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     ◎開会の宣告 

○ 委 員 長 （ 玉 井 昭 一 君 ）  建 設 厚 生 常 任 委 員 会 協 議 会 を 開 会 い た し ま す 。              

（午後 １時００分） 

  

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明を求めます。辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 本日の協議会の提出議題は、第２次白老町地域福祉計画の案につ

いてのご説明でございます。白老町地域福祉計画につきましては、福祉関係の計画として高齢者保

健福祉計画あるいは障がい者計画ございますけど、それを束ねるような位置づけになります。白老

町における地域福祉計画を推進するための施策の展開の基本となる計画でございます。またこの計

画は地域福祉法第 107 条に基づく計画でございます。第１期の計画につきましては平成 17 年３月に

策定されておりまして、平成 21 年度で計画期間終了ということで、平成 22 年度からスタートとい

うことで、若干 22 年度食い込んでございますけれども、昨年 21 年度計画策定委員会を編成し、一

応４回の委員会を開催した経過の中で本日ご説明する案をまとめたというような経過になってござ

います。内容につきましては、担当のほうからご説明させていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 渡辺主査。 

○健康福祉課主査（渡辺博子君） それでは、第２次白老町地域福祉計画の中身についてご説明し

ます。まず、１ページの第１章計画策定の背景についてのご説明でございます。第１期計画策定か

ら５年余りの間、不況による低所得者の増加や失業者の増加。また少子高齢化の進行により、支援

を必要としている人が増加しています。このような社会状況の中、白老町も例外ではなく、人口減

と高齢化が進み孤独な高齢者の増加や近所づきあいが希薄になるなど支援を必要としている人が増

加しており、このような人に必要なサービスが届くような仕組みをつくり上げていくことが求めら

れています。このような背景から人と人とのつながりを見直し、お互いに支え合う地域づくりを実

現するための方策として第２期白老町地域福祉計画を策定します。 

２ページになります。計画の位置づけにつきましては、先ほど部長が申しましたとおり、社会福

祉法第 107 条に基づく計画でございます。この計画策定については、国や北海道の施策との整合を

図るのはもちろんでございます。また、第４次白老町総合計画に即する計画をつくっていくととも

に、より具体的な取り組みをなしていく社会福祉協議会の地域福祉実践計画とも整合性、連携を図

りながら第２期計画を策定していきます。まず、表の説明になりますが、第４次白老町地域福祉計

画、これが上位計画になりまして、それに即しての計画ということになります。その下に地域福祉

計画があり、高齢者保健福祉計画や介護保健事業計画、障がい者福祉計画、次世代育成支援行動計

画などを包括する計画と位置づけることになります。 

３ページになります。計画の期間でございます。地域福祉計画の期間については、第１期が平成

21年で終了しましたので、第２期計画は平成 22年度から 26年度までの５年間としています。なお、

社会的な情勢の変化を踏まえて、毎年計画の進捗状況を点検しながら、必要に応じて計画の一部修

正を行なうことも考えています。地域計画は平成 26 年度に見直しを行なって、平成 27 年度からの
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計画となります。計画の策定体制については、地域住民のニーズを把握しながら計画に反映してい

くことになりますので、先に町民意識調査をいたしましたが、その意識調査の結果や日ごろの業務

において把握している地域住民のニーズなどを把握していく考えでおります。 

第２章で地域福祉をとりまく現状と課題です。白老町の人口、高齢化率、要介護認定者数の推移

をご覧いただきたいと思います。４ページになります。人口は年々減少しており昨年の 11 月末現在

で２万人を切り１万 9,954 人になりました。介護保健事業計画にも載せてございますが、平成 26

年には１万 8,589 人になり予想が立てられております。反面、高齢者数は年々増加を続けており、

人口に占める 65 歳以上の高齢化率も昨年 11 月現在で 32.31％。将来推計は平成 26 年で 39％となっ

てございます。次のページになりますが、地区別高齢化率は、石山地区の 44％を筆頭に北吉原地区、

竹浦地区が高い現状となってございます。これに伴い、介護を必要とする要介護者数も増加を続け

ており、平成 20 年度末 1,021 人で介護保健制度がスタートした平成 12 年度と比較して約 1.7 倍と

なっています。11 月にはさらに増加して 1,042 人で 65 歳以上の高齢者数に占める割合は 16.16％と

なっております。年少者数は年々減少しており11月末現在で2,006人。人口に占める割合は10.0 5％

となっております。また障がい者数についても身体、知的、精神のいずれをみても増加しており、

11 月末現在で人口の 8.12％、1,622 人が障がい者手帳を所持しております。生活保護世帯数は横ば

いですけれども、高齢者の単身世帯が増加傾向にあります。続きまして、地域福祉に関する町民の

意識調査についてですけれども、この調査の集計結果については、佐々木より報告させていただき

ます。 

○委員長（玉井昭一君） 佐々木主査。 

○健康福祉課主査（佐々木尚之君） ７ページ、４番地域福祉に関する意識調査の概要ということ

で、私のほうから説明させていただきます。本町企画政策課におきまして行なっております、まち

づくり町民意識調査におけるアンケート対象者に対し、地域とのかかわりなどの実態を調査し、計

画策定の基礎資料を得る目的で調査を実施いたしました。調査対象は 20 歳以上の白老住民全体、無

作為抽出で 700 人に対し、郵送により行なっております。調査回答数におきましては 243 件。回収

率 34.7％でありました。次に調査回答の結果につきまして、上位回答のみ報告させていただきたい

と思います。①近所との関係ということでつき合いの程度について調査いたしました。近所との関

係につきましては、顔を合わせれば挨拶するが 89.7％であり、次の８ページ、②近所とのつき合い。

こちらの近所とのつき合いにつきましては、ほぼ満足しているが 54.3％となりました。次、③地域

とのかかわりの必要性。どのようなとき必要と思うかということで調査を実施いたしまして、この

場合災害が発生したときが 68.3％となっております。次９ページ④不安に思うこと。今現在生活で

一番不安に思っていることは何ですかという問い合わせに対しまして、老後の生活が 37.1％と最も

多く回答をいただいております。次、⑤困ったときの相談相手はどなたになりますかということで、

家族、親族が 83.1％と最も多く回答をいただいております。次、11 ページ⑥日常生活が不自由にな

った場合、誰に手助けを求めるか。こちらの回答におきましては、家族、親族がやはり最も多く

88.5％となっております。次、⑦に日常生活が不自由になった場合、してほしいことはどのような

ことですか。回答では急病時の対応をしていただきたいという回答 65％と最も多くいただいており
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ます。次、12 ページ⑧地域で安心して暮らすために、あなたができることはどのようなことですか

の問いに対しまして、安否確認の見守り、声かけが 54.3％と一番回答していただいております。次、

⑨助け合いで必要なこと。地域での助け合いを活発にするために必要はなことはどのようなことが

ございますかという問いかけに対しまして、地域における支え合い活動の充実が 35.5%と最も回答

をいただいております。次、13 ページ⑩町が取り組むべき福祉施策ということが、町が優先的に取

り組むべき福祉施設については、回答として健やかに暮らせる地域づくりを求める回答が 21.4%と

一番回答をいただいております。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 渡辺主査。 

○健康福祉課主査（渡辺博子君） 続きまして、第３章のこれまでの取り組みについてです。第１

期計画の施策に掲げておりました計画は大きく３点ありました。１点目は地域福祉活動の推進。２

点目は総合的、横断的な保健福祉サービスの推進。３点目は白老町のパートナーシップ社会の形成

についてであります。それぞれの取り組み状況を振り返ってみました。１点目の地域福祉活動の推

進は、さらに地域福祉活動の創出と活動の促進と福祉教育の推進とに分けられておりました。主な

取り組み状況としては、地域福祉活動の創出のほうは老人クラブや町内会、婦人会、子供会でのワ

ークショップの開催、社会福祉協議会内にボランティアセンターを設置。ボランティアセンター広

報誌を年４回発行。町内会連合会内に設置しているまちづくり活動センターにおけるＮＰＯの活動

支援。社会福祉協議会と町内会との連携による避難訓練、災害訓練の実施となっております。福祉

教育の推進では、21 年度までは隔年で社会福祉大会を実施。22 年度からは毎年実施し、高齢者や障

がい者らの交流の場をつくることを予定しております。後はふれあいサロンの開催、新たに親にな

るための教室の実施、小学生から高校生と乳幼児との交流、ボランティア体験学習の実施、ヘルパ

ー講習会の実施ということが主な実施内容です。取り組みが十分でなかった項目も載せてございま

す。十分でなかった項目としては地域福祉人材バンクの整備と地域福祉コーディネーターの配置で

ございます。実施しなかった理由としては、既存の機関で例えば行政を初めとして社会福祉協議会

や民生委員協議会、町内会などの体制をより充実してお互いに連携を強化して地域福祉を推進して

いくことはできないだろうかと考えております。その体制が整備された上で、やはり人材バンクと

かコーディネーターが必要であればそのときに配置することを検討しようと考えております。後ほ

ど第２期計画の施策についてもご説明しますけれども、第２期計画ではこの各機関の連携強化を重

点施策としております。施策２点目の総合的、横断的な保健福祉サービスの推進は白老町地域福祉

ケアシステムの構築とサービス利用者の権利擁護に載せられておりました。主な取り組み状況は、

白老町地域福祉ケアシステムの構築では、小地域ネットワークの結成 20 年度末で 106 町内会のうち

62 チーム、結成率は 68.5%となっております。小地域ネットワーク結成促進のため、未結成のとこ

ろには周知文を送付しております。また、要望に応じて町内会の説明会を開催しております。高齢

者福祉、母子保健、障がい福祉の各相談窓口を健康福祉課に設置しております。相談窓口の促進の

ために広報などを利用し、周知を図っております。サービス利用者の権利擁護については、個々の

ケースに応じて担当職員による制度の利用促進を実施しております。また、利用促進のために広報

などを利用して周知を図っております。取り組みが十分でなかった項目としてはコミュニティー・
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ソーシャルワーク体制の構築です。これも各機関の連携を強化して対応できるのではないかと考え

ております。続きまして、17 ページになりますが、施策３点目の白老町のパートナーシップ社会の

形成についてですが、これについては社会福祉協議会と連携体制の推進と行政と住民とのパートナ

ーシップによる地域づくりに分けられておりました。主な取り組み状況としては社協との連携体制

の推進の中では地域福祉を推進する中心的役割を担う社協活動の活動支援のためのまちから補助金

を支出しております。また民間団体やボランティアなどの自主グループとの連携を図るため情報を

共有化しております。行政と住民とのパートナーシップによる地域づくりについては町内会や民生

委員、児童委員との連携により見守り声かけ活動等の実施を行なっております。ボランティアセン

ター設置に関する補助金支出により住民自らが実施する福祉活動を支援しております。小地域ネッ

トワーク結成促進のために社会福祉協議会と連携し地域福祉活動を支援しております。大体この項

目については、おおむね実行できたのではないかと考えております。18 ページになります。今申し

上げました第１期計画の進捗状況とか町民意識調査をもとに現状の分析をしました。地域福祉に関

する主要な課題の整理をして、第２期計画における重点課題を４点上げております。まず１点目、

重点課題１として、地域における支え合いの充実です。中身は地域におけるネットワークづくりや、

各団体との情報交換の機会をふやし、声かけ運動、災害時に備えた取り組みなど地域の支え合いを

推進していく必要があります。その中で具体的な課題として地域におけるネットワークづくり、い

ろんな団体との声かけ運動、見守り体制の充実。災害時に備えた防災体制の推進を上げております。

19 ページです。重点課題２、安全・安心な地域生活を支援する仕組みづくりということで地域の課

題解決のためには公的なサービスとそうではないインフォーマルなサービスを適切に結びつけてい

く総合的な地域システムの確立に向けた取り組みを推進していく必要があります。その具体的な課

題として総合的な相談体制の確立。総合的なサービスを調整する体制。インフォーマルサービスへ

の取り組み支援、多様なニーズに対応する生活支援づくりの推進、各地域において専門的福祉課題

に対応するコミュニティー・ソーシャルワーク体制の推進、保険・医療・福祉サービスの連携強化、

成年後見制度と地域福祉権利擁護事業の普及と活用を上げております。重点課題３、地域福祉を推

進する人材の育成ということで、地域福祉を推進していくためには、住民自らが地域の課題を自分

の問題として受けとめ、地域福祉を地域づくりという視点でとらえることが重要であります。その

人材を確保することと、実践力を養うための教育を充実する必要があります。その具体的な課題と

して、地域福祉に興味や関心を持っている人材の発掘。人材発掘のための広報・啓発活動の充実。

地域福祉の担い手育成を目指した福祉教育の充実を上げております。重点課題４、地域における連

携体制づくりということで地域住民のより極め細かいニーズに対応するためには、社会福祉協議会、

民生委員児童委員、町内会、ボランティア活動やＮＰＯ法人などによる活動が活発に展開され、そ

れぞれの間でのネットワークが必要となります。その具体的な課題として町内会、社会福祉協議会、

民生委員児童委員との連携。社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の福祉サービス提供事業者との連携強化。

ボランティア活動の充実を上げております。  

 第４章、計画の理念と目標です。この計画は第１期計画の見直しということになりますので、基

本的な理念と基本的な視点は踏襲することとしました。基本理念は豊かな自然に育まれ、歴史と伝
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統に抱かれた白老を愛する新しい地域福祉のまちづくりとなります。基本的視点は、基本的人権の

尊重、共に生きるまちづくり、住民参加・住民自治、男女共同参画、地域福祉活動の創造の５点で

ございます。これら基本理念・基本的視点または重点課題に沿って基本目標を上げました。23 ペー

ジに示しているとおり３つの基本目標を設定しました。まず１点目は、ともに生きるまちづくり。

具体的には年齢、性別、身体の状況などそれぞれの違いを認め合い、一人一人が尊重される社会を

目指します。２点目は、住民自治・住民主体のまちづくり。地域福祉の推進には住民自らが地域の

問題を自分の問題として受けとめることが重要であるため、お互いが助け合うことのできるまちづ

くりを目指します。３点目は、住民と行政、みんなと支え合うまちづくり。行政や社会福祉協議会、

民生委員などの各機関がそれぞれの役割を分担し協力しながら、地域福祉を推進することのできる

体制づくりを目指します。24 ページはこれまで申し上げてきたような、基本理念や基本的視点、基

本目標と具体的な施策の体型を示したものです。 

 第５章です。施策の具体的な取り組みを上げてございます。まず 25 ページになります。基本目標

１、ともに生きるまちづくりについては、町民一人一人の尊厳を大切にするという意識づくりに努

めようというような考え方を示してございます。施策の方向として、福祉教育の充実。出会いの場、

話し合いの場づくり。活動拠点の整備を実行していくこととします。具体的には、福祉教育の充実

は、学校での総合学習、生涯学習、出前講座、広報での周知を中心として、啓発、広報活動の充実。

心のバリアフリーの推進。福祉教育の充実。出前講座の活用を主に取り組みます。出会いの場、話

し合いの場づくりでは、地域住民のワークショップや話し合いの場を大切にするという視点から、

出会いの場の確保、話し合いの場の確保を行ないます。また、活動の拠点の場の整備として、公民

館などの活用。空き店舗や空き家の発掘を考えてございます。続きまして 28 ページ。基本目標２。

住民自治・住民主体のまちづくりということで、住民一人一人が地域での課題を解決していく実践

力を身につけるための仕組みを示してございます。施策の方向として、町内会活動の活性化。小地

域ネットワークの充実。地域福祉を推進する人材の確保と育成を行なっていきます。具体的には、

町内会活動の活性化は、まちからの補助金などの支出により町内会活動を支援しようとするもので

ございます。支援の対象は、まちづくり活動センターや町内会連合会を通しての各町内会です。ま

たそれらの団体が活動しやすいように、公共施設の使用料を減免します。地域住民の参加と協力に

よる支え合い、助け合う活動である小地域ネットワーク活動を推進します。結成促進のために、未

結成の町内会には周知文を送付して、要望に応じて町内会での説明会を実施します。地域福祉を推

進する人材の確保と育成では地域における支え合い活動が活発に行なわれるようにし、地域福祉活

動に興味や関心を持っている人材の発掘とボランティアセンター登録者の充実を考えております。

基本目標３です。住民・行政、みんなで支え合うまちづくりではより細かな住民ニーズに対応でき

るように、行政や社会福祉協議会、民生委員児童委員、事業所やＮＰＯボランティアなどとの連携

を強くするということを示してございます。相談支援体制の充実についてです。まず地域住民に課

題が発生したとき、主にまず先に行政に相談することが多いと思います。その行政の中での相談機

関。高齢者であれば包括支援センターや健康相談であれば保健師、地域福祉や障がい福祉であれば

健康福祉課内にある相談支援事業所などの相談支援体制の充実に努めます。誰もが気軽に相談でき
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るように広報などを通じて相談窓口の周知を図り、相談の際は来所や電話だけではなく訪問も行な

い利用しやすい体制を充実していきます。また相談支援の従事者の質の向上に努め、適切な支援が

できるようにしていきます。地域における連携体制づくりが必要でありますので、社会福祉協議会、

民生児童委員協議会、町内会などとのネットワーク体制をより充実させて情報共有しながら課題解

決に取り組みたいと考えております。よりきめ細かい住民ニーズに対応するためにはＮＰＯやボラ

ンティアなどの活動も重要でありますので、補助金などの支出により、住民自らの手でつくり上げ

る福祉活動の支援を行ないます。ボランティア講座や研修において、それら活動の人材の発掘と育

成を図ります。防災・防犯体制も重要でありますので、行政、消防、町内会などが連携して、防災

体制の充実に努めます。また高齢者や障がいのある人など、いわゆる災害時の要援護者の安全を確

保するために安否確認や避難支援など、地域における協力体制の整備を初め緊急通報システムの利

用を促進していきます。以上で具体的な施策の方向を説明いたしました。35 ページは、地域におけ

る連携体制のイメージを図に示しました。まず、行政や社会福祉協議会、民生委員、児童委員、町

内会が中心となって地域住民にかかわっていき、よりきめ細かなニーズに対応するためにＮＰＯや

ボランティア、隣近所の方などの協力も必要ですということ。そのようなことをイメージしました。 

36 ページになります。第６章、計画の推進と管理体制についてです。計画の進行管理は実施効果

や目標の達成度合いを定期的に点検していく必要があるために、仮称ですけれども白老町地域福祉

計画等推進協議会というのうを設置して、最低でも１年に１回、進行管理に努めていきたいと思っ

ております。なお、計画を推進するためには中心となる行政や社会福祉協議会、民生委員、児童委

員などがそれぞれの役割を果たしながら、連携して取り組むことが必要でありますので、37 ページ

と 38 ページについては、それぞれの役割を載せてございます。以上、雑駁でございますけれども、

第２次白老町地域福祉計画の素案についてご説明させていただきました。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。委員の方で質問のある方はどうぞ。松田委

員。 

○委員（松田謙吾君） 今、ずっと読んで聞かされたのだが、自分も１回読んでみたけれども、地

域福祉計画ですから本来住民みんな共有しなければならない問題ですよね。しかも 30％、３人に１

人が高齢者。このアンケート調査にしても、20 歳以上の 700 人やったら 243 人来たと。これのパー

セントで表せば格好いいけれども、２万人のたった 240 人の話をこの本にまとめて、計画書にまと

めてお話したって何の意味があるのかなと私はいつも思うのです。それから、こういう問題は町民

みんなが共有しなければならない。そういうことからいくと、こういうアンケートでも本来 20 歳以

上の世帯みんなから取れば一番いいのだけども、なかなか町内にあるアンケートの取り方は難しく

なってくるだろうと、みんなから取ると。そうすれば、例えば町内会の方々に周りの町内会アンケ

ートを１軒１軒取ってもらうとか。例えば私の地域で言うと、私の町内会は 50 軒余りあるのだけど、

また班に分けると８軒なのです。そうすると町内会長でも班長にでも８軒だけアンケート取っても

らえば簡単な話でしょう。そうすると本当に広く深く、本当の住んでいる人方の気持ちがわかるわ

けです。役場でやっていることはいつも無造作に 700 人にやったけど、戻ったのは 200 何人で、パ

ーセントで言えば 80％とか 75％、こんなものなんの意味がある。福祉バスのアンケートもそうだけ
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ど。もう少しやはりこれからの時代の背景、それからこういうアンケートはやはり 10 年単位くらい

で使わなければならないと思う。これから高齢化時代だから５年ごととか３年ごとではなく、それ

を見越した福祉計画というのが私は必要だと思います。ですから格好はいいけども、700 人に出し

ました、240 人来ました、80 何パーセント。こんなアンケート取って何の意味があるのかと私は聞

きたい。ですから、私は提案するのは、今言ったように各町内会に班ごとに全員の家から取るよう

な、そんなようなアンケート取って、そして広く深く長く使えるような町民の意見を聞くべきでは

ないか。そう思うのだけど、どうでしょう。こんなのでは意味がないです、何ぼ立派な本つくって

も。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ただいま松田委員のおっしゃる意見はごもっともだなと。我々も

事前に協議した段階では、そういう方法も１つあろうかなということでは検討したところだったの

ですけど、そこまでニーズということでしたので町民意識調査の中に我々入れ込みしたいというこ

とで、それを入れたデータをということで考えたのですけども、委員言われるようにそれでは足り

ないのではないかということであれば、確かにそのようなことも感じ取れますので、そこら辺につ

いては内部で検討しながら、そこら辺どうするか検討し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。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） アンケートの取り方に対して、数の部分は確かにおっしゃる部分、

結果として回収率が低かったということではあったのかと思います。ただ、こういうアンケートの

性格というのは傾向を知るといいますか。例えば 100 人に取ったおおよその傾向と 1,000 人に取っ

た傾向。基本的にはそれほど狂いが生じないというのが一般的なアンケート、抽出する部分だとい

うことで、ちょっと一つご理解いただきたいなと思います。後、町内会を通してという部分のご提

案なのですけれども、最近国政調査もそうなのですけども、調査員の目に触れない形でいろいろな

ものが集約する必要があると。個人情報等々いろんな考え方ありますので、そういう部分ではやは

り直接調査員が出向くとなると、町のほうで調査員を派遣してという形取らなければならないのか

とは思います。今後、この福祉の計画等あるいは民生委員さんでは高齢者のアンケート調査、これ

は民生委員さんが出向いてやっていますので、そういう福祉の計画づくりの中では基本的に出向い

て該当者お聞きするというようなことも今後検討していきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 何も私は難しく言っているのではない。ただ福祉というのは高齢化率から

いってもこれからは、まちが手を差し伸べて、隣が手を差し伸べて、みんなが手を差し伸べて理解

しあい、助け合わなければだめなのです。ここでいくら議会や何人かが、こういう立派な福祉計画

見たところで、目に触れる人は何人かしかいないだろうと言っているのです。我々だって、これを

もらったって、1 回読んだって次の日忘れてします。ですから、そういう隣近所が歩くことによっ

て、より隣近所のふれあいも見守りも深まるだろうと。そういうことに理念を置かなかったらいく

ら立派なものだけつくっても私は何もそのとき流れてしまって意味がないのではないのかと。一通
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り流れてしまったら、私は先ほど言った深く長く広くと言っているのは、せっかく立派なものをつ

くっているわけだから苦労をして。これをみんなが心に残るような福祉計画でなければ意味がない

のではないかと言いたいのです。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） この地域福祉計画、どちらかというと福祉全般にわたっての基本

的な方法、それをいかに今後行政等の施策に反映させるかいう狙いですから、一般の方に具体的に

どういうふうにかかわってもらうかということが、どうしてもこういうような抽象的な部分もあり

ますし、そういうふうに取らざるを得ないのかなと思います。今回の計画の中で松田委員おっしゃ

ったような地域の見守り。ここの部分は、やはり大事な部分ということで町内会とか社協、そうい

う部分中心にこれは基本的しっかり進めていかなければならないのかなと思います。ただその部分

で今後の課題としては個人情報という部分で、この部分の高齢者の独居の方々の情報。どういう形

で共有していくか、それが具体的な施策を進める上では一番重要かなと考えてございます。そのた

めには、やはり独居の方でも私お世話にならないからいいですという方も中にはおられるのですけ

ども、ここの部分は実際何かあればやはり周りの方が心配して動くという部分になりますので、そ

ういう部分は今回携帯電話を使ったという事業もございますけれども、それはそれとして、地域、

町内会の中にそういう見守り体制をつくっていくという部分では、町内会のほうも独居の方がいざ

というとき連絡を取れる親戚だとか、お子さんとか、そういう部分の情報をいかに共有するか、ご

理解を得た中で、重点的に進めていかなければいけないと考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 例えば今このアンケートの中で一番頼りになるのは、親戚、家族だと言っ

ているけども今、年いって親戚とか家族とか看ている人誰もいない。みんな病院へ入れるかどこか

へやるか悩んでいて全く見ていないです。だから、アンケートと全然違う、単純な話です、今言っ

ているのは、だからアンケートこうやってみるとなかなかあれだなと思うけども、兄弟も親もみん

な見ないで、ほったらかしが今の状態なのです。だから、こういうアンケートと全く話が違うなと

思っていて見ていました。私の周りだってみんなそうです。だからこういうアンケートを信じてそ

う思っているのは違う。だから、先ほど私が言った町内会のそういう方々が取るアンケートと全然

答えが違ってくると思う。例えばで言っているのだけども、そうすれとかではなく。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今のお話の部分は、例えば例として上げれば、介護を必要とする

方、特に独居等の家庭の中でも介護を必要とする中の介護サービスで自宅に居ながら通ったり、ま

たヘルパーさんに来てもらったりするそういうサービスもありますし、施設に入所されるサービス

もあると。そういう部分では確かに施設に入所されている方というのも、それなりの割合になって

きているというふうに思います。ただ、施設の入所に至る過程の中でやはり各家庭で努力されてや

はりなかなか家族なり、特に高齢者２人の場合はそうはいかないという結果として、そういうサー

ビスを使って入所されていると、そういう部分もあろうかと思います。そういう部分ではなかなか

このアンケート、単純に松田委員言ったような実態もございますので結果としてはこういう数字な
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のですけども、そこに至る経過といいますか、その辺は確かにもうちょっと深い調査をしていかな

いとわからないのかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 確かに松田委員のおっしゃるとおり、今親子であっても世帯が別

で、同じ町内にいれば見守りだとかはいいのでしょうけども、町内にいなくて、町外もしくは道外

に行っている場合もままありまして、やはりそういう場合は何と言っても町内の見守りです。これ

はやはり一番のキーステーションになろうかと思っていますので、我々も町内会とも話をしながら、

また町内会ばかりではなく我々民生委員協議会のほうも担当していまして、民生委員はそれぞれ高

齢者の実態も把握しながら常に単身の場合は声かけ等しながら見守り、場合によっては、先ほど部

長が言ったようにサービス受けないと、在宅ができないという場合は、そういうサービスの提供だ

とかしながら、いろんな形の中でそういう高齢者を見守っていくということがやはり今後一番重要

なところになろうかと思いますので、行政としてもそこら辺は最重点課題として対応していきたい

というふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） この全体の内容につきましては、割と抽象的な内容でございますので、こ

この一つ一つ伺っていくということはないのですけれども、１番最後にちょっと単純な話なのです。

１番最後の 40 ページの策定委員の名簿、この中で見ておりますと、白老町歯科医師協議会の方が会

長ということで医療関係のところが入っていないのです。歯科医師自体、私は特に緊急性と申しま

すか死につながるようなことはないと思うのですけれども、本来であれば、やはり生命にかかわる

救急体制を確立して連携をする。いわゆる３連携ということで白老町力を入れているということで

あれば、ここの保健医療の部分に関しては歯科医師会ではなくて、私はむしろ白老町内の医師会あ

るいは町立病院の院長が会長か何かになって、率先してこの計画づくりを行なって少しでも町立病

院の利用率を上げて、町民に愛される病院を目指すということも含めてかかわっていくべきだと思

うのだけども、この辺のところ何かそういった考えはなかったのでしょうか。医師会は全然ここに

は入っていないのですけども、この点いかがですか。 

○委員長（玉井昭一君） 渡辺主査。 

○健康福祉課主査（渡辺博子君） 経過としましては、前回の第１期計画のときに歯科医師協議会

の会長さんが会長さんになっていただいたものですから、それを継承してというかその考えで歯科

医師協議会の今野会長にお願いしたことがございます。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 歯科医師協議会の今野さんが入っているということで、この部分

補足しますと、実は今野先生には確か介護保険の判定委員会のメンバーになっていただき、ある意

味ではお医者さんも入られているのですけれども、日頃週１で判定委員会の中で介護等の現場の中

で実際必要とされるニーズ十分把握していると、そういうこともあって前回もお引き受けしていた

だいているのですけども、そういう中で今回もお願いしたと、そういう経過になってございます。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 
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○委員（山本浩平君） 経過はわかりましたし、決して歯科医師会の方がここに入られているのが

悪いというお話では決してございません。そういうことではないのですけれども、やはりこの中に

保健・医療という形の中で区分されているわけですから、歯科医師会の方も入られて、なおかつ白

老町の医師会の方も入らないと私はこの救急体制の白老町の確立を考えると、いまだに以前のよう

な苦情が実は私の耳にはいろんな角度から入ってきているのが現状でございます。具体的に言うと、

決してそんなに遅い時間でもないのに町立病院は救急をなかなか受けてくれなくて、実際によその

町へ運ばざるを得なかったケースも多々あるようにも伺っていますし、そういったことも含めてや

はりなぜ医療関係をこういった計画をつくるのでれば、せっかくですからこういうところに入れて、

３連携に力を入れてやっていくのであれば、当然考えを念頭に置かなければならない部分ではない

のかなと、このように思うのですがいかがでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今、山本委員のおっしゃるとおり、地域福祉計画につきましても、

そのほかのこれからつくる高齢者介護保険計画もやはり町民の生命の安全を守るというのが第１次

的にございますので、今回たまたまそういう面では入っておりませんでしたけれども、今後につき

ましてはやはりそこら辺は十分寸借しながら町立病院の先生方のご協力も仰ぎながら計画の策定に

努めたいというふうに思っておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。今回の白老町の地域福祉計画、第２期計画については、見

てのとおり具体的な部分ではなくて、ある程度全体的な考え方というものだと思うのです。ただ、

一番大事なのは、第６章で書かれている計画の推進に向けての連携と協力の確保というところが、

本当にできるかできないかにかかってきているのではないのかと僕は思うのです。やはり地域の福

祉に関する施策というのはここの書かれているとおり、福祉また保険、医療、教育、住宅、雇用、

生活環境、こういった本当に広範囲にかかわるものなのです地域福祉というのは。そう考えると、

私たちの各いろいろな高齢者施設、障がい者施設等々見ていきますと、各施設は充実した活動はし

ています。でも、もっとこうやったらできるのにな、もっとこうしたことが町の考え方の中にこう

いったことを取り組んでくれたら、もっと施設としていろいろな人を受け入れられるのになという

ことも現実としてあるわけです。僕は、福祉計画は余りにもここは手をつけたからいいよ、こちら

も手をつけたからいいよという部分で何となく終わっているような気がするのです。全体的なこれ

からの高齢者福祉を考えていったら、障がい者福祉を考えていったときには本当にこの推進に向け

ての連携だとか協力の確保だということがしっかりできないと、何か理想論で終わってしまうよう

な理想論で終わって、これはやった、これもやった、これもやったというだけで終わってしまうよ

うな気がするのです。それだけが本当にこれからのこの福祉計画にしっかりとした理念を持って進

んでいくためには、そういったこところを充実していかなければいけないのではないかなと思うの

です。職員の末端の現場の方々は本当に一生懸命やってくれていると思うのです。思うのだけども、

実際今いきいき４・６の中では温泉がとまってしまって、沸かし湯になっているのかもしれない。

その部分での利用率はどうなっているのかとか、それから僕も前に１回質問をしたことがあるのだ
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けどもカラオケの機械が壊れたと。でも今いろいろ手だてを打ってどうするか検討してみますねと

いうお話をもらっているけども、実際それがどうなっているかもまだわからない。でも話し合いの

場は必要だよ。そういったところでのお年寄りたちが集まるところでの情報収集というのは一番大

事なことだと思うのです。町内会活動もそうです、いろんな選択肢はいっぱいあっていいわけです。

特に白老町の場合はカラオケ人口がすごく多い場所なのです。ですから、そういったものも施設を

充実させていく、今後の高齢化社会を考えるということであれば、やはりお年寄りたちの集まる場

を１つでも多くしていくことは重要なことだと思うのです。こっちはやった、こっちは削りますと

か、予算がないからだめになっては、僕は、それは財政的な問題はあります。ただ、今年度白老町

は寄付金 5,000 万超えたとかいう話も出ているのではないですか。そういったところをもっと福祉

だとか教育に使っていけるような、手を上げてやっていいと思うのです。決して寄付をしてくれた

方々は、これは第１産業に使ってくださいとかこれを何に使ってくださいと言っているわけではな

いと思うのです。これからの福祉社会をちゃんと考えていくのだと。第２計画も超えてやっていく

のだと。そのためにこれだけの財源必要だということで、大手を振ってやっていくべきだと思うの

です。これからの向かうべき福祉社会というのを、行政がどうとらまえて、これからどう進めてい

くのかということがちゃんとしたビジョンになっていないといけないような気がする。この計画だ

けを読んでいるとすごく抽象的であって、今までの第１期計画がこうだったからこうしますよとい

うふうには見えるのだけども浮かばないです。今の町内の現状を見ていると、今山本委員が言われ

たとおり、医療との連携だとか在宅へ在宅へと移そうとしている考え方なのに、確かに包括支援セ

ンターとかいろんな手を打っているのかもしれないけども。地域の中心的役割を持つべき病院のあ

り方だって、これからどうしていくのかということもまだまだ全然見えないです、形として。です

から、そういったこともちゃんととらまえた形の中で第２期計画が今後どう進んでいく。文章を見

ればわかるけども、そういったところにちゃんと光を当てていけるのかどうか、そこが僕は一番大

事なことではないかと思うのです、その１点だけお伺いして。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今、氏家副委員長が言われた全体的な話の中でなかなかビジョン

が見えないと。またはそういう医療との連携を含めてというご意見もありましたけども、確かにこ

の計画は先ほどから言いましたとおり、なかなかこれは個別計画ではないものですから、これはこ

う、あれはこうというのは言い切れないところはあります。ただ、それぞれの障がい者計画には障

がい者の業務量だとかもきちんと埋め込んだ。例えば介護は介護の施設が足りない部分は、そうい

うのを織り込んだ形になっている。これはあくまでのそこら辺のエキスを入れた計画ということに

なっているということでございますので、なかなかこの文書を読んだ中では具体的にはなっていな

いとは言いつつも、それらを飲み込んだ計画になっているということの中でご理解をしていただけ

ればなというふうに思っています。また先ほど言われたのは、カラオケの関係なのですけども、委

員から質問があったときも、すぐに広報に出して寄付はないかということであったのですけども、

あったやつを持ってきたら壊れていて結局それも修理をするのに 10 何万かかるという話の中で、以

後なかったということで、ちょっと遅くなって大変申し訳なかったのですが、いろいろ手は打って、
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なかなか満足いけるほどまでにはなっていないのですけども、担当としてはいろいろ手立てを踏ま

えて町民の安全・安心のまちづくりに努めている状況でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 1 点ちょっと補足しますと、ご意見ありました高齢者が集まる場

を少しでも多くと。そこの部分は私どもも非常に大事ではないかなと思っています。やはり少しで

も家庭から地域に出てもらうと、そういう意味では高齢者が集まる場を少しでも多くする。これは

大事な部分だと思っています。そういう部分では町の果たす役割、また町内会とかあるいは高齢者

クラブとか、そういういろいろな団体もありますので、果たす役割はあるとは思いますけども、こ

この部分は一つ町のいきいき４・６の施設で集中的にすべてを行なうというのではなくて、やはり

地域の中で社協が町内会に働きかけをしております小地域ネットワーク。その中には見守りもあり

ますけども、そういう高齢者が集まるサロン的な場所づくりというのもありますので。ですから、

そういう部分も地域と連携しながら、それはなるべく近い地域の中でそういういろいろなサークル

活動的なことも含めてできるような形で、これは今後進めていかなければならないかなと思います。

行政の果たす役割の中でそういう部分ないわけではないと思うのですけども、やはり地域と連携し

ながら社協とも連携しながら、その部分はまだすべての地域で体制整っていませんので少しでもそ

ういう部分は進めていきたいなと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 西さんの言うことよくわかるのです。個別の計画があるのだと。でも、

それを踏襲して、理念として、こういうふうにしてやっていくというものが、それは一番大事なと

ころです。一番大事なところを個別の計画の中のいろんなものを踏襲して一つの流れをつくる一番

大事なところだと思っていますけども、それは西さんの考えているところと違わないと思っていま

す。今部長が言われるカラオケの話一つとったって、結局は福祉バスというのはこれからも考えま

す。議会でもやります。移動常任委員会等もやりますけども、福祉バスを使って出てくる方々を何

とか、いきいき４・６が 1 つの中心になるべきだと思います。部長はそこで何でもかんでもそこで

やるべきではないと言うかもしれないけども、そこへ利用して来る方たちはそこでいろんなことが

できるのならいろんなことやらせたほうがいいと思います。脳の健康教室だって今回やるのでしょ

う、あれだって僕が 19 年に質問したことです。その当時はすごく温度差がありました、行政はどう

考えたか知らないけども、武岡さんでしたか、あの当時お話を聞いてくれたのは。でもあの頃僕の

話していることと、行政が僕の話をとらまえているときの考え方というのはすごい温度差がありま

した。でも実際必要になってくるのです、高齢者社会を迎えるに当たって、認知症対策を何とかし

なくてはいけないのだと。これは白老町の財政を大きく揺るがすくらいの大きな問題になってくる

という話なのです。そういったものがちゃんとした福祉計画に載っていれば、僕はあんな話ではな

くて、３年もたたなくたってやるべきことはやらなくてはいけない問題だったかもしれない。だっ

てそうでしょう、見直しの機関は設けると、でもその時代をとらまえてやっていかなくてはいけな

いことはやっていくと言っているわけでしょう。今回の２期計画の中だって、確かにそういったサ

ポーターづくりを今までやってきたのかもしれない、そして今回脳の健康教室何かもやるのかもし
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れない、いいことだと思います。いいことだと思うけども、カラオケ教室がなくなったことで、家

に居っぱなしになった人方だって何百人いるか知らないけども、年間に 3,000 人くらい利用してい

たという話を聞けば、結構な方々がいらっしゃるのです。そういうことも考えながらやはりいろん

なパイは高齢者大学もあります。町内会活動もある、何でもあるのだけども、パイは広げてもいい

のだと思うのです。それを直すのに 15 万かかるからやはり断念しましたではなくて、今４万とか５

万出せば新しいのが買えるではないですか、どうしてそれくらいの予算、これだけのことを今考え

てやろうとしている計画の中に、予算立てできないのですかと僕は思うのです。それが不思議なの

です。財政大変なのはわかる、大事なことなのでしょう。この計画立てるということは、その中で

の高齢者の健康づくり、それから脳の健康教室だけではなくて、情報収集だとかいろいろなコミュ

ニティーのあり方みたいなものを考えたときに、４万とは高いのだろうか。僕はそこがどうしても

すっきり落ちなのです、心の中で。本当に高いもので、本当に何の役に立たないものだったらそん

なことまで言わないのだけども、先ほども言ったけども、高齢者の人達が一歩外に出て歌うたって、

友達と会っていろんな話聞いて、議会のもこうなっているね、行政もこうなのだという話をそこで

やり取りしていることが大事なことなのではないのかなと思うから言うだけの話で、そんな 15 万も

20 万も出して通信カラオケみたいなものを買ってくれと言っているわけではないのです。４万は５

万出せば立派なやつ買えます、テレビのモニターだけ使ってやればできます。別にカラオケの話だ

けしているわけではないのです。ただ、行政の考え方としてこれから福祉をどう思っているのかと

いう考え方の中で、予算措置もしなければならない大事なことなのだということも書かれているか

らそのとおりだと思うけど、どうなのだろうと思うのです。考え方はわかります、考え方がわかっ

た上で言っていることだから。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 協議会だからもう１つお話しておくけど、先日 24 日、山形県に行って来た

のです。そして、山形県で知り合いいるから町長がキトピロ畑見て来いと言われていたのです。そ

こに行って来たのです。そしてそこに泊ったら朝６時に第３セクターやっているまちの温泉あるの

です。そこに朝食食べに行ったのです、うちでつくらないで。そこは年間 32 万人来るのです、第３

セクター１日 1,000 人だから 36 万ものすごい黒字なのです。そこでは朝飯 400 円。みそ汁と玉子と

野菜、400 円で自由なのです。それもおばあさんばかりなのです。カラオケ教室が２つあるのです、

２時間と限定されているのだけど、朝から晩まで全部予約です何人かで。２時間いたのだけど７時、

８時になったら弁当を持ってくるのです、食べる人はそこで食べる。だから、カラオケというのは

すごく効果があるのだと山形県で言っていました、朝から晩まで６、７人のグループで２時間ずつ

いっぱい。あれこそ本当の福祉です。そこでご飯、町でやっているセクター、第３セクターだから、

400 円でご飯を食べさせる、ああいうものを考えた方がいいです。カラオケだって２つ、３つつく

ったほうがいいですよ、本当の話なのだから。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。いい話の後で非常に読んでいてどうなのかなというところがあ

ったのですで、ちょっと聞かせてほしいのです。渡辺主査の当初の説明の中で第３章のところで 14
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ページなのだけど、取り組みが十分でなかった事項を２つ上げられましたよね。コーディネーター

と人材ということで、それで、ずっと読んでいくとやはりそういうことが行政、当初１期計画のと

きはそれでよかったと思うのです。だけど２期の計画の中にこれを検討しなくてはいけないという

ことを一つの課題として残すのであれば、僕は 22 ページの相談体制の充実というのが１期計画のと

きよりもかなり進んでいると思うのです。先ほど副委員長も言ったでしょう、脳のトレーニングの

問題もいろんなことが当時の担当部署と話しているとき開きがあったよと。だけど、我々は我々の

中でいろんなところを見聞もするし勉強もしていたわけです。そうなると、特にここ大事だと思う

のでは、①の一番下に書いてある成年後見人の話があるでしょう。これは痴呆がかかってくる高齢

者に対して、非常にこれは有効な措置だと思うのです。これが 1 期計画の中で計画があったのです、

これも。実際のそういう対応があったのかということがまず聞きたいことと、それから地域福祉権

利擁護事業というのがあるでしょう。これは実際本当に中身というのかちょっとつかみづらいので、

そういうことが 1 期計画の中で対応があったのか。そして２期にこういうふうに向かってうたって

いるわけだから実際にどういう計画で進めていくのかというのだけちょっと教えてもらいたいなと。 

○委員長（玉井昭一君） 渡辺主査。 

○健康福祉課主査（渡辺博子君） 成年後見制度についてですけども、これ実数は私たちのほうで

は把握していません。対象になる方は家庭裁判所とかに申し立てるものですから、私たちのほうで

報告は受けていないので実際はわからないです。もし申立人がいなければ町長が申立人ということ

でそのときは押えることができるのですけども実数ははっきりわかりません。あと、地域福祉の権

利擁護事業ですけれどこれは社会福祉事業でやっている事業なのですけれども、成年後見制度は契

約とかを伴う制度なのです。そうではなくて、日常的な金銭管理とかをするときに地域福祉権利擁

護事業を使うことになります。町内に多分今 10 人はいないと思います。４、５人くらいだが利用さ

れているとかと今私の把握している中ではいると思います。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。よくわかりました。だけど、この制度はこれから非常に顕著に

利用される部分が多くなると思うのです。ですから、これはやはりいろんなもの大要の中で言って

いますけれども、周知徹底するとかいろんなことで出かけていって説明するとかと言っていますか

らこれも一つのアイテムとして言い続けてほしいなと。これは私個人意見として思いますので、策

定委員会の中でもそういう意見が議会であったということも伝えてほしいなと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今、熊谷委員言われた成年後見制度。これについては今、認知症

も徐々にふえていることも事実ですし、これは３月にも広報でもお知らせしてございましたけども、

札幌の司法書士の方が来られて後見制度の運用を含めて詳しく説明もしていただいていますし、ま

た認知症サポーターということで金融機関何かも講座を開いていただいて説明して、いろんな面で

認知症のためのサポーターづくりもやっていますし、今後ともまたこの後見制度については当然ふ

えていかれるということもありますので、今後ともこれについては高齢者のためにその都度講演し
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ながらＰＲしていきたいと思ってございます、以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時 １０分 

  

再開 午後 ２時 １９分 

○委員長（玉井昭一君） 委員会協議会を再開いたします。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。何点かお尋ねしたいのですけど、一つは私も今回は読ませてい

ただきました、事前に。一つは白老町の独自の方針とはどういうことなのかなというふうに感じた

のが一つです。それから、従来の延長線上での福祉計画かなと率直に感じました。午前中も何だか

下水道の計画だったのです。朝から晩まで計画で、計画だけで 50 何ぼあるというから、大変だとい

うのはわかるのだけれども、こういうものというのは本当に皆さんおっしゃっているのは、僕はや

はり何をやるのかということがわかるような計画でないと、例えば総合的なものですよというのは

よくわかります。わかるのだけど前回とここが違います、ほかのまちとここが違います。そういう

ものでないと、僕は、計画は町民の皆さんには読まれないのではないかと思うのです。町民の皆さ

んに読まれるためにやっているのではないと言ったらそれはそうかもしれないけど。その２つ、白

老町の独自などこにもないような計画で福祉を前進させたいというようなものがどこかに盛り込ま

れているかどうか。従来の延長線上でない考え方がどこにあるのかそこら辺が２つお聞きをしたい

と。もう一つ、これはうちの常任委員会で非常に今まで議論してきたことなのだけど社協の果たす

役割。言葉を悪く言えば社会福祉協議会が第２役場に成りつつあるというようなことを議会でも議

論になりました。民間ができるようなことも社協さんがやっていて本来社協の果たすべき役割と違

った方向に行っているのではないかと、人の量の問題も含めて。そういう議論が以前されていたの

ですかなりされました。社協の会長のそのことを直接懇談会のとき言ったら、社協の会長さんは、

それは厳しいこと言うと、議会は本当にそんなことを思っているのかと言われるくらい厳しく言っ

たことあるのです。だけど、以前役割がすごく大きいのだけども社協本来の仕事とは何なのかと考

えたときに、白老町の福祉全体をどう進めるかというようなことで言えばやっていることはたくさ

んあるのだけど果たしている役割とは一体何なのだと。役場の下請かと、第２役場かと、そういう

ふうに思わざるを得ないところがたくさんあるのです。だから、社協に対する考え方果たす役割こ

こら辺をもっと明確にすべきではないのかなと私は考えているのです。それともう１つはボランテ

ィアという言葉をずっと使われているのだけど、何か外国から入ってきたボランティアと日本のボ

ランティアとは同じなのかなと、いつも疑問に思っているのです。何かやっても始めはボランティ

アだと、無料奉仕みたいな意味でとらえたり、利益を得ない範囲でＮＰＯみたくやるのがボランテ

ィアだと思ったり、何かやったら見返りはほしくなったり、要求が拡大したり、草取りやっても何

をやっても皆そうなのですけど。何かそういうものというのはすごく感じるのだけど、ボランティ

アというのはちゃんと意識的に醸成されて使ったりやったりしているのかなという気がするのだけ

ど、そういう疑問はないですか、その４つ聞きたかったのです。 

○委員長（玉井昭一君） 渡辺主査。 



17 
 

○健康福祉課主査（渡辺博子君） まち独自の方針ということでございますけれども、日頃業務に

携わっていて感じるのですけれども、やはり最近家族がいたりとかしても、家族と疎遠になってい

る人が多かったりとか、身寄りがない人が多かったりとかがいるのですから、見守り体制を強化し

たいということとか、何か問題が発生したときに気軽に相談できるような体制をつくっていきたい

ということを描いてこの計画はつくりました。それで、ちょっと書いている内容は漠然としてはい

るのですけれども、とにかく私たちのところへ来たら相談できる場所があるのだということを皆さ

んに周知してわかっていただけるようにということは考えております。計画が第１期計画の延長線

上ではないかというご指摘なのですけれども、１期計画の中身はそのまま踏襲しているものですし、

正直言って確かに延長戦上に中身的にはあるのかなというところは、私も正直そう思うのですけれ

ども、ちょっと言葉的なものが難しい言葉を使い、１期計画のときはしていたのでそれをもっとわ

かりやすい言葉に直したということです。表現をもうちょっとみんなに分かりやすくというところ

に気をつけて今回の計画はつくりました。 

○委員長（玉井昭一君） 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 社会福祉協議会の役割ということのですけども、これは第２の役

場ではないかという大渕委員のお話でしたけども、これはやはり社会福祉協議会というのは、地域

福祉を実践していくという立場に立ってございますので、そういう面ではそのように取られがちで

すけども、やはり地域福祉を確かに実践しているのは、我々は我々の行政は行政の立場でやってい

ますけども、行政の立場でできないものは社会福祉協議会のほうで資金の貸し付けからいろいろボ

ランティアの育成だとかそれぞれやってございますので、地域福祉をまさしく主体的にはやっても

らっておりますので、今後とも社会福祉協議会とは両輪の立場で地域福祉を推進していくという考

えでございます。また、そのほかについては委員言われるのは介護保険のほうかなという気はしま

すけども、これについては以前も話あったかと思いますけども、社会福祉協議会の従前からなかっ

たときから醸成して今の立場になってございますので、それについては委員も知っているように別

会計にやってございますし、別に民間のほうに脅かすだとかそういうような状況ではないというよ

うな判断にたってございます。それとボランティアなのですけども確かに委員おっしゃるように、

ボランティアという言葉いろんなところでいろんな状況で使われますので委員の言われるように何

が何だかわからないということですけども、いずれにしてもボランティアというそういう気持ちと

いうのですか、いろんな事業をやるときに参加し、またお手伝い、いろんな面でそういう使われ方

しますのでやはりインフォーマルと言ったらあれですけども、固定されていないお手伝いという中

身でボランティアの意味合いはこちらでとらえてございますので、今後ともそういう面ではボラン

ティアの活用というのは、地域福祉をいろんな面でサポートしていく中では必要な部門だと思って

いますので、そういうものも今後とも育成していこうというふうには考えています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。個々の計画があって個々の計画は具体的なものは出てくるとい

うことは理解していますから、それは個々のところで計画が出していろんな問題が出たときに、そ

のときにやるべき問題だろうとは思います、そこは。ただ、これを見て本当に新たな取り組みとか
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福祉が変わっていくとかいうふうになかなかとらえきれないのです。要するに、僕の言っている従

来の延長線上というのは前回と同じだということももちろんあるのだけど、要するにお役所でやっ

ている仕事だなという気がすごくするのです、はっきり言わせてもらえば。そうではなくて民間だ

ったら今、西課長が社協の話しましたよね。今、民間の介護事業者知ってのとおり、生き残りかけ

てものすごいことやっているのです。だけど、社協さんはそうではないですよね、はっきり言えば。

まさか分けてやっているといったって、町の補助金の部分で事務やっていますのでしょう、現実的

には。本当にそういうところに町がメスを入れていかなかったら変わっていかないのです。だから、

言われたとおり。４万円のカラオケもつくれないのです、実際に。そういうことが役場の仕事だと

いうのです。民間はそういうことをしますか。そういうふうにやらないところが山形で成功してい

るわけなのです。そこの違いをどうして理解できないかなと、僕が言っているのは民間と違うとい

うのは。民間と同じくやれといっているのではないのです。なぜ、第３セクターでやっているとこ

ろで成功したところがあるのだけども、そうでないところもあるのかと。片一方はカラオケ３つあ

って、こっちは１つあったのかは閉鎖して、それは寄付が集まりませんからしょうがありません。

民間だったらどうなりますか、そんなもの。そういうような発想でものごと考えていますかと、計

画をつくるとき、私言っているのは、そこのところが切りかわらなかったら、計画がやはり絵にか

いたもちなのです。立派なものはできましたよ反論はできないかもしれない。だけど、町民にいか

されなかったら何にもならないのです、計画何かつくたって。誰のためにつくっている、皆さんの

ためにつくっているのではないです、町民のためにつくっているのでしょう。僕はそこのところ、

氏家委員が先ほど言ったのも、そこのところを言っているのだと思うのです。やはりそこが本当に

申し訳ない、感じられないのですこれから、僕が言っているのは。だから社協さんだって理屈を言

えばそのとおりです。始めからつくって、もちろん社協というのはヘルパーないとき、ヘルパーを

やるのが社協なのです。デイサービスがないとき、デイサービスやるのが社協なのです。民間がで

きたら、普通皆さんどうやっているのですか。みんな民間に委託するでしょう。どうして社協さん

だけそうならないのか。社協の果たす役割とは、介護事業をやることが社協の果たす役割ですか。

だから先ほど役割と言ったのです、この中で果たす役割というのは、社協では何なのかと言ったの

はそういう意味なのです。だから、心が入ったものをつくるというのは、僕はそういうことではな

いかと思うのですけども、違っていたら言ってほしいのですけど、僕はそういうふうに思っている

のです。だから、社協のことは介護のことはここで議論必要はないから、違うところで議論するか

ら、それはいいのだけど。考え方としてなぜ言ったかといったら、この中で社協の果たす役割とは

一体何なのだと。介護保険何かは関係ないです。本当に社協がやらなければだめなことが、この中

にどういう形で盛り込まれているのかということです、僕が聞きたいのは。だから、社協の果たす

役割とは何なのかというふうに聞いているのです。そういうことです。ボランティアはいいです。 

○委員長（玉井昭一君） 辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 計画の内容というについて、町の独自の姿勢みたいなのがちょっ

と見えていないと、そういう部分のご指摘かなと思います。この地域福祉計画をつくる部分におい

てのいろいろな町の課題ある中で、やはり担当側がベースになってつくっているのですけども、私
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も議論をしたのは、やはり一番の大きな問題はやはり高齢化対応、特に 40％間近にもう来ようとし

ている。そこの部分の中でどういうふうにどういうような見守りも含めてやっていくか。具体的な

部分はまた個々の計画になってくるのですけども、それはやはり重点的に取り組まなければならな

いこと。これは白老だけではなくて、ほかの地域もそうだと思うのですけども、そこの部分はやは

りこれは策定委員会も含めて十分議論してもらったつもりです。ただそれが表現として、その部分

が弱いという形の受けとめ方かどうかと思いますけども、そういうような部分は一番障がい者の部

分でも、障がい者が高齢化しているという部分も含めて、我々福祉担当している分野では、いろん

な分野の共通のキーワードとしては高齢化と、そういう部分での見守り。そういう部分では町内会

というのはかなり全面的に出して協力していただく部分での担い手に入れていったのかなと、そう

いうふうに思います。確かに白老町独自の特色性を出すべきだと。それはそれでいろんな計画があ

る中では当然そういうものを出していかなければならない計画があろうかと思いますけども、福祉

の部分については基礎的なサービスといいますか、そういう部分だということでなかなか表現しき

っていないのかなと。あと、先ほど医療のお話もちょっと出ていたのですけども、今回の計画は医

療も対象にならないということで、３連携ストレートな形では入っていないということでご理解を

いただければなと思います。社協の部分でいくと、社協の果たす役割何かという部分で、やはり社

協はこの計画の部分においては基本的に地域福祉の実践部隊だと思っています。そういう部分では

そういう役割を書かせていただいたのかと思います。ほかの部分の収益事業としての介護保険事業

取り組んでいる社協の実態ありますけれども、メインは地域福祉の担い手という部分が私どもも当

然メインだと考えておりますので、この部分をおろそかにした形での一つの社協のあり方というの

は私どももあり得ないと思います。ただ、社協独自の活動を行なう部分で、やはり一つの事業資金

の獲得という部分の収益事業を行なうということも一つの社協独自の選択かなと。その部分では当

然介護保険サービス、ほかの事業者との競争というのもありますので、それはその中で社協独自に

やっていただくと。ただ一つ気になった部分は、町の補助で事務という部分なのですけども、デイ

サービスに携わっている職員の給料。以前は確かに 100％町でみていたということはあるのですけ

ども、当然収益事業に携わっているということで、人件費の見直し何かも進めまして、今は補助率

２分の１。そういう形の中である程度業務量に見合った形の中でそういう見直しも進めているつも

りです。すべてがデイサービスにかかわっているというよりも、ヘルパー育成講座とか、本来地域

福祉の中でヘルパーを育てていくという部分。ほかの事業者町内どこもやっていませんのから、社

協やっている部分についてはかかわったりしてもらっていると。そういう部分ではこの人件費率

50％が適正かどうかという議論あろうかと思いますけども、そういう部分では当然補助金の毎年の

見直しの中では私どももチェックして、社協に持ってもらうものは持ってもらってと、そういうふ

うにやってもらっているつもりです。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的にはわかりました。ぜひこういう計画をつくるとき、今回渡辺さん

が一生懸命つくられたと思うのだけれども、やはり従来の延長線上でもの考えないで、例えば見守

りだとか相談体制の充実をメインにしたいと思ったら、それをやはり課長や部長がだめだと言った
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って、強めにどんと出せばいいのです。そういうものが町民、ちゃんとわかるのです。そういうの

がないと同じくしか見られない、我々見ても。多分見守りや相談体制だって、ほかの市町村だって

やっているでしょう。だから、それと白老町がやっていなかったことを打ち出すとしたら、ほかの

町村とどこが違うのかということを調べて、そこを打ち出すように、やはり計画をきちんとつくっ

ていかないと、いつも同じ計画だったらそういうふうにしか我々見たら見えないのです、１回か２

回しか読まないのだから。そういう打ち出しか何かを渡辺さんなんかはやられた方がいいと思う。

この２つが大切だとあなたが本当に思っているのなら。もっともっと。僕はそういうふうにそうい

う細かな計画をつくるとき、ぜひ担当の方、役場の計画書ではないような計画書をつくってほしい

なと本当に思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。今、大渕委員がだいご味を言ったので、私は小さ

なことになってしまうのだけど、この 10 項目アンケート取りましたよね。ずっと見ていくと、やや

８項目くらいが町内会サイドの実情なのです。例えば１番目、近所との関係で顔をあわせれば挨拶

をするとか、それから近所とのつき合いほぼ満足している。地域とのかかわりの必要性。災害が発

生したとき。不安に思うこと。老後の生活。困ったときは別にして。７番目が急病時の対応。それ

から８番目、安否確認の見守り、声かけ。その次に多いのは、災害など緊急時の救助活動。９番目

が、地域における支え合い活動の充実。10 番目が、健やかに暮らせる地域づくり。これすべて、町

内会に関連していることでしょう。町内会がいないとできないです、これは。最後のほうに、38 ペ

ージの計画推進のための役割分担の最後のほうに、町内会役割というところに、町内会は地域にお

ける支援やサポートを行なうことが必要ですと、云々書いています。これはもちろん大事なことな

のです。一番これしかないなと思うくらい大事なことだと思う。このことにブレーキかけるわけで

はないのだけど、僕も町内会活動をしていて、毎年町内会長会議も行く。これもお願いします、あ

れもお願いしますと来る。毎月々も来る。正直言って町内会ももう満度なのです。だからブレーキ

をかけるわけではないと言ったのはそこなのだけど、ネットワークもつくっています、うちらも。

だけど今はっきり言って20人集まったら18人は高齢者です。高齢者が高齢者を支えているのです。

私自身も 65 歳を過ぎています。私が一番若いくらいなのです。あと若者５人くらいしかいない。そ

んな状況で、これを今このアンケートを見ただけでも、これはもっともっとふやすといいです。意

識を高めていくのもいいです、大事なことなのですけど、これ以上ふえて町内会が果たしてやれる

のかと。もちろん、松田委員が言ったように、意識が変わってきている、今は。昔は３世代か４世

代一緒に住んですべて自分の家で介護をしたのです。今は、例えば私たちは、子供に面倒を見ても

らわないと。施設に入ると思っていると。こういう感覚なのです、私自身は、これは個人的な話だ

けど。そういう時期だから、もう変わってきている、考え方が。それはいいにしても、そういう状

況であるからある程度はいいにしても、松田委員が先ほど言ったように、健康な人といよいよ動け

ないような人しか病院で診てくれないとか、そういうふうになってきている。だから、これをある

程度といっても、認知症なんかは特に町内会で見てやらなくてはいけないのです、注意して。病院

に入れてくれないのだから。これははっきりしている。見てくれているところもあります。あるけ

ど、一概には言えないけども。そういう状況の中で、今町内会でこのことが一番問題なのです。ほ
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かの町内会も一生懸命やっていると思うけど、ゆるくないのは一番これなのです。見守るだけで済

まないし、もちろん。何かあったときには周りの人も責任を感じるわけです。ここが今一番大切で

あり難しいのです。もちろん町内会長会議もあるから、そのときにはまた話をするのだろうけども、

意識の高揚も大事なのです、先ほどから言っているように。だけど、難儀なのはここなのです。町

内会大変なのです。災害時の問題とか、すべてここに書いてあるけど。この辺がやはり若者がいな

いだけに、このことを把握すること。もちろんボランティアも皆やっています。そのほか草刈りで

もゴミ拾いでも、きのうもやったけども、そういうこともやっているわけです。出てくるのはみん

な年寄りばかり。30 人も出て来てゴミ拾いしました。だけども、７割は 65 歳以上です。そんな中

で正直なとこ私の町内会長、連合会長もやっているけど、あっぷあっぷしているのです。その辺は

どうするかということから始めないと、これに書いてあること全部やるといったら町内会まいって

しまうと思う。この辺やはり町内会活動のアンケートを先に取らなかったら大変ではないかと思っ

ているのです。だから、福祉に限らず、すべてのことで言えることなのだけども、これから過疎の

まちになってどんどん高齢化がまだまだふえていくのだから、そうするとますます大変になってく

るわけでしょう。皆さん担当者すべて大変なことだとは思うけども、難問題にぶつかっているわけ

です、壁に。だからって、人口の多いところを合併するというわけにも簡単にいかないし。この辺

が難しいなと。まだまだ言いたいことはいっぱいあるけども、この辺が難しく感じているのです。

その辺をどう解決するかと、答えなどないだろうけど、この 180 ある町内会がどうやって、やって

いくのか連合会集まるたびにいろんなことで大変です。消防の問題から集まっても大変だし、これ

だけいっぱい出る。だから 30 年になったら１万 7,000 人になるとか言っていたら、ますます大変に

なっていく。これが一番の課題ではないかと、私は思っているのです。やらないわけではないので

す。できるだけのことはしているのだけども、もう満度です、早い話が。だから、私は私なりにボ

ランティアもやりながら、ゴルフやったりするわけだから、少しはあるけど、それだって取られて

しまったら自分自身も運動がなくなってしまうから、そういう状況です。だからその辺も今後どう

いうふうにしたらみんなのまちが活性化になって、福祉も満遍なくいけるのか、この辺の感想があ

れば。辻部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 高齢化が進む中での地域でのいろいろな心配事だと思います。そ

ういう意味で、介護も含めてすべてお願いをするということではなくて、当然介護が必要とされる

方、その一歩手前の要支援。その辺の部分の介護認定、何らかの形で回りが心配になって、独居の

方何か地域で申請したほうがいいということで判定されてと。そういう形で介護認定の申請通った

方については、基本的には要支援の方は、地域包括支援センターも中のケアマネージャー。要介護

になられた方は、各事業所のケアマネージャーがついて必要なサービスをやると。そういう部分で

は、町内会に実際お願いする部分については、分類からいうと本当に自立しているかどうかは別に

して、自立という介護認定を受けられないという部分については専門職が実際についていないよう

な形になっていくのです。だからそこの部分については、やはり地域の中で見守って、もし認知症

が進んでいるとか、そういう部分があれば、高齢者のすべての相談については、町内会の方が近所

の方の高齢者について心配なこと。それはすべて一応健康福祉課の中にある在宅介護支援センター
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で相談を受けて、必要な措置を講じると、必要な対策を講じると、そういうことになっています。

そういう部分では、地域包括支援センターでは、行政の中の一部の機関でもありますし、いろんな

相談事すべてまず健康福祉課が受けるという、そういう考え方の中で私どもも活動しています。た

だあと、町内会の中で高齢化が進み、高齢者が高齢者のお世話をしなければならないと。そこの部

分は確かに地域の実態として、特に温泉つき分譲地でかなり早くから開けたところはそういう実態

あります。そこの部分については、これは福祉以外の町内会活動も含めて、地域の一つのあり方と

して、やはり今後も高齢化がどんどん進む中で考えていかなくてはいけない事項。特に見守りの中

で高齢者が高齢者を見守らなくてはいけないと。その部分は健康福祉課が中心となってきますけど

も、その辺 40％も迫っている中でどう考えていくか。これは町連合とか町内会の連合会の役員の

方々とも今後協議していきたいなと思います。実際昨年の地区町内会長会議、３地区で秋に行なっ

ていますけど、やはり地域心配事はそこなのです。だから、そこの中でうちの町内会はこうしてい

るという事例発表何かもありますので、そういうある程度効果的な事例も、これは町連合を通して

か町から流すというのはありますけども、これはほかの町内会に参考になるというものについては

積極的に広報に流していきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今の玉井委員長のおっしゃったこと、セコンドしたいのです。私どもの町

内会の実態もせっかくですから、こういう協議会の場ですからお話をさせていただきたいなと思う

のですけども、まず玉井委員長はじめとして、議員をやりながら町内会長をやられている方々に対

しては、非常に敬意を表しております。心からそう思っています。実はきのう同じように私どもの

町内会もゴミ拾いございまして、そのあとに恒例なのですけども、花見と称してジンギスカンみた

いなことを外でやるのですけども、そこに人は集まって来ております。そしてごみの量も町民の意

識が大分高まってきているのかと思うのですけど、ポイ捨てが大分なくなって、ゴミ拾いもゴミが

半分くらいにしか集まらなかった。これはいい傾向だなと思ったのですけども、総務部長さんのご

挨拶だったのですけども、実は私どもの町内会福祉厚生部長というのがおりまして福祉的なことを

やる。それは毎年女性が福祉厚生部長をやることになっているのです、我々の町内会。ところが今

期からは誰もやり手がいないということで、いまだに福祉厚生部長が決まらない状況なのです。こ

れはいろんな事情もあるのですけども。福祉厚生的な町内会なりの事業をやっても、なかなかそれ

に参加する人もいない。ではどういうふうにやろうかということで、いつも頭を悩まして苦労をさ

れているのですけども、現実的にはなかなか町内会でのそういうときは余り人が集まらないという

ような。そういうこともあるから多分受ける手がいないと思うのですけども、総務部長さんのゴミ

拾いのときの冒頭のあいさつの中に、私もやりたくてこういうのをやっているのではないのだとい

う、実際あいさつだったのです。だからみんな犠牲になってではないですけども、この中ではなく

てもいいから見つけてくれと、こんなような話から始まって、ゴミ拾いが始まったのです。それが

実態。実はきのうゴミ拾いだったのですけども、その前の週に町内会の総会がありました。私は前々

からほかの行事の日程があったものですから、その総会には出られませんということでお話をして

いたのです。総会の始まる時間の約 10 分前に私の携帯が鳴ったのです。私はほかの地域におりまし
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た。どういう内容だったかというと、現在町内会長さんをやっている方の息子さんというのは、い

ろんな関係の中で私は知り合いなのです。知り合いというか後輩なのです。後輩が遠慮しながら、

こんなこと浩平さんに、しかも電話でお話するような話ではないから、俺はそんな話できないとお

やじには言ったのでだけども、どうしてもしてくれというから話だけ聞いてくださいと。町内会長

受けてくれという話です。先週です。総会の始まる 10 分前にお前そんな話あるかと。そんな話では

ないだろうと。まず基本的に電話で話す内容ではないし、そんなあれでもないと。でも私丁重にお

断りしました。私は私の基本的理念の中で議員やっている間は議員と町内会の会長というのは重ね

てやるものではないという理念を持っているから、申し訳ないけどもそれはお断り申し上げていた

だきたいし、お父さんにもそうお伝えいただきたいと、そういうお話をしたのです。それだけやり

手がいない。誰もなりたくないのです。それが実態なのです。私が考えたのは相当高齢化になって

いるし、集まって来る人と集まって来ない人はっきりしています。全く出てこない家の方は全く町

内会活動に参加しておりませんから。これ以上どういうふうに町内会活動続けていくかとなると、

もっと広域に、私の町内は川沿ですけども、向かいの栄町と連合を組むか、あるいは堀部議長の住

んでいるべきところの同じ川沿のほうのところまで広く。こういうふうなつくり方をしないといろ

んな役員もそうですし、町内会長さんのやり手もいないし、ものすごい負担になっている。これが

現実なのです。それをぜひともご理解をいただいて、今後の対策としていろいろと町のほうも一緒

に検討していただければありがたいなと、このように思います。これが実態ですから、玉井委員長

が先ほどおっしゃったことは本当に実感として私も感じている次第です。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） コメントはいいですね。ほかはございませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 一つ提案だけど、夕焼け小焼け入っていますよね、晩の６時に。あれに健

康音頭とか隣のおばあちゃん見に行ったかいとか、顔見たかいとか、そんなような音頭をつくれば

いい。流してみてください。朝か晩。そうすると大分意識が変わると思う。今度考えてみてくださ

い。10 ぐらいに１つとせ、とかあるでしょう。ああいうふうな分かりやすいように、朝流したらど

うですか。本当に笑いごとではないです。とにかく３人に１人 60 歳なのだから。そんな音頭でもつ

くって朝流すのです。隣のおばあちゃん見てきたかいとか。そんなような 10 くらいくつって流した

らどうかと思うのです。晩の夕焼け小焼けはいいですよ。朝です。何かそんなこと考えたほうがい

いです。大したいいものですよね。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） だから、そういうことで言えば、例えばここには書かれているのだけど、

元気号の話だけども、社協のところに書いているけど、元気号に乗らない人が大切なのです。そこ

がみんな行くのだから、乗れる人は大丈夫なのです。ここまで来るのだから、来られない人が大切

なのです。だから、そこをこの計画の中でどかんと大きく打ち出して、やはりどこのまちにもない

ような方策を白老方式でやるとか、何かそういうこととは、今言われたようなことを含めて、同じ

ことではないようなことをやらないと、誰も何も見向きもしないのではないかと思うのです。僕先

ほど言った意味そういうようなことなのです。 

○委員長（玉井昭一君） その辺の、例えば 6,500 人高齢者がいる。仕分けというのはしていない
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のですか。 西課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 仕分けというのは独居の方が何名とか。それは仕分けしてござい

ます。名前まではそれぞれあれですけども、数についてはその地区何人という形で押さえてごいま

す。 

○委員長（玉井昭一君） その辺名前がわかれば処置のしようはありますとね。その辺はわかって

いるのだとは思っていたけども。あとはいいですね。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時 ００分 

  

再開 午後 ３時 ０１分 

○委員長（玉井昭一君） 建設厚生常任委員会協議会を終了いたします。 

（午後 ３時 ０１分） 


