれども、今、実施していますコミュニテ

ィバスにつきましては、それぞれの時間割り振りをしながら停留所を設けまして、それで

市街地区につきましては、それぞれ巡回していると。 
 また郊外につきましては、予約型での運行という内容でございます。それぞれ市街地区

につきましては、停留場所、時間等がそれぞれ定めてあり、そして住民に周知しての実施

というような形なものでございますので、このコミュニティバスをふれあいサロンという

ような形で利用するということにつきましては、コミバスの担当の課につきましては、ま

ちづくり政策課なのですけれども、そちらの方ともある程度協議しなければならない案件

だと思いますが、ちょっと現状を考えるとですね、やはり時間割を振って停留所での停車

と、そしてその実施というようなことなものですから、非常にコミバスの方は難しいのか

なというような形でとらえています。 
 またコミバスでは難しいということになりますと、ほかに何ができるのかという形にな

りますけれども、基本的にはお年寄りの方々が引きこもりをしないような形でですね、給

食サービスとか、そういうような形でサロンの方々実施しておりますので、大いにそうい

うようなサロンの方に参加していただきたいのですが、あと考えられるのはですね、まず

健康の方は自分の足で歩いてきているというのが、まず基本だと思うんですよ。なかなか

足が不自由で参加できないという方をどうするかということが問題になってくると思いま

すが、その辺につきましては、今後の課題としてですね、町としても十分にその施策の方

を検討していきたいなと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 今この時点でこのことについてお答え、なかなか難しいのかなと思うので、

実は私聞いたところによると、コミバスが浦幌導入してほしいというのは、実はサロンの

方から何か町へ提案があったとか何とかって聞いたんですね。 
 サロンの方は、コミュニティバスが活用されれば自分たちの活動がうまく推進するんじ

ゃないかという考えもあって、町にそういう要望をした経緯があるんだけど、実際にコミ

バスの姿が見えてくると、自分たちが利用できないのかなという形があったらしいんです

ね。 
 ですから、今課長言われたように、もし別な形で今考えられている循環バスとは別な形

で、またそういったサロンへの足の問題で対応できるような方法があるのであれば、柔軟

に、横断的にいろいろな課と打ち合わせした中で、進めていただきたいなと思っておりま

す。これ一つ要望としてお願いします。 
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○福原委員長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 コミバスの関係については、今年度についても実証試験継続してやるとい

うことで、いろいろと町としましてもサロンの関係も含めましてあるんですけれども、特

にお年寄りの買い物の関係ですとか、できるだけ地域に出ていただいてということでやっ

ていまして、今、サロンの二つの関係については、宝町会館と光南会館ということで、こ

の辺どういう形でそれぞれ参加する方が地域的に広がりがあるのか、その辺私も十分承知

していない部分があるんですけれども、今後、そういうサロンにできるだけ参加をしてい

ただくとか、交流を深めていただくということであれば、その辺についてはサロンの方々

とちょっと話をしながら、どういう形がいいのか。 
 ただ、逆に町としては、できれば１カ所に集まってやるとか、いろいろな形というのは、

全体的な中で考えられる部分もあるわけでして、その辺どういう形でサロンの方がやられ

ているのか十分話をさせてもらいながら、どういう形がいいのか、できることがあるので

あれば、こういう形がいいのではないかということを十分協議させてもらって、可能性を

探りたいというふうに思います。 
 １回目に実証試験をやった時には、できるだけ町民の方々との交流の場所ということで、

コミュニティカフェという形で教育文化センターにそういう場所を設置して、子どもたち

とお年寄りの交流ですとか、そういうこともやりながらやってきましたので、本当に町全

体として見た時に、どういう形のお年寄りの方々が町に出てこられて交流を深めるのがい

いのかということも含めてですね、総体的にいろいろと考えてみたいなと思います。以上

です。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 あとですね、この中で民生委員の方、非常に重要な役割を果たされているわ

けですね。現在、民生委員の方の人数と、それとですね、やはり年々こういったいろいろ

な多にわたる内容をやはり窓口として取り扱っていく、そしていろいろなご相談に対応し

ていくというようなことで、11 ページですね、ここに内容書いてありますけれども、本当

に大変だと思うんですね。 
 それで資質向上と言うんですかね、そういった能力を向上するための勉強会というか、

研修会というか、そういったものは、まず人数と年何回くらい開催されているか、その辺

お聞きしたいと思います。 
○福原委員長 保健福祉課長補佐。 
○佐藤保健福祉課長補佐 浦幌町の民生委員協議会につきましては、現在 24 名の委員で

構成されておりまして、うち２人が主任児童委員ということでなってございます。３年に

１度任期の交代がございまして、昨年 12 月１日に全国一斉改選ということで、24 名のう

ち８名が交替になりまして、８名の方が新規で委員となられております。 
 新規の民生委員さんにつきましては、十勝管内全体で１月に新人の民生委員の研修会を
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行っております。浦幌町独自の協議会の会議といたしましては、二月に１回ですね、年６

会協議会を行いまして、各種いろいろな事業の協議ですとか、報告等を行っておりまして、

あわせまして部会の方も開催しまして、いろいろな勉強会も行ってございます。 
 また十勝管内でいろいろな研修がございまして、民生委員の専門研修等、それから活動

推進講座等ですね、十勝管内ですとか、道東地区における研修講座もいろいろありますの

で、そういった講座にですね、各民生委員さん参加していただきまして、勉強会というも

のを行ってございます。 
 いずれにしても、なったばかりの委員さん、あるいは十数年やられている委員さん、二

十年近い委員さんもいらっしゃいますので、いろいろなそういう勉強会、部会等通じまし

て、先輩から後輩にいろいろなアドバイスをするとかですね、そういった部分で研修の場

を広げてですね、資質向上を行っている状況でございます。以上です。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 今後ともひとつ努力していただきたいと思います。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 質問というわけではないんですけれども、資料５ページの身体障害者手帳所

持者数、これ先ほどの緑色の表紙のやつとちょっと違う、平成 24 年３月末の数字、24 年

３月末の数字ですね。これ合計すると 393 になるんじゃないかな。375 じゃなくて。重複

ってあるんですか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長補佐。 
○佐藤保健福祉課長補佐 身体障害者手帳の重複はございませんので、ちょっとどちらか

が間違ってございます。少々お待ちください。 
 合計では合っているんですけれども、内訳がちょっと若干間違っていると思われます。

それでですね、こちらの方の冊子に書いてあるこの合計が正しい数字になりますので、こ

ちらの記載転記ミスでですね、24 年３月現在につきましては、１級が 95 名、２級が 68
名、３級が 68 名、４級が 97 名、５級が 23 名、６級が 24 名の合計 375 名ということに

なってございます。大変失礼いたしました。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 先ほど同僚委員の発言からもあったのですけれども、やはり地域の中で地域

福祉計画ということで、大変皆さんが苦労している様子、地域の中に入っている様子を説

明いただきました。やはりですね、この資料の中にも言葉としてございますけれども、協

働による地域福祉づくりの推進、こういったことで皆さんの活動は大変大事だと思うんで

すよ。それについて、いろいろな福祉団体、ボランティア団体もこの動きに協働と言うん

ですか、皆さんと協力していると思うんですけれども、何の活動についてもですね、町民

自身がやはりこういった町のいろいろな事業に積極的にかかわってくる、こういった意識

を向上するためにも、協働という言葉はですね、町のやる事業を町民に協力願うっていう
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時はやっぱり協働というのはやはりよく振りかざすというんですか、お願いしますといっ

たことで発信しやすいように思うのですけれども、こういった福祉事業でもですね、町民

自身がやっぱりこの部分についても私たち自身が町に頼っていくというんですか、町の事

業にいろいろ入っていく、自分みずから参加していくという、そういったことで町民自身

の大きな意識改革も必要だと思うのです。 
 私、地域に住んでおりまして、実は区長をやっていた時代からですね、そういったお年

寄りの人たちと話するんですけれども、一様に聞こえてくるのは、私はいいんだよという

言葉をよく聞くんですよ。そういったことというのは、やっぱりいろいろな津波に対する

避難についてもやっぱり同じことで、僕ら自身が地域に住んでいる人間として発信してい

くのも非常に大事だなと思うんですけれども、ここはひとつですね、こういった事業、統

括しているというのですか、町民自身に声をかける福祉課、それから社会福祉協議会、そ

ういった所でも強くこの協働ということに対して、発信してほしいと思うんですよ。 
 その点について、説明自体はなっているんですけれども、町民に深く入るためには、今

後どういったことでこの事業を推進していったらいいのか、できればお言葉をほしいので

すけれども。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 ただいま差間委員からの協働という形のものをどのように地域に広

めていったらよろしいのかというような、そういうご質問だったかと思いますが、確かに

協働という言葉自体ですね、これが本当に地域に広がっていけば、本当に地域においてす

ばらしい福祉、施策が進んでいけるのかなと思うところでございます。 
 私たちが協働というものをまず今回感じたのは、見守りネットワーク、これの事業を展

開している中で、いわゆる私たちが知り得れることができない、そういうようなお年寄り

の情報を地域から提供してもらい、そしてその支援が必要な方について支援をしていくと

いうな形でですね、こういうような町民と行政とのつながりがまさしく協働で高齢者等を

見守っていくのではないかなということで、この見守りネットワークという事業を通して、

町民とそれから行政との協働というものをつくづく感じさせられました。 
 ですから、町としてはですね、このように町民、そして町と何か一つの事業を同時に展

開していくと、町民の方も忙しいと思いますので、町民の方があまり無理をしない程度の、

そのような協働の事業をですね、町民の方にお願いしていきまして、そして町と町民の中

でですね、まちづくりを行っていくと。これが具体的にどういうような事業なのかという

ことになってくると、今ここで正直私がこういうような事業ですという形のものは、申し

上げることができないのですけれども、いわゆる町民の方に対してあまり無理をしていた

だかない程度でですね、町民の方にお願いしていきまして、そして一つの事業を展開して

いくという形のものづくりをできればしていきたいと考えております。 
○福原委員長 差間委員。 
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○差間委員 私の発言があまり個々の具体的な例に立ち入らないように気をつけて喋って

いるつもりなのですけれども、やはり町のいろいろな事業でですね、その事業に対してお

世話になっていると言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんが、そういった町民の方々

からですね、私もいろいろな相談を受けるんですけれども、その内容がですね、やはり本

人の病気の部分から出てくることもある。 
 ただですね、施設のそういった住んでいらっしゃる施設の中から出てくる声もあるんで

すね。その中で、どういったふうにその人に対応していったらいいのか、これは私自身も

大変迷うんですけれども、こういった前線にいらっしゃる職員の方たちは大変なご苦労だ

と思います。 
 その中でですね、その職員の努力で解決できること、またはですね、全くそれでは解決

無理なこと、いろいろなことがあると思います。やはり、その中でそういった問題を抱え

た町民の方々にどう寄り添っていけるか、言葉を変えて言えば、その町民が町に対してで

すね、よし自分も町と協働してやっていこうというふうに、どうしたら思えるようになっ

ていくか、そういったことでこういった事業の正否と言うんですか、成り立ちって言うん

ですか、失敗というのか、そういったことが出てくると思います。 
 こういったことで職員の方には、大変ご苦労だとは思いますけれども、町民のそういっ

た協働の意識を引き出すためにもですね、ぜひ努力してほしい、頑張ってほしいというこ

とを要望いたします。これは要望です。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 協働による地域のまちづくりですが、これにつきましては、まちづ

くり政策課におきましてもですね、まちづくりの出張説明会というようなものも実施して

おりまして、その中でですね、いわゆる協働によるまちづくりという形のものをその説明

会の中でもうたっている部分でもあります。 
 町民の方がこの協働というものをどういうふうに意識していくかという問題につきまし

ては、非常にこれは難しいような問題で、例えば、今現在、町内会、行政区活動におかれ

ましてですね、昔ほど活発な活動はされていないと、これもまた今の時代の流れのいわゆ

る隣同士の希薄化ですとか、そういうような社会のつながりの希薄化ですとか、そういう

ものにつながっていくのかなという形でですね、とらえておりますけれども、このいわゆ

る地域同士、そして隣同士のつながりがですね、これが見事につながっていければ、それ

こそすばらしい町内会活動、町内会活動が活発になればいわゆる行政的な活動が活発にな

るというようなこともございます。 
 本当にいかに町民の方に協働というような形のものを周知していくかというようなとこ

ろになってくると、これにつきましては町の方からですね、本当に町民の方にお願いを申

し上げていくしかないのかなと、そして、一つの事業を町民の方々と一緒にですね、つく

り上げていかなければならないのかなというふうに感じております。 
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 本当に協働という言葉、協働ということの周知に対しての何かそういうような模索とい

うのを今もいろいろと町はやっておりますけれども、今後なお一層強化していかなければ

ならないと感じております。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 今、行政区のあり方ということでの現状の分析された考え方を今説明いただ

いたのですけれども、17 ページに地域を支える行政区への振興助成金の交付ということで、

ここに記載されているのですけれども、これはある程度議員古くやられている方皆さんご

理解いただいていることだと思いますけれども、実はこの行政区への振興助成金について

は、行財政改革というんですかね、その中で大幅に減額をされた時期があるわけですね。 
 その後、ずっとこの振興助成金については、継続的に低いままで推移しているわけです

けれども、私はですね、こういったボランティアとかそういったものを行政区もある程度

になっていくというような形でね、この辺の助成金にまたボランティア的なもの、また地

域、見守りの活動をある程度積極的にやられている行政区には、少し何か恩恵があるとい

うような形で助成をしていくような方向性というのはないのかな。 
 今後、ボランティア、行政区のあり方をそういった方向へ持っていくために、助成を考

えるのも一つの方法ではないかなという、これはある程度町長の政策的な考え方にもつな

がってくるところもあるので、私としてはこの振興助成金の増額というか、そういうボラ

ンティア的な見守り的な要素、そういったものを行政区にお願いするにあたって、その辺

を考えていってもいいのではないかなと思うわけです。 
 実際ですね、私も行政区の会合あたり行っていますけれども、この福祉の行政区での地

域福祉の浸透ということで言えば、まだまだ区長とかそういった行政区の中での見守りネ

ットワーク事業への協力依頼とかそういうことで言えばですね、実際はそんなに浸透して

いないんですね。その辺はやはりそういったことをやることで助成金の見返りとしていく

らかでもそういったことがあるんだよということなら、もっと違った形で行政区長も我々

に事業の推進だとか、説明がもっと深まったような形になっていくのではないかなという

ふうに考えるわけですけれども、いかがでしょうか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 行政区の振興助成金の問題について、河内委員からお話がありました。ボラ

ンティア、見守りに対して要するに補助助成金の増額をという話で、私はちょっと筋は違

うのかなという思いはしております。 
 ボランティア見守り隊、これは特に先ほどから話が出ていますけれども、協働のまちづ

くりの中で本当に大切な部分でありますし、町としてもお願いをするし、また行政区、ま

た地域としてもやはり協働のまちづくりのためにいろいろな活動をしていただくというの

は、あるべき姿だろうなというふうに思います。 
 ただ、振興助成金のあり方というのは、やはり地域として行政区として、本当に必要な
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助成金、これについて町が全然出していないということではなくて、やはり必要な助成金

については、要請として出しているんだろうなと、今まで思っています。確かに一時の時

よりは金額として減っているということも事実でありますけれども、行政区で使っている

助成金の内容についても、やはりこれは精査する必要があるのだろうなというふうに思っ

ています。 
 本当の助成、行政区で使うお金、必要なお金とやっぱりそうじゃないお金が混在してい

るということも事実だろうなと思っていますので、その辺はやはり精査して行政区に対す

る支援、助成というのは考えていかなければならない部分があるんだろうなというふうに

思います。 
 ただ、それをボランティアをしたからそれについて上乗せをするということについては、

協働のという意味からすれば、ちょっとずれが私はあるのかなというふうに思っていると

ころであります。 
 ただボランティア活動をしていただくということは、大変大切なことでありますから、

これをどのような形で見守り隊を含めて活動していただくかということについては、行政

区の助成金ということではなくて、違う観点から考えていく必要が、これはあるんだろう

なというふうに思っていまして、振興助成金とは別に考えていく必要があるべき姿だろう

なというふうに思っています。 
 ただ、今、行政区の振興助成金については確かに減額をして、まちづくりの中でどうし

ても減額をしながら今までまちづくりを進めてきている経緯がありますから、これについ

て本当に必要な助成金がどうあるべきかということも、先ほど言ったように行政区の振興

助成金の混在化している中を精査しながら、今後とも考えていく必要があるというふうに

思っています。 
 私、協働のまちづくり、当然、福祉計画というのは、今まで高齢者とか障がい者とか、

児童、この三者合体とした計画でありますから、町全体の計画であります。そういう面で

は、福祉だけではなく、まちづくり全体にかかわってくるものだというふうに思っていま

して、そういう面ではいろいろな第３期まちづくり計画の中で、協働のまちづくりをうた

っているわけでありますけれども、その中の本当に大切な根幹をなす大変重要な福祉計画

だというふうに思っていますので、協働のまちづくりは浸透していないというご意見だろ

うなと思いますけれども、今後より一層地域、行政区・町等々の対話の中でそういう浸透

を図って、これからもいく必要があると思いますし、ぜひそういうことで皆さんにご理解

をいただくようにこれからもいろいろお話をさせていただきたいなというふうに思ってい

ます。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 ご丁寧にご説明いただきまして、ありがとうございます。確かに町長の言う

ように、振興助成金の意味合いを考えた場合にボランティアとくっつけた形で助成金の増

額を行うことはいかがなものかというのは、確かにそのとおりだと思います。 
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 しかし、ボランティア的なものをですね、これからやはり充実して協働のまちづくりを

進めていくと、いかなければならないという事実もあるわけで、理想と現実の中でどう折

り合いをつけていくか、また現実的に地域の方が本当に協働の方へ向いて、足並みそろえ

ていろいろ協力してくれるのかということを考えた場合に、現実的な方策もやはり柔軟に

私は考えていくべきではないかなと思っております。 
 今後、いろいろですね、今後のまちづくりについては、行政区のあり方含めて考えてい

ただきたいなと思っております。 
 それでもう１点お聞きしたいのはですね、この第３期まちづくり計画の冊子の中でです

ね、24 ページに成果表ということで載っているわけですが、この中にボランティアの登録

者数、ここへ資料に載っているのと同じですね。それで成果表の中で、これはある意味目

標になると思うのですけれども、107 の団体が 27 年度中間目標としては、横棒で推移し

て 107 でいけばいいと、しかし、32 年には矢印が上向きになっています。 
 そして、ボランティア登録団体についても 21 年度の実績では３で、27 年度の中間目標

では同じく横棒で推移するということでありますけれども、32 年度、５年後には上昇させ

たいということでの成果指標だと思うんですね。 
 ということは、今 26 年ですから、27 年までは現状のままでいってもいいのだというよ

うな形でボランティアについては考えられているのかなというふうに認識もするわけです

けれども、協働のまちづくりをうたってですね、ボランティアを充実させたいということ

でありますならばですね、やはり 27 年度の中間目標は同じ団体数、同じ登録数で推移し

ていいのかなというような素朴な疑問があるわけですけれども、その辺についてどうです

かね。どういう考え方を持っていますかね。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 ただいまの質問ですけれども、ボランティア団体の登録数という内

容でございますが、非常に一つのボランティア団体ができるということは、非常に努力の

いることかなと思われます。それぞれの有志の方々が結集し、そしてそれぞれの目標に向

かってボランティアを行っていくという流れで、浦幌町につきましてはですね、ボランテ

ィア団体と言いますか、例えば、老人クラブを例にとってみたところ、厚内の老人クラブ

なのですが、25 年度解散しまして、26 年度にですね、川上の老人クラブが活動停止とい

う形で解散しております。 
 地域におかれましても、それぞれの団体の活動自体がいわゆるそれぞれの方々の団体の

人たちの集団の集まり自体の人数も減っていって、活動がなかなかできないというような

中身でありますので、ボランティア団体につきましてですね、それぞれの団体数の数が増

えるということにつきましては、非常に難しいものなのかなと。 
 今、ボランティアに会員登録されている方がそれぞれですね、継続して勧誘をされて会

員として登録させていただいて、かつですね、一つのボランティア団体の登録会員数をふ
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やしていくというようなところがですね、今の現状ではないのかなというふうに思われま

す。 
 ですから、人数が減るということに、それぞれの会の人数が減るということにつきまし

ては、それぞれの会の活動の衰退につながっていくということですので、できるだけそれ

ぞれの団体の数を減らさない、そしてできればその会員の数をふやしていくというのがで

すね、まず一つのボランティア団体を維持継続、そして活性化していくような一つの方策

かなと思われておりますので、27 年度までにつきましては、団体数というような形のもの

での増というようなところにつきましては、今後非常に難しいところがあるのかなと感じ

ております。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 ここに未登録団体というのありますね。これがボランティアセンター登録に

なっていないということは、この辺の、もちろん登録団体には助成金を出されているとい

うことでしょうね。この資料からいくと 17 ページ見ると。 
 この 16 ページの未登録団体って 10 団体ありますよね。ここには結局助成金を出してい

ないということで、登録していないから助成金出していないということでいいんですね。

わかりやすく言えば、そういうことですね。 
○福原委員長 課長補佐。 
○佐藤保健福祉課長補佐 この団体につきましては、ボランティアセンターの方で登録を

していないという部分で、ボランティア保険の方もセンターの方ではかけていないという

団体でございますけれども、ボランティア団体として認識しているというような団体で、

センターの方では助成も行っていない状況でありますけれども、こういった団体があると

いうふうな形で承知している団体でございます。以上です。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 私はですね、この辺ぜひですね、登録すべきだと思うんですよ。そして、５

万円という金額にこだわらない、これは非常にある意味ボランティア活動、内容も含めて

ね、人数、そして先言いましたね、50％だったかな、人数で案分して９万円を配分してい

るということありましたけれども、このボランティア登録団体、これは福祉さっきのあれ

だね。違うね。これは５万円だね。はい、わかりました。 
 そういうことで、やはり団体としてある程度お金をいただかないでやるということは、

ボランティアだというのは、私はその過去形である程度一生懸命やったところには、ある

程度奨励的なものは出しても、それは政策的なものになるのであれですけど、私は５万円

にこだわらなくても、少額であっても、こういった団体には助成してもいいのかなという

考えを持っています。 
 これはそれぞれの考え方ですので、一概に言えませんけれども、またあと未登録団体に

加盟、ここに載らない団体も周知はしているんでしょう。実際には載らないけれども、私

の知っている所で、こういった慰問的なものをやっているような団体もありますけど、こ



- 23 - 
 

こには載っていないのでどうしたのかなと思っています。 
 その辺どうですかね。私の考え方、ちょっとおかしいのかな。少額の助成でもどうなの

かなと、登録して。私はそういうのもふやしていく一つの道ではないかなと思うんだけど

も。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 ボランティア団体、まず助成金の関係なのですが、これは社会福祉

協議会で行っている事業で、ボランティア団体の助成なんですよ。それでですね、未登録

団体の考え方なのですけれども、いわゆるそれぞれ例えばですね、歌謡サークルですとか、

カラオケ愛好会ですとか、そういうような団体につきましては、いわゆる自分たちの趣味

での、例えばカラオケの趣味の方々が集まってできたような団体とかですね、それから踊

りの好きな方が集まってできた団体、そのような団体で自分たちの趣味を生かしてですね、

そして豊かな生活を行っていこうというような形でできた団体だと私は思っています。 
 そういうような団体がその中で趣味をいろいろと磨く中でですね、それぞれやはり例え

ば老人ホームに行って披露したりですとか、老人ホームの方に見ていただきたい、そして

慰問したいというな形でですね、趣味からボランティアに膨らんでいくというような形の

団体の方々が未登録団体にかなりいるのかなというふうに察しております。 
 そういうような団体につきましては、とりあえずボランティアというような社協が行っ

ているセンターへの登録というようなものの発想というところまでは、この団体の方々は

まだ考えていないのかな。 
 今、自分たちができることは何かと、そうしたら例えば施設に行って踊りを発表してき

ますよ、そして施設へ行ってカラオケの歌を聞いていただきましょうというような、そう

いうような小さなボランティアから始めている団体だと思いますので、そういうような形

のもので行っている団体につきましては、こちらの方でも見守っていかなければならない

のかなというようなことを考えておりますが、未登録団体につきましては、それぞれの団

体が自分たちのできる活動の範囲内でボランティアを行っているような、そういう団体だ

というふうに思われます。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 大変申しわけないです。社会福祉協議会とちょっと混在してしまった答弁し

ました。申しわけありません。 
 あとですね、何日か前にですね、2025 年の推計に基づく老人福祉医療介護制度のあり方

ということで、国の指針が推計上示された中で、３分の１が老人だということで国の福祉

のあり方、医療のあり方、介護のあり方というものを模索した中で、そういった案が出て

いるんですけれども、その中で福祉、介護の中にボランティアを充実させたいというよう

な項目がはっきりと示されてきているんですね。 
 ですから、今後、具体的にそういったものができあがった時点で、当然、浦幌町の老人
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福祉計画なり、介護保険事業にこれは載ってくることだと思うのですけれども、やはりボ

ランティアを充実させなければならないということは、これはもう明々白々なのかなとい

うことを感じております。 
 その中で、社会福祉協議会含めて町としてもボランティアの充実ということについて、

先ほど同僚の差間委員からも要望というなことでありましたけども、今後のボランティア

への充実、協働のまちづくりということでお考えがあったらお聞かせ願いたいと思います。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 ただいまご質問がありましたが、今回、介護保険法というような形

のものの中身でございまして、その中でいわゆる要支援の方々につきましては、町の方に

地域支援事業としてですね、それぞれ町の方に事業の方を国の方から町の方にですね、移

しましょうというような形の制度が来年から施行されるような形のものになってきていま

すが、その中からですね、ボランティアというような形のもので、いわゆる要支援の方々

を支えていこうというような国の方の考え方でございます。 
 今年度、浦幌町の第６期の介護保険計画を策定していかなければならないというような

ものがございますので、この住民ボランティアによるですね、高齢者の方々をどのように

支えていけるのかというようなところをですね、今年、計画策定時期の間でですね、検討

し、そしてそのボランティア組織というようなものがですね、どのような形でですね、町

民の高齢者の方々に携わっていけるのかというようなところも研究していきながら、検討

していきたいと思っています。 
○福原委員長 ほかの委員の皆さん、野村委員。 
○野村委員 いろいろるる説明聞いたり、議論を聞いている中で、担当課として本当に幅

の広いこの計画を一生懸命やっておられるなというふうに認識して、本当に頭の下がると

ころでございます。 
 中でも、やはり今後特にボランティアが非常に中心的な話になりましたけれども、この

分析の中でも本当に地域がだんだんと少子高齢化顕著になっている、この計画、事業がま

すます行政として本当に裾野が広く、幅広くなっていくということは、もう明々白々だと

は思うのですけれども、いろいろ話を聞くと、いろいろな制度として計画としてやります

という行政の責任もあるだろうけども、逆に今回、スポーツセンターだとか、パークゴル

フだとか、高齢者に対して健康、またコミュニティを積極的にという考え方で無料化を図

ってきた、それと相通ずるものが、私言ったボランティアなのかなと思うんですよ。 
 だけど、ボランティアというのは、積極的にこういうふうにつくってくださいよ、こう

いうふうに頼みますよというものではなくて、実質的に出てくるのがボランティアの趣旨

かなと思うんですよ。 
 そうすると、行政は何をやるのかなと、こういうことが必要だからボランティア頼みま

すという形ではなくて、あくまでも行政主催型でボランティア組織を構築しなければなら
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ない、果たしてボランティア、そのためだけに集めるということは難しくなってくるのか

なと、そこで私は一考なのですけれども、行政はあくまでもスペースだとか、あるいは運

営費だとか、そのようなにおいかけというのか、場所的に先ほどもいろいろな形で各種会

館を使っていろいろなことをやっていると言いましたけど、もう少し地域に密着した、例

えば、空き店舗だとか、また地域の空いている公共施設だとか、そういうものをボランテ

ィア的な形で集まる組織的なものをつくる前に、そういう地域の人が集まって、老人クラ

ブだとか行政区だとか、いろいろな団体あるのは十分承知していますけれども、やはりこ

れだけの年齢、経験された方は、いろいろなノウハウだとか、いろいろな知識持っている

んですよね。 
 それに対して、集まる場所をつくることにおいて、いいアイデアだねとか、またそうい

う人たちが集まるところに若者がいって、いろいろなお知恵を拝借したり、考えたり、聞

いたりとかっていう、だんだん輪が広がってきて、コミュニティが広がってきて、先ほど

報告あったように、最近あの人見えないねとかっていうネットワークみたいな形の情報も

集まってくるのかなと、そう思うので、その辺の維持管理費だとか、そういうスペースの

提供だとかということも一考かなと思っているんですけれども、私だけの考えかな。 
 それは細長く、縦に長い、横に長いから何カ所もということになると難しいだろうけど、

とりあえずそういうことから始めていくことにおいて、皆さんも行政側から一緒に○○も

やります。これもやっています、ああですこうですというんじゃなくて、地域が集まる場

所だとか、そういうコミュニティの場所、私はこういう力を持っている、こういうノウハ

ウを持っている、こういうパワーを持っている、それをうまく地域で活用できるような方

法があったらもう少しスムーズに、この福祉の問題だとか、地域の老人医療の問題も絡ん

でいくと、よくなっていくのかなと気がするんですけど、なかなか漠然とした話で申しわ

けないけれども、そのような視点を全く上からいろいろなことで補助出したり、いろいろ

な制度の中で組み込んであなたを支援しますじゃなくて、もっと地域から逆の方向性も見

なきゃならないのではないのかなと気がするんですけど、どうですか私の考えは、担当課

として。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 野村委員の言われたとおりですね、やはり一つ集まる場所があれば、

そこでいろいろな人たちが集まって、その中でのいわゆる情報交換、情報交換をするとい

うことは、それぞれのその地域での課題ですとか、そして問題点が出てくると思うんです

よね。その問題点がそこに集まった方々がどのように解決していかなければならないのか、

そこでまた解決の方策の話し合いが始まる。そして、話し合いが始まる中で、例えば、町

行政に支援してもらいたいものがあるのだというものがあれば、それは町の方に支援とい

う形で要望していくというような形でふくらんでいった事業がまさしく協働でないのかな

と思われます。 
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 ですから、確かに今おっしゃいました交流の場所、スペースというようなものについて

はですね、重要になってくる一つのキーなのかなという形で今のお話を聞きまして、感じ

られました。 
 ですから、それが町の場所、町の施設、いろいろ会館ですとか、そういうところありま

すのでね、そういうところで大いに使って利用していただきながらですね、交流、コミュ

ニティの場として活用していただければというふうに思っております。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 私もちょっとあまり詳しく勉強していないのでわかりませんけど、そういう

視点からもね、やはりこのすべての福祉にかかわることも含めてですけど、高齢者医療、

また見守りの問題もある程度地域がこのレジメ出たとおり、非常に小さくなってくる地域

社会、高齢化になってくる社会を見ていくと、やはり行政のやらなければならないことは

どんどんふえていく、そしていろいろな方法でボランティアも募らなければならないけれ

ども、逆にそういう場所を提供することにおいて、そして自由に出入りしているうちに、

いろいろな情報が入ってきたり、今課長が言われたとおり、これは行政にお願いしようと

かっていうことになってくると思うのです。 
 その辺は今後、検討課題かなと思っておりますので、今後私も一緒に勉強しますけれど

も、一つの方法としてまた考えていただければありがたいなと、こう思っております。以

上です。 
○福原委員長 ほかの委員さん、何かあったら。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今、ボランティアということが主役で語られているんですけれども、ボラン

ティアされている方、いろいろやっておられる方も自分含めてなのですけれども、何かや

ろうとすると、年齢的にされる側にそろそろ入ってくる場合もあるんですよね。特にお年

寄りを相手にする場合。 
 先ほどから老人クラブ自体があっちで無くなり、こっちで無くなりという話を聞きまし

て、自分も若干携わっていて、いつ自分たちにもそういう活動を停止しなければならない

時がくるんだろうなと、決して地域にお年寄りがいないわけじゃなくて、いるんですけれ

ど、自分も足が悪いからこない、足がないから来られないということが結構おられるんで

すよね。 
 やっぱりなるべく人に世話になりたくないと言われるから、自分らは世話するから、そ

の代わりご子息なり、周りの人に世話してほしいという形の中で、常に僕ら提案をして出

てきてほしいというお願いをするのですけれども、なかなかそれが納得していただけない

という状況ですね。 
 ですから、ある地域は若い人たちは入ろうと入らまいと強制的に加入させるんだと、会

費だけいただくんだという地域もあります。それも一つの手なのかと思いますけれども、

やはり行政で言うのもなんですけど、やはり町の中も同じような状況があるんだろうと思
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います。若い人たちも結構個人的にはどこでもここでも勝手に出て歩くのですが、なかな

か一旦人の世話になると、なかなかそういうことに心がけないという方が何割かはおられ

るんですよね。そういう人たちをやっぱり、今言われたような形の中で、少し目を向けて

いただけるような情報と言いますか、そういう提供をしていただく方法が私はいいのでは

ないのかなと、していただきたいなと思うのですけれども、そういうことについて、誰が

ったらもうはっきり言いますと、今現在、公的な立場、ある意味ですね、職員の方だとか、

そういった方についている方が多いと思うんですよね。 
 そういう人たちにやっぱり含めた中で広めていただくということも、もちろんやってい

ないとは言いません。すごくやられているのは私見ています。ですから、そういう逆にま

た地域性のあるものについてもやっぱりいろいろな形の中でやっていただきたいなという

感じがあるんですよね。その辺についてもしお考えがあれば、お聞かせを願いたい。ちょ

っと漠然としてしまって、申しわけないんですけどお願いいたします。 
 要するにボランティアなり何なりなのですけれども、若い人たちから、年齢ちょうど僕

らよりちょっと上の人、ちょうど皆さんの年齢の人たちがなかなかやってはいるんでしょ

うけれども、そういう立場になって会とかに入ってくる人たちが少ないんですよね。 
 ですから、外面的には参加してくれる、なかなか主軸になる人が少ないものですから、

先ほど言った老人クラブなんか顕著に表れているんですよね。恐らく年代的には六十代の

人が少ないと思うんですよね。活動している人の中で。そういう人たちがこれからは老老

介護じゃないんですけれど、そういうところに携わっていくこと私あると思うのです。 
 そういう中で、やっぱり指導性と言ったらおかしいんですけど、いろいろな知識を持っ

ていただいて、そういう指導的なことはできないのかなということをお願いしたいと思い

ます。自分ではやっているんですけれども。職員ばかりとは言わないですけど。老人クラ

ブとは限らないんです。ですけど、やっぱりボランティアも若い人たちが本当に少ないん

ですよね。やっている方たちも。恐らくこうやってこの会の人たち見ていても、四十、五

十代の人って少ないと思うんですよね。六十代以上の人たちがみんなボランティアされて

いるはずなんですよね。 
 ですから、やっぱりその辺の中で少し四十代ぐらいの人たちから指導と言ったらおかし

いんですけど、少しそういう形に取り組んでいただけるような形をとれないのかなと思っ

て、働き盛りだから無理かなという感じはするんですけども。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 ボランティアのあり方というのは、いろいろなボランティアがあるんだろう

と思います。今、老人クラブの話も出ましたけれども、老人クラブでなくてもいろいろな

ボランティアの活動があると思います。端的に言えば、有償ボランティアもありますし、

いろいろな面であると思います。 
 ただ、老人クラブに入ってくる方が少なくなっているというのは、確かに各老人クラブ
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から聞かれます。65 歳以上から、70 歳以上からとか、いろいろな老人クラブがあります

けれども、確かにそういう面でその年齢に達しても老人クラブに入らないという方もいら

っしゃるのが事実だと思います。そういう面では、老人クラブの人数が減ってきて、老人

クラブ自体が成り立たなくなってきているという地域も、今一つ、二つ出てきているとい

うことであります。そういう面では、本当に残念だなというふうに思っています。 
 やっぱり今、日本の老人白書は、老人というのは、支えられる側から支える側に転換す

べきだというのが日本の老人政策、老人白書でこのたびうたわれた面です。というのは、

やっぱり高齢化と言いながら、高齢化ではない、高齢化になってもまだまだ元気な方がい

らっしゃるという方が、やはりそういうボランティアとか、いろいろな面での活動、国内

の活動に参加していくことが必要だというふうに言われてまして、そういう面ではそのと

おりだろうなと、少子高齢化の中ではそういう存在が大変貴重な存在になってくるんだろ

うなと、私ども思っているところであります。 
 ですから、そういう方々がやっぱりこういうボランティアとか、そういう団体とか、そ

ういうのに参加しやすい体制づくりというか、環境づくりをするのがやっぱり一つの行政

の義務でもあるのだろうというふうに思っているところでありまして、そういう面ではボ

ランティアの姿、形とかが確執的なものではなくて、いろいろな形のものができつつある

し、そういうものもつくっていく分も行政の一つの役割だろうなというふうに思っていま

す。 
 そういう面では、先ほどコミュニティの場所づくりとかということもありますし、コミ

バスの中での休憩所ね、若い人たちとお年寄りの対話の場所づくりをしようということも

一つ進めていますし、そういう場、環境とか場所づくり、こういうのも一つのそれぞれ若

い人と老人とのコミュニティの場所づくりも一つの方法だろうなというふうに思っていま

す。 
 そういう面では、いろいろな対応がこれから必要になってくるだろうなと思っています

し、先ほど、河内委員の方からボランティアの数が 27 年でいいのかという話もありまし

た。これ前期計画の中で現状をとにかく維持をしながら、後期計画の中で伸ばしていこう

ということで今考えているところでありますけれども、いずれにしても、何年から何年だ

ということじゃなくて、そういういろいろな協働のまちづくりの中で、いろいろな機会、

そして環境を整えながら、居場所というよりは自分たちができる環境づくり、こういうも

のをこれから進めてまいりたいなというふうに思っています。 
 そういう面では、いろいろなやり方もあるだろうと思いますので、これからもいろいろ

な面で研究を重ねながら、福祉課だけではなく町全体での取り組みを進めてまいりたいと

いうふうに思っていますので、ぜひその辺ではまた議員の皆さんのお知恵を拝借したいと

いうふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 先ほど、ボランティアの話があったのですが、未登録団体というのがありま
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すよね。これ例えば、別に資金の問題じゃないのですけど、やはりこれを未登録団体とす

るのではなくて、やっぱり先ほど言ったように、ボランティア保険とか何とかってのがあ

りますよね。活動していただくのに、やはりそういうものを若干保障してあげる必要もあ

るのではないかと。 
 例えば、こういう活動が３年に達したらそういうことに認めて未登録じゃなくて、未登

録であってもそういうことに保険をかけてあげますよとか、そういう必要があるのではな

いかなと私思うのですが、いかがでしょうか。全員にかかっているのかな。かかっている

ならいいです。 
○福原委員長 副町長。 
○門馬副町長 ボランティア保険のお話ありましたけど、町民の方々がですね、いろいろ

な社会、公益的な活動をする場合は、町の方でもうお子さんからおじいちゃん、おばあち

ゃんまで全員が社会活動にかかわる保険と言いますか、総合保険に入っていますので、そ

れについては、その保険で対応できるという形になっています。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 聞いた話で申しわけないのですけれども、聞きかじりである会から、私確か

登録をすればなるはずだということはお伝えしたんですけど、本人たちがなかなか納得し

なかった部分の人たちも会員の中におられたみたいなので、ちょっと言ってしまいました。 
 やはり先ほど河内委員言われたように、活動に対してですね、やっぱりマンパワーを出

していただけるのですが、やっぱり金銭的なものについては、やはり敬老会になんぼか出

すという形がありましたですよね。そういった形の中でやっぱり活動に対して何かしらの

やったらそのことについてはやっぱり補助してあげるのが筋かなと思います。 
 本人たちは別に私無償で出ていただいて構わないのですけれども、そういうことも考慮

いただきたいなと思うのですがいかがですか。全くできないとは言いません。敬老会とい

うのは、前も言われたように私聞いているんですけれども。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 ただいまのご質問ですけれども、敬老会等に参加した場合にボラン

ティア団体に対して助成をというお話。 
○阿部委員 それはわかっていますから、例えばほかに触れ合いの中でやっていますよね。

何かをつくってもらうだとか、それからああいうことしよう、こういうことしよう、なん

ぼかおそらく集まっていただいている方からは、多少なりともいただいていると思うので

すけれども。 
○熊谷保健福祉課長 例えば、ふれあいサロンですね、現在給食サービスを行っていただ

いている、それぞれのサロンのボランティアにつきましては、それぞれ給食のですね、そ

れぞれ一人 200 円という形でですね、助成をさせていただいております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
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 あとほかの委員さんの中で、なければわたし４点ぐらいお聞きしたいことあります。 
 有償ボランティアという、以前話がありまして、点数制度を導入したらどうだとかいう

ことも一時話し合われました。その件について、今後そういう考え方があるかないかとい

うことを一点。 
 それから、ボランティアを行っている団体の比率と言うんでしょうか、そういったもの

を把握したことがあるか、それから自主防災のことなのですけれども、高齢者とか障がい

者だとか、自主防災などにかかわる個人情報の開示、どこまで町として考えているかとい

うことですよね。これからどのような方法で、これを推進していくかなということ。 
 それとですね、学校ボランティア、これ具体的に説明なのですけれども、どのようなこ

とをやっているのかお聞きしたいと思います。以上４点お聞きいたします。 
 もうちょっとよろしいですか。個人ボランティアの除雪サービスってありますよね。た

ぶんこれは大きな機械を使って個人の道路とか、大きな道路へ出るまでの道路だとか、自

宅の前だとかしていると思うんですけど、これにかかる経費ということは全くボランティ

アでやっていただいているのですか。この辺もちょっと先の有償ボランティアのところに

関連して聞いておきたいと思います。 
○熊谷保健福祉課長 ちょっと時間をいただいて。 
○福原委員長 暫時休憩いたします。 
 

午前１０時５７分 休憩 
午前１０時５７分 再開 

 
○福原委員長 休憩を解き、会議を開きます。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 まず自主防災の個人情報の開示という形でございますが、自主防災

組織につきましては、現在のところですね、十勝太で自主防災の形で設立が既に済んでい

るというようなお話でありまして、まだ町の方には登録という形のものはされていないの

ですが、登録されるというようなお話を聞いております。 
 問題はですね、自主防災組織というようなものの、実は災害対策基本法というのが設立

されまして、その災害対策基本法の中には、それぞれ市町村がですね、要支援者となる方

の情報をですね、それぞれ名簿を作成しなさいという形のもので、災害対策基本法の中で

うたわれました。 
 それぞれですね、名簿等を各自治体が作成することになっておりますが、浦幌町におい

てもですね、その名簿の方を作成しております。ただ、この名簿につきましては、本人か

らの同意がない限り、なかなか個人情報を開示することができないということでですね、

これは日常時の場合における個人情報の開示なのですが、災害時と緊急時においてはです

ね、その部分については個人情報の提供が可能になってくるかとは思うのですが、日常時
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においてはですね、いわゆる同意を得られないと個人情報を開示することはできないとい

うような内容になっています。 
 実際問題、自主防災組織というものが立ち上がらないとですね、いわゆる地域のどこに

開示をしているか、提供していいのかというようなものもなかなか定まらないということ

で、この個人情報の提示につきましてはですね、自主防災組織がそれぞれ行政区でですね、

設立されたというような段階のもとでご本人さんからの同意をとりまして、そして個人情

報を開示し、災害時にですね、支援をしていただくというような内容になるかと思います。 
 あとはボランティアの男女の比率というな内容でしたが、ちょっと男女の比率の方は大

変申しわけないのですが押さえてはおりません。しかしながら、ボランティアの登録名簿、

団体名簿ですとか、そういうのを見ていますと非常に女性の方のボランティアの会員さん

の方が多いのではないかなということが推測されます。 
○福原委員長 保健福祉課長補佐。 
○佐藤保健福祉課長補佐 学校支援ボランティアの関係ですけれども、各学校の方にです

ね、それぞれ学校支援のネットワーク委員会というのを設けまして、それぞれの学校の方

に環境整備ですとか、いろいろな地域企画学習ですとか、そういったものの各地域におけ

るいろいろな技能とかいろいろなものを持っている方にボランティアの登録をしていただ

きまして、学校の要望に応じまして環境整備活動ですとか、例えば畑の授業ですとか、地

域の薫製づくり授業ですとか、搾乳体験とか、スキー学習とか、そういったところに地域

の方の協力を得ながら、学校活動を行っていっているようなことで学校支援ボランティア

を随時募集しながら各学校においてはそういう学校支援事業を行っているという状況であ

ります。以上です。 
○福原委員長 保健福祉課長補佐。 
○坂下保健福祉課長補佐 除雪サービスの件についてですけれども、これにつきましては、

本町の高齢者在宅支援事業の中の軽度生活援助、この部分の中で除雪サービスのかかる部

分について助成をさせていただいております。全員の方がですね、ボランティアに登録さ

れているということで、こちらの方でも除雪サービスの対象者名簿につきましても、この

方全員が名簿の中に搭載されておりまして、少ない額ではありますが１回、生保の方につ

いては 1,000 円、生保でない方についても 920 円という形の中で助成をさせていただいて

おります。 
 それで 25 年度におきましては、両方合わせてですね 433 件の実績という形でこちらの

方では確認をしておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 
○福原委員長 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 先ほどの有償ボランティアの点数制度なんですけれども、この辺の

ところについてもう一度質問内容ちょっと聞かせていただくことはできないでしょうか。 
○福原委員長 ボランティアをやっている団体には、５万円というお金が出ています。以

前にですね、ボランティアも点数制度にして個人の点数制度にして、個人の蓄積された点
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数によって施設に入る時に加味をしたらどうかというような話もちらっと出た時代があり

ました。 
 それでその話もそのままに流れてしまって、なかなかうまくいかないということで、流

れてきました。ボランティアということで、地域の団体もずっといろいろな意味でおもち

つきだとか、何とかってことで手伝ってきたのですが、結局それに参加してる方が先ほど

阿部委員の方からお話がありましたように、年齢が本当に六十代以上の人がほとんどで、

四十代、五十代という方は、どちらかと言うと会を盛り上げてくれない人方が多くて、な

かなかうまくいかなくて、解散に至った団体もあるんですよ。 
 それで老人クラブばかりじゃなくって、そういう若い方が入ってせっかく何十年も続け

てきた団体も、そういった何て言うのでしょう。心が届かないというか、自分個人の生活

のためにいろいろとそういうボランティアのことまでやっていけないということが、本当

はそうなのでしょうけど、そうじゃなくって、やっぱり私がずっと長年いろいろな団体で

活動してきた根本にはですね、都にして浦幌町、普通は都にしてじゃなくて、都みたいに

してっていうことじゃなくて何て言うんでしょうかね、住めば都という言葉ありますけど、

そうじゃなくって、自分たちでよくしてこの浦幌町を盛り立てていこうということで、ず

っと何十年もいろいろなことをやってきたんですが、今そういう精神的なことを言っても

なかなか理解をされないと言うんでしょうか、協力はもとよりいろいろなことで全然手出

しをしていただけない、働いているから、子どもが学校へ行っているからということでな

かなかうまく機能がしていかないということで、何とか先ほど課長の方からもお話あった

ように、いろいろな意味で心の改革みたいなのを、やはり手を抜かないでやっていってい

ただきたいと。 
 それで、有償であれば何か手伝っていただけるのかなと思ったり、何かいろいろ考えて

いるんですが、なかなかそれも難しくて何かいい方法がないかなというふうに思っている

んですよね。私自身のことを言って申しわけないのですけれども、このボランティアの団

体に重複して五つぐらい顔出ししてやってきて、大した力がないんですけど、長年、何十

年もやってきております。そういった気持ちというか、が通じない時代になってきたのか

なというふうに思っているんですよね。学習というのか、そういったことをやはりいろい

ろな意味で、視点を変えて勉強をしていく必要があるのかなと今の時代にふさわしいよう

なボランティアというものはどういったものがあるのかなって、それで有償ボランティア

制度みたいなのをやっていった方がいいのかなというふうに思っているんですよね。その

点については、どういうふうにお考えかなというふうに思っているんですけど。 
 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 ただいま福原委員長の有償ボランティアのご質問でございますが、

本来ボランティアというものにつきましてはですね、個々人が自分のできること、人が社

会に役に立つためには何ができるのかと、そこでですね、自分ができる範囲の社会に役立

つことを行っていくのがボランティアではないのかなというふうに考えられます。 
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 その中でですね、ただ有償というふうになってくると、それに言葉の表現がよろしいの

かどうかわかりませんが、それに見返りをつけてしまうというような形になってしまいま

すので、あくまでもボランティアという部分につきましては、その個々人がですね、何か

人のために、社会のためにできることは何なのか、そして私ならこういうことができると

いうような形で、自分みずからが社会に貢献するというような内容がボランティアだとい

うふうに感じておりますので、その辺のところを考えると、果たして有償というようなも

のがですね、そのボランティア精神というものに届いているのかというところについて、

ちょっと疑問を感じるところかなというふうに思います。 
 今、何かですね、町民の方がボランティアを行いたいというような気持ちがあれば、社

会福祉協議会にですね、ボランティアセンターの事業ということで、そこに相談すれば、

その方に合ったようなボランティアを紹介していただけるというような形になっておりま

すので、もしそういうような町民の方がボランティア活動を何かしたいということであれ

ばですね、こういう団体がありまして、そこでこういう団体がありますよというような紹

介をしていただけるということなので、ぜひそういうような社会福祉協議会のボランティ

アセンターの活用をしていただきたいと考えているところでございます。 
○福原委員長 町長。 
○水澤町長 有償ボランティアというのは、委員長言われているのは、前に除雪やなんか

でお年寄りが除雪してもらうのに、ただでやってもらうのは気の毒だと、それであまりに

も気の毒なのでやってもらった人にボランティア券みたいなものを発行して、お金ではな

くて、そのボランティア券を交換しながらボランティア活動に使えないかという発想が前

にあったんですよね。 
 そういう中で、有償ボランティアとかボランティア券を発行していこうという町も前に

確かあったのです。そういう中で、浦幌町としてもそういう取り組みをとれないのかなと

いうことも一時考えて、いろいろ話してみたのですけれども、なかなか交互に交換する券

の交換するというのは、どのようにやったらいいのかなというのがなかなか仕組みがわか

らないという、つくれないということがありまして、これはやらないということじゃなく

て、ちょっとこれは研究材料かなというふうに私も思っています。 
 そういう面でお互いに逆にやる人に対するのではなくて、やってもらう人が気の毒でボ

ランティアをやってもらったら気の毒すぎるという感覚が正直であれば、これまた本末転

倒の部分があるのかなと思っているものですから、そういうものも一つの研究材料ではあ

るのかなというふうに思って、ただ、その仕組みづくりがなかなか難しいというのがあり

まして、運用ができない、どうやったらいいのかなというのがどうしてもうまく考えつか

ないというのが現在のところであります。 
 ただ、私はそういうことも一つのお互いに交互にボランティアを交換できるものという

のも一つの方法でもあるのかなというふうな思いは確かにしているところであります。こ

れちょっと今すぐどうこうということは言えませんけれども、少し研究させていただきた
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いなというふうに思っております。 
○福原委員長 あとほかの委員さんの中で、何かありませんでしょうか。 
 差間委員。 
○差間委員 この資料の 14 ページの施策の内容、１社会福祉法人、ＮＰＯとの連携の中

でね、社会福祉法人が利用者に質の高いサービスを提供すると、こう書いてあるのですけ

れども、この部分でですね、社会福祉法人に働く方たちに対する町から支援と言うんです

か、そういったことはあるのか。それとも、今後そういう考えはあるのか。なかなか若い

人たちの働く場を町内にないという方とあるんだけどなかなか人が来てくれないという方

がいらっしゃるという、両方の意見が前に町民の方たちからいただいたのですけれども、

この点について質問いたします。 
○福原委員長 答弁願います。 
 保健福祉課長補佐。 
○佐藤保健福祉課長補佐 それぞれ担当いろいろちょっとあるのですけども、社会福祉係

の方としては、社会福祉協議会の方に事務局長、書記等の人件費の一部を助成をさせてい

ただいているところでございます。以上です。 
○福原委員長 課長補佐。 
○坂下保健福祉課長補佐 高齢者部門におきましては、社会福祉協議会で行っております

デイサービス、またうらほろ幸寿会で実施しております部分のデイサービス、これにつき

ましても介護保険制度で実施している中身でございますけれども、いずれにしましても平

成 24 年度に報酬額の改定がございまして、それに伴いまして実施するにあたり報酬額が

減少しているといった部分で現在も町の方で不足部分に対して助成をしているという形は

とっております。以上です。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 差間委員。 
○差間委員 こういった中でですね、そういう若い人たちがこういう法人の中で働きたい

という人がふえてくれば、これはもちろん町にとっても大変いいことだなと思うものです

から、この点についてその助成が若い人たちにとって十分なものかどうか、もう一度回答

願えれば。 
○福原委員長 今、仕事をしている方の若い人に対しての補助ということですか。今、答

弁いただいたように、報酬額の補助をしているということでは、だめなのですか。もっと

詳しく。 
○差間委員 施設のお年寄りの方たちにいろいろなサービスをする際、働く事業所が結構

ありますよね。その中で働いている人たちがなかなか人が集められないということを前に

聞いたことがあるものですから、そういったことでもうちょっと増額と言うんですか、そ

ういったことで町としてどうかなと。 
○福原委員長 答弁願います。 
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 保健福祉課長。 
○熊谷保健福祉課長 それぞれの高齢者施設、特老ですとか社会福祉協議会の中身の形な

のですが、いわゆる町としてそれぞれの人件費の分につきましては、それぞれ助成はさせ

ていただいております。あと人件費のそれぞれの職場におけるそれぞれの賃金等につきま

しては、それぞれの法人等の規約によってですね、人件費等が定められております。 
 ですから、それが十分なのか、不十分なのかというようなところにつきましてはですね、

私たち町がですね、判断するような内容ではないのかなと、それぞれの規約の中でうたわ

れていると思われますが、いずれにしろ、ただそれぞれの専門職で働いているところとい

う方々につきましては、資格が必要になります。 
 例えば、看護師、または介護福祉士とか、ヘルパーさんの資格ですとか、それぞれそう

いう資格が必要になってきております。そういうような資格を持っている方が町内の町民

の方になかなかおられない、そしていないということは、それぞれ人材が不足していると

いうような部分にもつながってくるのかなと思います。 
 今、私たちの町の中でもですね、いわゆる介護サービスを実施していただける職員とい

う部分について不足しているというような状況の中で、それぞれ苦慮しながら人材の確保

に努めているというところが現状にございます。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 ほかの委員の方で何かお聞きしたいことあったら。 
 ないようですので、議長の方で何かございませんでしょうか。 
○田村議長 特段何もございませんけれども、今日はそれぞれお忙しい中、所管調査にご

協力いただき職員の方にお礼を申し上げたいなというふうに思ってございます。 
 地方自治は、耕せど耕せど終わりなき地点が見えないものであるというような言葉どお

りでございますけれども、こうやって皆さんのご意見を聞いた中で、福祉事業、これも終

点なき仕事であろうということで、大変な思いでそれぞれかかわっていただいているので

あろうというふうに思ってございますけれども、それに絡めた中で、ボランティア事業、

基本的にはやっぱりボランティアは施した人が宣伝するのではなく、施された人が感謝す

るというのが本来のボランティアの姿であろうというふうに思った観点から、そのボラン

ティアに有償だとか、資金の調達だと、補助制度だとかというものは、これは恐らくなじ

まないものであろうというふうに考えてございますけれども、その中では、ここにもアン

ケート調査があるように、本当に困っている方というのは、この在宅介護、それと生活に

かかわってご相談があったという観点からみれば、これは本当に深刻に考えている人であ

ろうというようなことから考えれば、こういう方々のお力にどうやったらなれるんだとい

うようなことを基本理念に持ちながら、厳しいことであろうけれども、対応していただけ

たらありがたいなと、そういうことは担当課も理事者の方々もそれぞれよくつぶさに内容

を精査しながら進めていただけたら、こんなありがたいことはないのかなというふうに思

ってございます。以上です。 
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○福原委員長 今日は、お忙しいところ、モニターさん２名朝からお越しいただいて本当

にありがとうございました。一番初めにご紹介すれば良かったのですが、失念いたしまし

た。申しわけございません。 
 以上で理事者側の説明を終わらせたいと思います。どうもありがとうございました。 
 暫時休憩します。 
 

午前１１時２２分 休憩 
午前１１時３３分 再開 

 
○福原委員長 休憩を解きまして、委員会を再開いたします。 
 先ほど町の方の説明がありました。委員会報告にあたり所管事務調査ということでこれ

から皆様のご意見、それから言っていただいたことの整理をしていきたいと思いますので、

自由討議ということでこれからやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
 本件についての問題点と課題の抽出をしていきたいと思っておりますので、これに異議

ございませんか。自由討議ということで。 
（「異議なし」の声あり） 

○福原委員長 では、問題点及び課題の抽出で出た意見で解決のための委員会としての意

見があれば協議していきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。 
 河内委員。 
○河内委員 今日の各それぞれ発言したことをそれぞれメモっていると思うんだよね。そ

の辺をある程度確認をするということが大事で、あとそれに対するそれぞれの考え方があ

ればまとめる中で出していったらいいかなと思うんだよね。向こうからも答弁いただきま

したよね。 
○福原委員長 河内委員も見守りネットワーク、ふれあいサロンですとか、民生委員のこ

とですとか、いろいろと団体のことですとかっておっしゃっていました。本当に重要なこ

とで割とこれに携わっている人だったら本当にこれは大事なことばかりで、もう少し全町

民というか、真剣に考えていかなければならないと、行政ばかりで音頭をとっていてもな

かなかうまく回っていかないのではないかなと思っていますので、民生委員の勉強という

か、資質向上ということで、年６回ということになっておりまして、私ほかの町村を調べ

ましたら、民生委員の名前から住所から電話番号から一覧表になって出てきているんです。 
 浦幌町を調べましたら、なんの情報もなかったのです。ただ 24 名ということで、新年

の広報うらほろに１回名前が出ますよね。それを全部見て覚えている方というのは、なか

なか、きちっととっている方はとっているのかもしれないのですが、自分の町の民生委員

はどなたで、どのような仕事をしているかということは、なかなか把握しづらいのではな

いかと思います。 
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 私は、今の時代ですから、こういうふうに民生、児童、それから主任児童委員は、こう

いうような仕事をして、こういうメンバーでやっていますよというものを開示していって

いいと思う。公の仕事ですのでね、個人情報には私はあたらないというふうに思っている

んですけど、こういう所はいかがでしょうか。 
 河内委員。 
○河内委員 よく町のいろいろ委嘱された場合に玄関に札、シールとか張っていますよね。

これ民生委員さんは何か貼ってあるのかな。玄関とかそういうところに。 
○福原委員長 貼っていないですよね。 
 差間委員。 
○差間委員 やっている人は知っているけれども、どこかに置いてあるのかもしれないけ

ど。 
○福原委員長 そういう情報開示の中にも入るんですけどね。 
 阿部委員。 
○阿部委員 ある程度まとめて報告する段取りにしていかなければいけないと思うので、

かいつまんででもいいからね、やはりやっていったらいかがでしょうかね。あまりポイン

ト、ポイントでいいのかなと。あとはそれをきちっと悪いけど、委員長がまとめていただ

く、あとは録音したものを抽出して大体外れていないかなという程度でまとめていただく

形でいかがですか。 
○福原委員長 今、そういう話があったのですが、以前にみんなできちっと所管の内容等

も審査しながらやっていこうということでしたので、もう少し何か詰めていただいて。 
 河内委員。 
○河内委員 委員長が民生委員なら民生委員のことでこれから出た意見の中で、いろいろ

ご意見もらった中で、肉付け、固めていただければ、まず民生委員からやってください。

１件、１件やっていった方がいいんじゃない。必要な質疑があった部分。 
○福原委員長 ということですので、民生委員のことでちょっと皆さんのご意見を伺って

いきたいと思います。資質の向上ということで河内委員の方からお話がありましたけど、

年６回二月に１回は集まっていろいろな情報交換をしながら新人さんも含めて勉強会をし

ているということですが、この具体的に民生委員の話されている内容というか、学習して

いる内容は把握していないのですが、たぶん資質の向上を図っているんだろうと思ってい

るんですよね。 
 河内委員。 
○河内委員 委員会としては、より資質の向上を高めるための研修は、もっと充実させて

いってほしいということですよね。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 河内委員。 
○河内委員 やっている方にあまりプレッシャーかけるのもあれだから、ほどほどの表現
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でいいかなという気がします。 
○福原委員長 民生委員、児童委員、主任委員の資質。 
 河内委員。 
○河内委員 それから人数とか、少なくとも委員の人数だとか、３年任期、そして８名が

新しくなったと、そういうものは記載した方がいいと思うのね。案外、わかっていないこ

とだと思うので。 
○福原委員長 ８人が新規任命者、より資質の向上の充実を図っていただいて、３年任期

24 人（８人が今年度の新規任命者）ということにして、いいですか。 
 河内委員。 
○河内委員 そういう表現でいいと思います。委員長、表現については多少手直しは。 
○福原委員長 今後の活動に期待するというような、ますますの。 
 河内委員。 
○河内委員 事前のあれだよね、民生委員さんについては、日ごろいろいろ努力に対して

敬意をはらっているというようなことにも一文加えた中で、その今後のあれということで

申した方が、やられている方としてはあまり指摘ばかりされるんじゃあれなので。そうい

う表現がいいんじゃないですかね。 
○福原委員長 日ごろの活動に敬意をはらい、より資質の向上の充実を図っていただき、

３年任期で 24 名、今後の活動に期待するというようなことを民生委員さんの所見の一つ

として掲載したいと思います。よろしいですか。 
 あとは、見守りネットワーク事業のこともありました。貸付事業のことはわからないと

いうことでしたが、これはあんまり私年に何回しているとかって把握できなかったですね。 
 河内委員。 
○河内委員 貸付については、社会福祉協議会の担当なので、内容については把握してい

ないという答えだったんだけれども、やはりこの辺についてもやはり連携の中で当然把握

する人は把握しておかないと、社会福祉協議会から情報をいただいた中で、適切なアドバ

イス、対応ができるために、その辺の連携というのはやはりもっととっていただきたいな

という感じはしたね。担当が違うので掌握していないということで、それだけで終わっち

ゃったので、その辺もうちょっと町としても福祉課もその辺まで情報を得れるところは把

握しておいてほしいなという。 
○福原委員長 それでは、貸付制度も起用されていますけれども、社会福祉協議会の窓口

であると、横の連携を密にしながらこういった現状も密接なアドバイスをしていただきた

いということでね、よろしいですか。あと河内委員のふれあいサロンですね。 
 河内委員。 
○河内委員 ふれあいサロンがコミバスの利用というか、コミバスを利用しやすいような

対応をしてほしいということで質問したんですけど、今後検討していくというお答えはい

ただけたのかなと。特にコミバスだけにかかわらず、サロン、実際されている方の要望や
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ら意見を聞きながら、今後対応は考えていきたいというようなお答えいただいたのかなと。 
○福原委員長 コミバスと循環バスと同じことですよね。 
 河内委員。 
○河内委員 コミバスの中に循環、同じことだね。総称でコミバスだけど、市街地循環バ

ス、それと郊外部の予約運行乗合バス、二本柱なんだよね。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 副町長がね、今年度も実証試験していきますと、可能性を探ると。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 郊外型については予約型だから、何々地域は何曜日と決まっているものだか

ら、サロンに集まる方は何月何日何時ということで集まるものだから、その地域に当ては

まらない人はそれを利用できない、そういう対応がコミバスにこだわらずその辺の対応は

今後サロンと協議した中で十分意見をくみ上げていきたいというような言い方はしてくれ

たので。 
○福原委員長 ふれあいサロンというのは、福祉協議会の事業ではまなすのボランティア

の方が各班にわかれて、１カ月に２回ですね、食事をつくると。それでそこの福祉センタ

ーに集まることが難しくなった、光南地区の例とって申しわけないのですけれども、結局

遠くて車もない、自転車も乗れないという方がふえてきたものですから、光南地区で昼食

会を催したということなんですよね。 
 その昼食会は、光南地区は町の方の福祉協議会じゃなくって、町の方のお金というか、

予算というか、１食 300 円で個人負担が 200 円ということでやっているんですよね。 
 要するに遠くて行けないからこちらでもやったというのが初めのスタートだったんです

よね。一番遠い方で十勝太から来ているおばあさんというか、方がいらっしゃって、その

方は旦那さんに送ってもらって光南のお食事会が楽しいからっていうふうにして来てくれ

ているんですけど、その辺もたくさんいればいいんですけど、一人であればなかなかバス

まで利用できるか、できないかということがね、難しい。 
 河内委員。 
○河内委員 できれば、例えば常室だとか、十勝太だとか、そのサロンの日程に合わせて

時間に到着できるようにずっと回って、ひと月に１回か２回でしょう。 
○福原委員長 １回ですね。 
 河内委員。 
○河内委員 １回でしょう、だからやり方によっては、そういう細かい配慮になるけれど

も、やってもらいたいよね。足のない人がそこへ集まると言えば。 
○福原委員長 これも課題ですので。 
 河内委員。 
○河内委員 前向きに検討していただきたいということで、向こうも全く拒否したわけで

はなくて、副町長言ったように。 
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○福原委員長 対応、検討しますということですよね。これも４点目として、あと差間委

員の方では。 
 差間委員。 
○差間委員 協働という言葉ですね、協働というのは、町がやる事業にね、町民が協力す

るだけが協働じゃなくて、町のやる事業に支援と言うんですか、住民の支援に対して喜ん

で町民が受けると言うんですか、積極的に町の社会福祉協議会、町の福祉課の事業に町民

が受けていく、そのことも協働だと私申し上げたんですけれども。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 本当は違うと思うんだよね。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 ただ、どうしても協働と言うとね、町がやる事業にね、町民が積極的に協力

していく、町と一緒に活動していくというのが協働という考え方なのですけれども、それ

だけじゃなしに。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 逆もあるのではないかと思う。例えば、今言ったボランティアでやり出した、

それに対して町はね、ボランティアここまでやっているんですよというものがあって、町

で私が言いかけた部分だったんですけど、例えば、黙って経緯を認めて保険なり、それに

対する努力に対して、何かあった時には町で面倒みますって、安心してボランティアやっ

てくださいよというものが必要なんだろうと、私は思います。 
 それに対して、先ほど議長が逆の指摘があったのですけれども、やはりマンパワー出し

ますよと、だけど金銭的なものについてはね、ある程度公の方でみていただけるというの

が私はいいのかなと、それも協働の一つじゃないのかなと、私はそれが言いたかったんで

すよね。言い方ちょっと違ったんですけど。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 ただ、私が言ったのはね、例えば、津波避難、もうすぐ厚内でもやるんです

けれども、今度は行政区でやるんですけれども、やっぱり話するとね、いや私はいいよと。

そういうお年寄りの、その点でより最前線にいるＮＰＯとか福祉事業の人たちがですね、

積極的に町民にアナウンスをしていただかないと、いやそんなに私のことを世話してくれ

なくてもいいからって、こういったお年寄りが意外と多いのでね、その点を強く町の方か

ら繰り返し、繰り返し言ってもらって、そうすると、私たち地域に住んでいるものも声を

かけるとそうだねって相手も言ってくれるという、そういったことで協働という言葉を広

く。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 僕らはさ、さっきの差間委員の反対するわけじゃないんだよ。やっぱり普段

からそんなことを私たちが言うと上から目線で物を言ったりする場合もあるんですけど、

立場を考えないで言う時ね、だけど実際そのことによって例えば無我夢中に、例えば消防
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団の人たちが絶対に行くぞと言った時に、その消防団に二人来たらさ、下手すると犠牲は

３人になるかもしれない。ばあちゃんが固持することによって、じいちゃんが固持するこ

とによって、そのことをやっぱりね、行政ばかりじゃなくて、普段我々生活している人た

ちもやっぱりある程度やっていかなければならないのではないかなと思うのが。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 地域に住んでいる者としてね、そういう機会があるたびに声をかけているん

ですよね。でも、そのたびにいいよってこう言われるのでね、これが例えばお金借りる件

にしてもね、いやぁそんな借りなくてもいいよと、そういうこともやっぱりあるんですよ。 
 だから、あんた借りなさいよというのではなくて、町がこういった事業をやっているよ、

私たちの関係でね、北海道もこうやってやってくれているよと、「そうだな、じゃあ私利用

しようか」というふうに乗り出してくれることも僕はね、協働の一つじゃないかなと考え

るものですからね。 
 だから、町のやっている事業によし、積極的に出かけて行って、自分も町のやっている

事業、自分たちも協力して進めていくんだという協働と、そういった支援と言うんですか、

そういったことを喜んで受ける、考えること自体も協働という言葉でなっているのではな

いかなと考えているものですから。 
○福原委員長 そうですね。私もそう思います。せっかく町で事業を立ち上げても、なか

なかね、参加が少なくって、断ち切れになる事業もありますので、やはり町民の意識の改

革と言うんでしょうか、必要でないかなと思っていますよね。 
 河内委員。 
○河内委員 あと行政区長会議において、見守りネットワーク事業への協力を依頼し、ま

ずは隣近所から行政区の地域福祉の浸透を図っておりますということでありますが、12 ペ

ージです。現状ということでね、しかし、まだまだ行政区におけるこの見守りネットワー

ク事業への協力依頼ということはですね、実際は不自由分だと思うのですよ。それで私は、

これに関連して振興助成金が減額されているんだけれども、ボランティア的な活動を行政

区でもっと浸透させるために、振興助成金を増額するということじゃなくても、何らかの

形で行政区へお願いするということで、こういうことが積極的にやっている行政区につい

ては、何らかの助成はどうですかということ、私お願い言ったのだけれども、町長は、私

と考え方を違うことにしているようなんだけれども、その辺について皆さんどうとらえた

か。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 これは町長はっきりと考え方が違うとおっしゃっていましたね。僕もびっく

りしたんですけど。やっぱり、この資料の中にもはっきりと書いてあるんですよね。例え

ば、15 ページの上の方の課題ですか、最後のページの課題一番後ろの二行、やっぱり私た

ちの浦幌町は、こういった状況に陥っているということでね、そのボランティアのメンバ

ーの固定化、人材不足や世帯数、会員減少で地域活動に支障が生じているってね。 
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○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 だからどうするんだって、それが明確に曖昧なんだよね。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 町としてこう考えているという返事もらうだけだったら、こういう委員会は

ね、ちょっと弱くなってしまうんじゃないかと。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 努力はしているんだけれども、その成果というのは表れていないで、ボラン

ティアどんどん若手のボランティアも含めて生まれてきていないのが現状なんだけどとい

う認識はしているんだけど、現状認識は。 
 じゃあそれを変えて、協働のまちづくりのボランティアをもっとふやすために、どうし

たらいいかという提案というのは、なかなか見えてこないんだよね。この資料ではね。 
 私は、行政区へ助成金の交付をしているんだけれども、何らかの形でもっと行政区へ助

成したらどうですかということを申し上げたんだけど、それとはちょっとイコールで考え

るのはちょっと違うという、言われ方をしたんだけれども、ただこの辺の努力が必要なこ

とは確かなんだよね。行政区の見守りネットワークの充実だとか、どういう形でそれをし

ていただけるのかな。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 ほかの部分ではね、課長からもいろいろね、この部分だけははっきりしまし

たからね。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 ただ、表現としては行政区の地域福祉の浸透を図っていってほしいというこ

とは向こうも認めていることだから、これは的確に言っていいと思うのね。 
○福原委員長 振興助成金の増額も含めてですか、それともそれは触れないで。 
 河内委員。 
○河内委員 増額も一つの方法として助成金の増額か、もしくは表現的にはボランティア

についても行政区として上乗せも考えていいのではないかなと、そこまで言わなかったな。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 ボランティアという言葉にかかげて、ボランティアってさ、私はあんまりい

い意味にとっていないんだよね、はっきり言って。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 また何らかの形で言葉で表現しないとならなかったらボランティアという言

葉になっちゃわない。そのやっていることを表現しないとならないと、適切な言葉ある。 
 だから一応ここの表現としては、見守りネットワーク事業での行政区のかかわり、恐ら

く地域活動というくくりでいいよね。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 ボランティアと言うとさ、無償ということになっちゃうから、やっぱり地域
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活動への何らかの支援。 
○福原委員長 私、区長会に顔を出したことないんですけど、協力団体の一番上に行政区

って入っているんですよね。必ず区長会の時にこれ持っていって説明しているんでしょう

か。区長って大抵当番制でね。 
 河内委員。 
○河内委員 区長会でこういう資料をもらったこともないし、区長が説明したことはない

です。私、ここ３年、毎年出ているけどないです。 
○福原委員長 そうですか。それはちょっと困る。 
 河内委員。 
○河内委員 ただ、区長会で説明していることは、行政区でやった行事と会計報告。 
○福原委員長 町内でなくって、連合区長会でこれ使っているかどうかの問題は。連合の

ありますよね。 
 河内委員。 
○河内委員 だから連合区長会でこれを周知してほしいということであれば、当然、区長

はあれでないの、ただ連合区長会がいつ行われているのかね。新しい新任の時に行われて、

結局総会が３月だから、ぐるっと回って３月になっちゃうんだよね。で、変わっちゃうか

ら、その変わる前に前区長がこのことについて把握していて、説明終わる前にお願いしま

すということで説明するべきなのか、新しい新任の区長さんじゃないとね、やっぱり聞い

てるのは今までの終わろうとしている区長さんだよね。１年回りのね。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 普通は、４月の連合区長会やるよね。それか、その後区長、昔研修旅行行っ

たと、その時にやるかどうかどっちかだよな。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 ただ、行政区の総会でこのことの説明はあったことはない。私は。行政区は

ない。だけど、行政区でなかったら何も意味ないじゃん。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 基本的にはそうだ。ただ、このもの自体は、広報で回って入ってくるから。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 ただ、周知徹底を図りましょうということであれば、行政区で説明しなかっ

たら意味ないじゃん。ただ回覧しただけで。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 言っていることはわかるんだけど、町としてはもう区長に渡すもの、ほとん

どのものが毎月毎月のものはさ。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 区長がこのことを投げかけることによって、じゃあうちの行政区って誰がそ

ういうことやっているのということになったら、区長さんやっているのということも含め
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て、質疑がでるじゃない。そういうふうにして、深めていかなければならないけども、そ

ういったものはないよ。 
○福原委員長 こういうものはせっかく見守りネットワークのは、絵に描いた餅みたいな

もの。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今、区長さんについての話はその時に出なかったからあれなんだけど、一応

区に対しての自主防災の云々くんぬんというのがあったよね。その時にちらっと説明もら

った気がするんですけど、ちょっと自分で書いていないんですけど。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 私は、そのことは言ったよ。今のような言い方はしなかったけども、ここの

行政区の福祉の浸透を図るために、振興助成金の増額か、またはボランティア的な何らか

の要素で補助をしたらどうですかということは言っているよ。 
 それは振興助成金の本来的な意味合いとボランティアの意味合いは、違うという理解す

るのでっていうことで言われたけれども、ただ、ここできちっと掲載、ここに提示してい

るのでね、浸透を図っていきたいということは、町も考えているので、その方法が違うだ

けで、それは当然うちらとしても浸透を図っていただきたいということでの要請はしてい

いんじゃないの。図っておりますって書いてあるんだから。だけど図っていないんだから。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 さらに図っていただきたいというしかない。それでまず行政区に対してはオ

ッケー。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 行政区の問題についてはね。 
○福原委員長 大体皆さんのニュアンスはわかりましたので、あとどうやって文字にする

かどうか。本当に浦幌町も高齢化でなかなかこのボランティアサークルも減少していって

いるのが現実ですよね。参加者が。 
 阿部委員。 
○阿部委員 とりあえず次いきましょう。 
○福原委員長 これも何らかの形で織り込むと、振興助成金のこと。あと自主防災のこと

もある程度きちっと入れておきたいのですが、いかがですか。 
 河内委員。 
○河内委員 今委員長ね、直接的な言い方じゃなくて、一つの方法として考えられるが、

今後はその方法は検討が必要というふうな、そういう表現して。町長は、それ考え方違う

よって言ったんだからね。一応検討が必要だということで、主張としてはそういうことで、

一つの方法としてはあるが、その方法については慎重な検討が必要とか何とかって。あん

まり独断的な指摘ばかりしちゃうと、あれだから。その辺やんわりと言ってください。 
○福原委員長 自主防災のことでちょっと入れておきたいのですが、十勝太で設立したと
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いうことで厚内も避難訓練はしていますけど、できていないんですね。自主防災組織はね。 
 差間委員。 
○差間委員 組織はできていません。 
○福原委員長 やっぱりこの自主防災も各課で持っているんですよね。総務課は総務課、

まち政はまち政、福祉は福祉で。横断的だから私これ一本化して何人か本当にうまくでき

れば。 
 河内委員。 
○河内委員 横断的な組織が必要じゃないかという、縦割りすぎるから。課題としての指

摘でいいんじゃない。今後、横断的なそういった検討が必要ではないかという。 
○福原委員長 自主防災も各課ばらばらと言ったら怒られるけど、各課で検討されている

が。 
 野村委員。 
○野村委員 簡単に、自主防災組織の早急なる構築をさらに進めるべきだというふうに。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 その方があんまり深く入っちゃうと、総論的な方がいいかもしれない。 
○福原委員長 自主防災の早急なる構築を各課で入れたら悪いですね。早急なる構築を検

討されたい。 
 河内委員。 
○河内委員 町は総合的にというか、各課横断ったら、総合的に。 
○福原委員長 今、７点ばかり出ました。 
 野村委員。 
○野村委員 地域活動及びボランティア活動のさらなる支援充実をすべきである。そして、

なおかつ現在行われている地域出張説明会のさらなる充実を図るべきである。その中に、

今言ったような、先ほどのパンフレットの案内だとか、そんなもの含まれてくるので。行

政活動の説明を積極的に。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 空き店舗のサロンって、いいと思うよ。必要だと思うよ。年代を超えた世代

間を超えたコミュニティ。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 別に十勝太だろうが、常室だろうが、活平だろうがいいんだけど、やっぱり

その地区、地区に３人でも５人でも集まればサロンなんだよ。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 その一つの例としてそういうのもあるんじゃないかというのでいいと思うよ。

よく大樹町も出たことあるし、何町村かある。空き店舗を利用したサロン。年寄りが気楽

に寄っていって、お茶を飲んで情報交換するという。 
○福原委員長 有償ボランティアのことはどうします。入れますか。 
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 河内委員。 
○河内委員 検討課題ということで、今後載せといたらいいんじゃない。 
○福原委員長 町長は研究しますと言ったんですよね。 
 阿部委員。 
○阿部委員 言ったんだけれど、こっちの所見として出すのは。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 今日、検討課題として今後も協議を続けてほしいということでいいんじゃな

い。検討していってほしいという表現で。 
○福原委員長 浦幌町内の有権、ボランティアしたら１回 300円のあれが出ますよという。 
 河内委員。 
○河内委員 その方法はね、町長は今はちょっと資料不足なんでどういう方法がいいのか、

ちょっと考えあぐねてるんだという表現してたからさ、だから当然、進めて検討していっ

てほしいよね。それは指摘していいんじゃないですか。 
○福原委員長 今９点ばかり出たのですが、１点目が日ごろの活動に対して敬意をはらい

ながら、民生委員さんのより資質の向上の充実を図って、言葉前後しますけど、３年任期

で 24 名の今後の活動に期待するということ。２点目は、見守りネットワークのことで、

連合区長さんのこと、ここで直接言っていいのかということですね。行政周知しているか

ということで、これ見たら一番先に名前が出てきたのに、町民にも行政区長さんにもこう

いうものが周知されていないということで、非常に。 
 河内委員。 
○河内委員 行政区での地域福祉の浸透ということで、その具体例として見守りネットワ

ーク事業への協力。 
○福原委員長 後から言葉にして、皆さんに見ていただきます。それから３番目がふれあ

いサロンのことですね。郊外のコミバスの件と市街地の循環バス、ふれあいサロンの連動

はできないかということですね。利用できないか。 
 それと４番目が貸付制度ということで、福祉協議会の事業であるが、横の連携を密にし

ながら、適切なアドバイスを町としてやって、アドバイスをしてほしいという言葉じゃな

いですよね。 
 河内委員。 
○河内委員 何々されたいとかという表現。 
○福原委員長 ５番目が協働ということで、差間委員の方の町の事業に積極的に参加する

のも協働であると、自主防災活動も含んだことをここで織り込んでいきたいと思っていま

す。６番目が振興助成金の増額の件なのですが、ボランティアも含めた何らかの形で、地

域福祉の振興を図っていくために、増額と書いていいかわからないのですが、必要ではな

いかというようなことを盛り込んでいきたいと。 
 河内委員。 



- 47 - 
 

○河内委員 増額というよりも、支援とか何とか。そういう方がいいのでは。 
○福原委員長 ７番目、先ほども自主防災が協働のところで出てきましたので、５番と７

番、ドッキングさせまして自主防災も早急に構築を検討されたいと、総合的に考えていっ

ていくべきだというようなことですね。もう少し検討してみます。 
 ８番目、野村委員の地域の活動として、空き店舗などの利用、コミュニティ、それから

ふれあいサロンみたいに利用することもあってもいいのではないかというような更なる検

討を望むということです。 
 ９番目に有償ボランティアとして、今後この時代に合ったような点数制度というか、と

いうものを考慮もしていく必要があるのではないかということもどこかに織り込んで、嫌

みのない程度にこれも織り込んでいきたいと思います。 
 ドッキングさせるところもありますので、いま９点ばかり挙げたのですが、こんなにた

くさんのことを盛り込んでしまっても町の方もいろいろと対応に大変じゃないかなという

ふうに思いますので、大体皆さんの意見、こんなことなんですけど、いかがでしょうか。 
 あとほかに一度活字にしまして、またファックスなり郵送なりしますので、よろしいで

すか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 少子高齢化というのを文章に入れたほうが。 
○福原委員長 そんなことで、少子高齢化入れたほうがいいですね。 
 課題ここに出てきていますので、その中からも少し言葉をいただきながら、まとめてい

きたいと思います。 
 河内委員。 
○河内委員 それでね、私さっきの時これも言っているんだけど、その中の総論的なとこ

ろでの文脈の中の要点としてね、これも１週間ぐらい前の話ですから、さっき基づいてボ

ランティアについては、要介護のボランティアについては、わかっているよね。 
 2025 年度の人口推計に基づいて、老人福祉介護医療政策の見直しを図っていくことを、

はっきり国が指摘しているんですね。そんなようなことで福祉サービスへのボランティア

の積極的活用ということを示してるんだよね。 
 だからその辺も載せれたら載せたほうが、大局的にもうそういう時代に入っているとい

うことで、どこかに載せれたらどうかなと。 
 文脈の中で、あまりちょっとちぐはぐになるようだったらやめてください。 
○福原委員長 あとほかに何かありませんか。 
 ないようですので、長時間にわたりまして、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査、

以上で閉じたいと思います。本当にありがとうございました。 
 

閉議 午後 ０時２２分 


