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    ◎一般質問 

〇副議長（及川 保君） 次に、日程第２、昨日に引き続き一般質問を続行いたします。 

 通告順に従って発言を許可いたします。 

                                         

          ◇ 氏 家 裕 治 君 

〇副議長（及川 保君） １番、氏家裕治議員、どうぞ。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） １番、氏家裕治でございます。本日は、町民の安心、安全な暮らしに

ついて町長に質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、11月26日に発生いたしました暴風雪による西胆振地方を中心に広がった大規模停電に

よる白老町の対応について伺います。 

 まず、１点目、町民への情報提供については適切な情報提供がなされたのかどうか。 

 それから、２点目、避難所開設による対応はどうだったのか。 

 今回の長期停電、災害から見えたまちとしての対応課題は何だったのか。 

 この３点についてお伺いしたいと。 

 それから、２つ目です。今年度の除雪対策についてお伺いいたします。今年度の除雪協力業

者は、前年比に比べてどういった数になっているのか。 

 それから、２点目、協力業者確保のためのまちの対応はどうされているのか。 

 ３点目、除雪の優先順位に関するまちの考え方はどうなのか。 

 それから、３つ目に入ります。白老町内におけるマルチ商法等に関する対応についてお伺い

いたします。高齢化社会を迎える白老町にあって道内の被害状況、また町内高齢者からの被害

届についてお伺いしたいと思います。 

 ２点目、町民への情報提供のあり方について、まちとしての考え方、また今取り組んでいる

ことについてお伺いしておきたいと思います。 

 ４つ目になりますが、市民後見人に対するまちとしての認知度と今後の対応策についてお伺

いをしたいと思います。 

〇副議長（及川 保君） 戸田町長。 

          〔町長 戸田安彦君登壇〕 

〇町長（戸田安彦君） 町民の安心、安全な暮らしについてお答えいたします。 

 まず、１項目めの暴風雪による大規模停電についてであります。１点目の町民への情報提供

でありますが、27日午前８時15分に虎杖浜地区が停電との情報を受け、暖をとるための避難所

の提供が必要と判断し、通電されている虎杖浜公民館を避難所として開設いたしました。その

後、防災行政無線や消防署による虎杖浜地区全域への広報活動により避難所開設の情報発信を

実施したところであります。また、翌28日の朝には虎杖浜地区の全町内会長に停電のお知らせ

と避難所の開設チラシをお渡しし、周知をお願いする一方、臨海区の全世帯に職員を戸別訪問



        － 150 － 

させ、避難所の開設をお知らせするとともに、住民の方の状況確認を行ったところであります。 

 ２点目の避難所開設による対応についてであります。27日午後２時50分、北電より停電が長

引くとの情報が入ったため、午後３時30分に災害対策本部を設置し、あわせて虎杖浜公民館内

に現地対策本部を設け職員を派遣したところ、午後５時30分には虎杖浜公民館へ８世帯14名、

竹浦コミセンに５名が避難したところであります。現地では、今後予想される避難者の増加に

対処するため、新たな避難場所への誘導を考えておりましたが、午後５時45分ごろに一部地域

を残して通電が確認されたことから避難者は随時帰宅し、午後６時45分をもって避難者の全員

が帰宅したところであります。一方、翌朝までの間に避難する方のことを考え、消防署と協議

を行い、避難者があった場合は西部出張所で初期対応をすることといたしました。翌日28日は、

朝からの避難者への対応として職員、保健師を避難所に常駐させる体制で食事や寝具の提供、

さらには心のケアなど避難者５世帯７名の方々に対応を行ったところであります。また、29日

の午後８時に全世帯の停電が解消されましたが、７名の避難者については引き続き避難され、

翌日の30日の朝に帰宅したことから午前11時をもって避難所を閉鎖したところであります。 

 ３点目の今回の長期停電から見た対応課題であります。今回の災害対応の課題として、まず

停電範囲や復旧見通しなど早期に町民へ発信していくための正確な情報収集と伝達が挙げら

れ、今後は北電などの関係機関と非常時の連携体制の構築を進めていきたいと考えています。

また、高齢者を含めた災害弱者対応では今回の停電対象地区に高齢者の方が多く、避難所での

対応や避難誘導の確立が重要になると認識したところであります。さらに、白老町全域での停

電の長期化を考えると、避難所を含め役場などの非常用電源の確保も課題と捉えているところ

であります。 

 次に、２項目めの今年度の除雪対策についてであります。１点目の除雪協力業者数でありま

す。今年度は21社で借り上げ重機数37台、平成23年度と比較して協力業者数は１社減、借り上

げ重機台数は同数となっております。 

 ２点目の協力業者確保の対応であります。昨年度除雪作業をお願いしました業者をベースに

協力を依頼し、必要台数を確保したところでありますが、昨年まで協力いただいた業者のうち

３台が退き、新たに参入した業者２社で補充し、除雪体制を整えたところであります。今後は、

最低保証制度も視野に入れながら除雪重機の確保に努めていきたいと考えています。 

 ３点目の除雪の優先順位に関する考え方であります。最初に幹線道路の車道部分の除雪を行

い、次に幹線につながる道路の除雪を行います。その後は順次生活道路の除雪を行い、最後に

公共施設の駐車場や通路の除雪を行います。歩道の除雪は、小さな機械や人力作業による除雪

作業となりますが、ある程度幹線道路の除雪作業が終わった路線から除雪作業に入っていき、

あわせて福祉バスのバス停の除雪作業を行います。今後も高齢化社会に対応すべく、可能な限

りより一層きめ細やかな除雪作業につながるよう努めていかなければならないものと考えてお

ります。 

 次に、３項目めのマルチ商法等に関する対応についてであります。１点目の道内の被害状況

と町内高齢者からの被害届であります。道内の被害状況につきましては、11月末現在における
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相談件数は１万929件となっており、その内容は劇場型詐欺、当選商法、マルチ商法、催眠商法

など多岐にわたっております。また、町内高齢者からの被害届につきましては販売業者から健

康食品を一方的に送りつける被害が６件と一番多く、当選商法、劇場型詐欺など高齢者に限ら

ず町民の安心、安全な生活が脅かされている状況にあります。 

 ２点目の町民への情報提供のあり方であります。町は、消費者の安全を確保するために必要

な情報を収集して毎月消費生活に関する事項を町広報に掲載するとともに、町ホームページ消

費生活豆知識の登載のほか、白老消費者協会や白老町消費者被害防止ネットワークと連携した

ネットワークだよりの全町回覧による情報提供などを行ってまいります。今後につきましても、

悪質化、巧妙化する消費者被害対応するため各関係機関、団体との連携をさらに密にして消費

者被害の未然防止に努めてまいります。 

 最後に、４項目めの市民後見人に対する認知度と今後の対応についてであります。近年増加

する認知症高齢者や単身高齢者について、日常的な金銭管理等を支援する後見人制度の充実が

必要であると認識しております。しかし、本町には弁護士などの専門職後見人がいなく、近隣

市の弁護士、司法書士へ依頼している状況であり、23年６月の老人福祉法の一部改正により努

力義務として市町村で市民後見人の体制整備を図ることが規定されたものであります。今後高

齢化の進展等により親族による成年後見の困難な方が増加することが見込まれ、高齢者等が住

みなれた地域で安心して生活できる支援体制を構築するため、本町としては市民後見制度の講

演会等を実施して制度の普及啓発に努め、市民後見人の育成、活用を図ってまいりたいと考え

ております。 

〇副議長（及川 保君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） １番、氏家です。１項目めの11月26日に発生した暴風雪による大規模

停電による白老町の対応について、何点かちょっとお伺いしておきたいと思います。 

 私は、このときの災害対策本部の立ち上げ、それから地域への情報提供のあり方、スピード

については本当に評価すべきものだなと考えております。スピード感を持って情報提供に当た

ったというところまでは私は評価すべきものだと。今回のこの停電、大規模停電にかかわらず、

いろいろな災害を想定して例えば各町内会、それから学校、いろいろな方々と協力した災害防

止に関する講演会だとか、それから避難訓練等々が白老町内で実施されています。私は、今回

この大規模停電による白老町の対応を見ますと、そうしたいろいろな町内会の自主防災組織や

何かも使った中で、今までのそういった想定された災害訓練から１つ実働といいますか、実際

の災害に向かったときのまちの行動だとか町民それぞれの行動が今回見えたような気がするの

です。特にこれからの大規模災害、小規模災害にかかわらず、町民が避難誘導しなければいけ

ないだとか、そういったときにまちの対応がどうなのかと。 

 私は今回、27日に避難所が開設されたという話を聞き、やっぱり対応の速さというのはすご

いなと、そしてそこに何組かの方々が退避をされていて、それまではいいのですけれども、そ

の後も例えば臨海地区の停電が長引くという情報もありましたので、私は午後７時ごろですか、
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行ってみました、その避難所に。そうすると避難所が閉じている。あれと思ったのです。確か

に一部の停電は解除され、そこに避難されていた方々は家に戻ったと。でも、臨海区について

はまだまだ停電が続いていたという状況でございます。また、登別地区も含めて３日間ほどの

長期停電になるということが北電から説明があったと。それは、町もわかっていたことだろう

と思います。その中で、夜の７時ごろに避難していた方々が帰ったからといって、私は避難所

を閉じることはなかったのではないかなと思うのです。明かりも何もついていないのです、中

には。先ほど説明があったとおり、消防署と連携をしながら、消防にそういった方々が来たと

きには対応してもらうという考え方、それも一つの考え方なのかもしれないけれども、私自身

が行って例えば何かあったときに、町内会にはそういった連絡をしているのかもしれないけれ

ども、明かりも何もついていない、そういったところに行ったときに果たして町民はここが避

難所なのだということを認識することができるのかということなのです。私が行って、例えば

明かりと、それからこの時期だから言うのですけれども、明かりと暖房があるだけで、そのと

きに食べるものが間に合わないだとかなんとかというのはその以前の話で、明かりと暖房があ

るということだけでも町民にとっては安心につながる。避難所はそうあるべきではないのかな

と、私は考えております。その避難所の開設を評価はしますが、それを閉めたときの対応につ

いては、若干その部分については課題があるのではないのかなと。消防署と連携するとかなん

とかという以前に、やはりそこに職員が１人でもついて避難所を例えば朝まであけておくだと

か、そういったことが必要なのではないのかなと私は考えますが、それについての考え方を伺

います。 

〇副議長（及川 保君） 岩城総務財政部長。 

〇総務財政部長（岩城達己君） 最初に、その避難所を一旦職員が引き揚げたという経過につ

いて述べさせていただいて町の考え方をお話ししたいと思います。 

 当日は全町内会、虎杖浜地区７名の町内会長さん、またその代理の方に集まっていただいて

現地対策本部で会議をしておりまして、この後どんどん避難者も多くなるだろうと、そうする

とここだけでは手狭になるのでほかの部分もと、そういう会議をしているときにちょうど駅前

中心に通電があったと。６区の一部と臨海部は復旧しないものの、大部分が復旧になったとい

うことから、ほとんどの町内会長さんはもう心配ないから帰るという事態がありました。ただ、

そのときは完全なのかどうかがまだわからないので、ちょっと待ってもう少し情報をもらおう

ということを現地対策本部で進めておりました。その中で、ほかの町内会長さんのほうはもう

心配ないからという部分で、それぞれ各町内会には伝達するという手法をとってくれるという

町内会長さんのお話、それから臨海部については通電になっていませんから、当然そこの方々

が避難する可能性があるということで戸別に町内会の代表の方とお話をした結果、今晩はそれ

ぞれ皆さん自宅にとどまるというお話をいただきました。ただ、そういってもそれが全て押さ

えられるかどうかということも我々不安がありましたので、万が一夜寝ていて寒さの余り体調

を崩しただとか、そういう方が出た場合を備えて完全閉鎖はしないと。避難場所は、あくまで

も虎杖浜公民館と位置づけは継続しながらも職員は常駐させないで一旦戻るようにという体制
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をとらせていただきました。人がいなくなるということで暖房はオフにしてという状況はあり

ます。その間に万が一避難者が来た場合、入れないといった場合は消防と連絡をとり合って、

そういう人が来た場合は鍵をあけて中に避難者を受け入れてほしいと。また、対策本部は24時

間体制でいましたので、避難所に移りたいといった方は対策本部に電話なり何らかの体制で問

い合わせが来た場合は直ちに職員が現地に向かう。その間は西部出張所の職員がドアをあけ、

ストーブを入れてもらうと、そういう初期態勢をやりましょうということの協議を調えてその

日は戻ったということであります。ですので、翌日からは再度私たちも不安がありましたので、

戸別訪問しましてそれぞれの停電になっている世帯に情報提供する一方、避難所はここにある

からというお話と３日間という長期スパンになるから体調を崩されてもというお話をそれぞれ

させていただいて、結果的に先ほどの方々が避難所のほうに避難してきたというような対応を

とらせていただきました。 

 以上です。 

〇副議長（及川 保君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） １番、氏家です。今部長が言われた話はわかっています。町内会長さ

んと対策本部の中でいろいろ話し合いながら、そして臨海部については今晩は宿泊者がいない

からということだったらしいと。その話も聞いています。ただ、現地の方々に聞くと全部徹底

されていたわけではないみたいです、やっぱり。例えば電話連絡で、時間も時間でしたので、

電話連絡で今回は誰もいないなという形の中で今回はいいわという、そういうやりとりの中で

おさまっていたようでございます。それを町内会長さんのせいにするわけにもいかないですし、

町内会長さんは町内会長さんの立場の中でいろいろな手を尽くしながらやったと思うのです。

ただ、私は町内会にいる町民の方々、特にあそこは高齢者の方々が多い、それから障がいを抱

えてそれを見守っている家族の方々も何人かいらっしゃる。そうなると、例えば今部長が言わ

れたとおり何かあったときに対策本部に連絡すればいいというのは、僕たちだったらわかりま

すよ、それは。わかるのです。でも、その方々はなかなかそこまで頭がいかないです。そこま

で機転がきかないというか、回らないです。そういったところも全部、今部長が言っているこ

ともわかります。全部ひっくるめて考えると、例えば避難所を閉鎖するときに広報車でもいい

し、あそこは何世帯もない場所ですから、１軒１軒町職員が役場に引き揚げるときに、例えば

対策本部を役場につくってあるのであれば何軒しかないところですから、せめて今回できるこ

とを全てやり切るということが僕は大事だったのではないのかなと思うのです。 

 次の日ですか。僕と吉田和子さんの２人で回りました。20分から30分で回れるのです、あの

世帯を全部。そう考えると、そんなに大変なことではないです。僕は、今回できたかとか、で

きなかったからどうのこうのと言っているわけではなくて、今後のいろいろな災害に対して例

えば防災無線で流すことも、きのうも何点かちょっと出ていたような気がしますけれども、防

災無線で流しても聞き取れない人がいるだとか、その地域にどうやってそういった情報を伝え

るかだとかという方法の一つとして、今後の一つの課題として例えばこれぐらいの世帯だった
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ら職員手分けして回ったほうが早いなとか、この地域についてはどうだということが今回の一

つの課題になって見えてきたのではないのかなと私は考えるのですけれども、その辺について

の見解をちょっとお伺いしておきたいと思います。 

〇副議長（及川 保君） 岩城総務財政部長。 

〇総務財政部長（岩城達己君） 氏家議員は、そういういろんなことをよくご理解の上でのご

質問ということで捉えますが、そういう今回のを教訓に今後のあり方ということでのご質問で

すので、前向きな考えに立ってお答え申し上げたいと思います。 

 確かに今回35世帯という区域も限られた部分でしたので、翌朝から職員が３班に分かれて戸

別訪問をさせていただいたという部分があります。そのときに、もしこれが逆に白老町全域だ

ったらどうかなと考えたら、多分そうはできなかったと思います。そのことを考えたら、まさ

に群馬大学の片田先生ですか、おっしゃっているようなやっぱり共助、自助、共助、公助とあ

りまして、その共助という周りがやっぱり助け合うと。今回のまちづくり懇談会で大町のほう

から提案がありました。それに加えて隣同士が助け合う近助があってもいいというご提案をい

ただきました。まさにそういう部分で行政のできる範囲もありますが、地域力といいましょう

か、そういった部分をきちっと連携をとってお互いが情報提供しながら、この地区は私たちが

回るよと、そういうのをやっぱり構築していかなければ大規模になっていった場合という部分

の対応は、行政側ではもうなかなかできないかなというふうに思っています。ですので、今後

のあり方というご質問ですので、今後はやっぱりそういう地域との協力関係をきちっと築いた

中でそういう対応はやっていかなければならないかなというふうに考えています。 

〇副議長（及川 保君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） １番、氏家です。確かに今部長の言われることはそのとおりなのかも

しれない。自助、共助、公助の考え方からいくと、では公助としてできる範囲のことは、例え

ば環境的な整備は公助として整えますよと。その後の例えば避難だとか町民自身の自主防災組

織の確立の中でやれること、避難だとかそういったものについて、例えば公助から共助、また

自助の中でやってくれるということになれば、例えば臨海区の会館がある。会館があるのだか

ら、あそこをちゃんとうまく活用すれば、わざわざ虎杖浜の公民館まで来なくたっていいのか

もしれない。あそこにいて、例えばですよ。私も前から何回か言っていますけれども、例えば

そういった中央に近いとかではなくて遠くに離れているだとか、特にそういう場所に町内会の

会館や何かを設けている場所、そういったところに例えば発電機の一つでもあれば、後は町内

会独自でもって投光器だとか何かを用意することができる。全部例えば町内会のほうにそうい

ったものを任せようと思ったときには、やっぱりある程度の大きなお金がかかることでもあり

ますから、例えばまちとしてある程度のそういった自家発電といいますか、発電機を防災予算

だとかを年間を通じて幾らかでもつけながら、一遍にやれることではないでしょうから１つ、

２つでもことしはこことここ、来年はこことここということで整備していけば、今部長の言わ

れたそこの地域の方々はみんなで協力し合いながら、その町内会館を使って例えば暖をとった
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り明かりをとったりすることができるのかもしれない。これは、あくまで大規模停電について

話をしているだけの話で、これからもっともっと違った形の災害だって結局は町が確保すると

ころだとか、そういったことが全ては周知し切れないだとかとなれば、各町内会で対応しなけ

ればならない話になってくるわけですよね。そうなれば、やっぱり各町内会の付近の会館だと

か、そういったところに最低でもそういった発電機の整備なんかはしておかなければいけない

のではないですか。そこについての考え方をちょっとお伺いします。 

〇副議長（及川 保君） 岩城総務財政部長。 

〇総務財政部長（岩城達己君） 今回避難所を設けた部分は、当初は全域といいましょうか、

虎杖浜の大部分でしたので、それだけ収容できる大きなところが必要だったという部分で虎杖

浜の公民館にしました。町内会のある会館、このことも実は町内会長とお話しして検討をして

まいりました。町がそういうふうにすると、今は防災の協力関係でレンタル会社と協定を結ん

でいます。ですので、町が新たにどんどんそういう発電機を買って置いておくにしてもやはり

10年とかのスパンでもうその機械は使えなくなってくる、それは劣化してしまって。老朽化も

あります。それであれば、レンタル会社とそういう防災協定を結んでいますから、そういった

ものを災害時に提供していくというほうがお金もかからないですし、購入するという部分はか

かりませんから、そういう部分でもっとレンタル会社もたくさん広げていって対応しようかな

というふうには考えてございます。今回の場所は、停電にしても今回通電されていない会館だ

ったということもあって大きいほうにしたのですけれども、電気ばかりではなくていろんな災

害を想定されたときは近くて安心できて安全だという施設があれば、そこがやっぱり一時避難

所という位置づけは考えていかなければならないというふうに思っております。 

〇副議長（及川 保君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） これについては、これ以上ちょっと話ししても多分堂々めぐりになる

のかなと思います。ただ、今部長が言われたようにレンタル会社と協議する、例えばそういっ

たものをそのときに使えるようにすると。でも、レンタル会社も例えば今後の……今回はレン

タル会社と協定しておけば、レンタル会社がいち早く会館なんかに持ってきたりすることがで

きるかもしれないけれども、そうでないことも想定していかなければいけないのではないです

か。例えば今回は白老町だけの話だったから、白老町だけのことでもって周りが協力してくれ

るかもしれないけれども、これがもっと広範囲なもしそういう災害のことについて考えたとき

には、私はそこまでレンタル会社が例えば白老町のそういった各町内会館にそういうレンタル

でもって商品を卸せるような体制になるかどうかというのはすごく不安な材料の一つだと思い

ます。そこでまた混乱が起こるような気がしてならない、それが１点あります。町民対策につ

いての考え方はこれで最後にしておきます。 

 それから、今回のこの暴風雪の大規模停電に関して、町民も確かにそういった避難だとか、

こういった長い大規模停電というのは経験がなかったのではないかなと思います。それから、

企業ですよね。町民とやっぱり企業、企業も例えば虎杖浜の一部については翌朝８時ぐらいま
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でには回復したということで、特にこういった時期的なものもありましたから、余り加工業者

さんにはさほど影響はなかったのかなと思います。ただ、そこに勤めている女工さん方は停電

中は仕事ができないだとか、いろんなことがあったのかもしれないけれども、ただ旅館施設等々

に関してはやはり３日間完全にとまってしまうという危険、おそれがあったのです。そこにつ

いての例えばまちの産業経済、そういった観光に関して今まで取り組みをしてきて白老町にと

っては大きな役割を果たしているそういった企業さんに対しての情報提供、また今後の対応に

ついての考え方なんかをそこに行って親身にちょっとお話をしたり、考え方を聞いたりといっ

たことができたのかどうか、そこについての考え方は。 

〇副議長（及川 保君） 大黒企画振興部長。 

〇企画振興部長（大黒克己君） 今回の停電に対しましては加工場３件と、それからホテル２

件ということで、これにつきましては長期にわたって停電が続いたということで、いろんな支

障がないかということで産業経済課のほうで何度かお伺いしてその辺の状況の確認は行ってお

ります。 

〇副議長（及川 保君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） １番、氏家です。私は、大事なところだと思うのです。やっぱり企業

全体、白老町の中に、確かに１件１件の企業にまちがどう対応していくかということはすごく

難しいことなのかもしれないけれども、今回のこういった地域といいますか、それから温泉だ

とかそういったものを活用してずっとまちに貢献してくれているそういった企業、あらゆる企

業がそうなのでしょうけれども、何かあったときにまちがどうだ、大丈夫かいと、この３日間

どうすると、何かまちでできることはないかいということが言えること、言えるというか、そ

ういった情報を流すこと自体がまちとの信頼関係であったり、そこから企業が抱えている問題

をしっかりと現場に沿って考えていくことができるのだろうなと。そこで対応することと、そ

こで対応したことによる例えばその事後に起きるそういった費用のことだとかいろんなことと

いうのは、また後日考えられることなのです。一日も早く例えばそこにいる宿泊者のこと、そ

れから施設の営業開始に向けての相談をまちがどうやってやっていけるかということが私は重

要な心の安心感というか、企業家としての心の安心感につながるだろうし、今後の対応につい

て前向きにも考えていけるような、そういう方向になっていけるものと考えています。今大黒

部長が言ったとおりな対応がもしとられているのだとすれば、企業もそこについての考え方を

しっかりまたまちと一緒に考えながら、こういったときにはこうすればいいのだなということ

がわかったのではないかなと思いますので、今後もその考え方を忘れずに行っていっていただ

きたいと。虎杖浜地区だけではなくて、いろんなところで起きるそういった企業対策について

していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、発電機についての考え方をもう一度お伺いしておきたいと思います。 

〇副議長（及川 保君） 岩城総務財政部長。 

〇総務財政部長（岩城達己君） 今回、ことしなのですけれども、レンタル会社との応援協定、
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災害時に向けて行政を最優先して発電機ですとかポンプですとか、通常行政がそうそう抱えて

いないそういう資機材、そういったものを優先的に町のほうにお貸ししますよと、こういう協

定を結んでいます。ですので、まずそれは今回の大規模停電のときに即座に電話して何台確保

できるよと、こういう情報のやりとりをしていました。これがまだまだ続くようであれば、そ

ういうのから当然手配してこなければならないと。その一方で、北電からは移動式電源車、こ

れを全道から集めてきて主要なところに手配しますよという部分での対応も情報をもらってお

ります。さらに、これ以上長引くようであれば避難所に対して自衛隊からこれも電源車、そう

いったものを、それから暖房機器、こういったものを手配もしますよと、こういうのが次々公

助としての役割でやっていかなければならない部分の情報をいただいています。ですので、今

後またこういうような事態があった場合は、やっぱりそういう部分を十分に活用しながら手当

てはしたいと。決して手をこまねいているのではなくて、そういう対応を即座に現地に対応で

きるそういう部分をしっかり確立した上で対応したいというふうに考えております。 

〇副議長（及川 保君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） 今言われたことは、部長、２日目、３日目以降の対応は確かに行政で

なくてもいろんなところでの例えば自衛隊を活用するにしても、私の言っているのは初期対応

のことなのです。最初の１日目、２日目、ここを乗り切ったときには行政の手は幾らでも届く

のです。だから、今回の大規模停電も一つの契機にその最初の初日、２日目ぐらいを各地域で

乗り切るぐらいのそういった公的な役割の中で整備できるものは整備しておくと。後はそこの

町内会だとかいろんなところの自助、共助の中でやっていっていただくというその初期のこと

です。これだけ言っておきたいと思いますので、押さえておいていただきたいと思います。 

〇副議長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１０時３８分 

                                         

          再開 午前１０時３９分 

〇議長（山本浩平君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） １番、氏家です。それでは、２項目めの今年度の除雪対策についてお

伺いいたします。 

 今年度の除雪、今町長のほうからの報告があったとおりやっぱり業者が減るのですね。前か

ら言っているように、今建設業者というのは本当に底なのです。自分たちの会社をどう維持し

ていくかということが大変な時期に入っているのは町長も十分承知の上だと思います。特にこ

の冬場、こういった除雪体制というのは、例えば業者がそこで利益を上げるためにやるわけで

はなくて、持っている重機をどうやって次の年の仕事が始まるまでの間維持をしていくかとか、

それからそこにいる従業員の方々一人一人を例えば冬期間の雇用の中で、全部とは言いません
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よ。全部とは言わないけれども、そこで維持をするために例えば何かあったときに機械を持っ

ていようだとか、いろんなことを考えながら除雪体制を考えているのです。ただ、降るか降ら

ないかわからない雪のために、例えば年に何回か出ればある程度の機械を維持できるだけのお

金になるかというのはどうかわからないですよ。わからないけれども、そのために機械を持っ

ているという業者さんはやっぱりだんだん少なくなってくるということなのです。数字から見

えるとおりなのです。ですから、この最低保証制度というものをしっかり確立して、確かに降

らなかったときにはまちの持ち出しになるのかもしれない。でも、雪が降ったときにはそれを

一つの基盤に、そして業者さんにしっかり維持をしていっていただくという考え方を一日もや

っぱり早くとるべきだなと思うのです。今年度は確かにできなかったのかもしれない。でも、

これをしっかり各業者さんに説明をし、そして来年度に向けての考え方を業者さんにまちとし

てちゃんと考え方を説明しているのかどうか、それについての考え方。 

〇議長（山本浩平君） 岩崎建設課長。 

〇建設課長（岩崎 勉君） 最低保証の関係でございます。これにつきましては、今年度とい

うよりも前年度から検討を始めております。その中で今年度の除雪会議、業者さんとの説明会

の中で本来的には24年度からやっていきたいという説明も昨年度しておりましたが、ちょっと

まだその辺がまとまっておりませんので、来年度には最低保証を考えていきたいという形で説

明はしております。 

〇議長（山本浩平君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） １番、氏家です。やっぱり僕は一番心配するのですよ、その業者さん

がいなくなることによってのまちの除雪体制。ずっと議会の中でもこの除雪体制のあり方につ

いてはいろいろ議論されていますから、余り深く突っ込む必要はないかなと思いますけれども、

ただ業者さんがいることと、それから業者さんをどうやって維持していくかということ、維持

していくという言い方がいいのか悪いかは別にしても、どうやって確保していくかということ

と、そこがやっぱり白老町の一番の除雪に対しての考え方の根底になると思います。そこから

先なのです。例えば町民からの除雪の対応についてこういう苦情があるけれども、これに対し

てどういう対応をしたかとかしなかったかというのはその後の話だと思うのです。そこがちゃ

んと固まらないと何の対応もできないということですので、ここだけはしっかり押さえていっ

ていただきたいなと思います。 

 それから、除雪の優先順位についてちょっと私は先ほどお伺いしました。まちの考え方の再

確認ではないですけれども、このとおり進めていっていただければなと思います。特に町民の

足の確保ができたのと同時並行のほうが本当はいいのでしょうけれども、先ほど岩城総務財政

部長とも話をしましたけれども、例えば何かの災害時にすぐ使えるための会館の周りの除雪、

確かに大きな重機が入っていけない場所もあるでしょう。例えば臨海地区みたいなあんな場所

は、機械が入っていけないような状況のところもありますから、またそこが今までみたいに若

い人たちが中にいるのであれば若い人たちの中でもって、住民、町民、町内会の中でもってや
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れる場所もあるのでしょうけれども、だんだん高齢化がこれからまちで進んでいくということ

であれば、そういったところの人海戦術も含めながらまちとしての除雪も考えていかなければ

いけない、もうそういった時代に入ってきているのではないのかなと思います。今高齢化率が

38％ですか、それぐらいにもう迫っている中で、これからの除雪のあり方も今までの考え方か

ら一歩進んだ考え方にしていかなければ、確かに町財政も厳しいかもしれないけれども、そう

いったところまで踏み込んで考えなければいけない時代に入っていると思いますが、町長の考

え方をお伺いしておきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 高畠都市整備部長。 

〇都市整備部長（高畠 章君） 除雪体制は、町長の答弁にありましたようにこのような順番

で従前からやっているということで、なおかつ私が役所に入った昭和51年ころは公共土木施設、

あくまで町道をやるのが建設課ですよと、そして公民館だとか生活館だとか、それは各所管課

で自分たちの施設の除雪費はおのおの持っていました。でも、そこをやはり一元化しようとい

うことで全部建設課のほうで、当時は土木課なのですが、土木課でやろうということで一体的

に土木課でやるということ、そういう方向にしてずっと今日に至っています。ですから、最初

にやっぱり土木施設をやると。それはなぜかというと、道路というのはより多くの不特定多数

の人が使う場所、そして次に集会施設というのはその地域の特定の人たち、確かに不特定多数

ですけれども、限られた人たち、そういう順番でやっていくということで、ただお葬式だとか

イベントだとかそういったものが朝の何時からやるよという連絡を受ければ、まず優先順位は

上げて対応するという形をとっております。ですから、基本的には町の除雪計画に入っている

集会施設、これはほとんどの施設が入っているということでご理解していただいて、なおかつ

その中でさらに地域の要望があるのならば、やっぱりこういうような小さな施設でも今氏家議

員がおっしゃったような部分で町でやっていただきたいのだというような部分があれば、それ

は申し出いただいた中で再度検討して除雪箇所に加えるというような方向でこれから対応して

いきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） 今高畠部長が言われたとおり、今後そういった依頼といいますか、今

までは自分たちの町内会でやってきたのだけれども、もうこれからはできなくなってきたとい

うような考え方がこのまち全体に広がってくるような気がします。それについて対応できるこ

ととできないことというのがあるのかもしれないけれども、それについて真摯にまちとして考

えていかなければいけない時期に来ているということで、共通認識の中で考えていきたいなと

思います。私もそういったもし相談があれば真摯にまちに対して協力を求めますし、そのとき

の対応が同じ共通認識に立っていれば前向きに考えていけることなのかもしれない、そう考え

ていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、次の項目に入りたいと思います。白老町内におけるマルチ商法等に関する対応に

対する考え方でございます。今道内の被害状況と、それから白老町内の被害届の情報が町長か
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ら示されたと思います。やはり一番多いのは高齢者なのです。高齢者、これはこの後に質問を

しますけれども、市民後見人だとかそういったことにもつながってくることなのだけれども、

まずは悪徳商法と言われる例えば健康食品、最近では皆さんのところにも行っていませんかね。

これは、悪徳商法というのか何というのかわからないですよ。ただ、リサイクル店をオープン

させたいのだけれども、皆さんのお宅にある古着、それから貴金属等々ございませんかという

電話が行ったことないですか。僕のところに来るのです。そして、では来てくださいと、話聞

きたいから来てくださいと。あしたのお昼でいいですかと言ったら、あしたのお昼１時にお伺

いいたしますと。来ないのですよ。そして、届いた電話は着信履歴に残っていますから、非通

知だったら僕はとらないですから、着信履歴に残っている部分については電話をかけ直すので

す。出ないのです。それから何件か地域の町内会のお話を聞くと、うちにも来たと。そして、

古着だけだよと言っていたのだけれども、家に上がり込んできて、例えばちょっとした指輪だ

とか時計の果てからみんな持っていかれたわと言うのです。みんな持っていかれたわというこ

とは、お金も幾らか置いていったのかもしれないけれども、それがいいか悪いかは別にして、

でもそういった商法が例えば名前をかりて被害になるようなものはやっぱり未然に防いでおか

なければいけないと思うのです。そういう情報提供、こういったことがあるから気をつけたほ

うがいいよとか、気をつけなさいよという情報提供、こういったことが例えば消費者協会を通

じたり、いろんなことがあるというのはわかっています。そういったところで情報提供してく

れているというのもわかるし、被害がそこにあったときにそういったことに対して対応してく

れているというのもわかるのです。ただ、まちとしての対応が私は必要なのではないかなと思

う。こういった時代になっているのではないのかなと思います。 

 町長が今進めている75歳以上の方々、もっと本当は掘り下げてもいいのかもしれない。とり

あえず今行っている75歳以上の方々のところに職員を派遣されている。そういった職員の方々

に今まちのこういった例えば悪徳商法というのかマルチ商法というのかわからないけれども、

こういった電話が来たりしていないかいと、もしあれだったら気をつけなさいよだとか、そう

いう情報提供はそういった方々を通してもやるべきだと僕は思っているのです。話を聞くだけ

ではなくて、まちの持っている情報、高齢者に対しての安心、安全な暮らしにつながるような

情報についてはそういった場をかりてでもするべきだなと思っていますが、その辺についてど

うでしょうか。 

〇議長（山本浩平君） 須田生活福祉部長。 

〇生活福祉部長（須田健一君） 今氏家議員のご質問のマルチ商法等のそういう高齢者の被害

対策、未然防止についての情報提供のあり方ということでございます。これにつきましては、

今職員が行っている地域訪問活動、こういった中で当然職員が訪問するに当たっては、その辺

の対策を十分職員間で周知を行うことを基本として訪問をしてございます。そういったことは

非常に効果が出ることではないかなというふうには認識してございますので、ただ、今その地

域訪問活動自体の制度の取り組み方というのが今現在どういうふうに取り組みをしたらいいか

ということで、現在実際に75歳以上のところを訪問してございますが、それとは別に今後どう
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いうふうな取り組み方をするかということの中でいけば、必ずしも地域訪問活動の中でそのよ

うな形にはならないかもしれませんが、いずれにしても町サイドで職員の呼びかけ、公共施設

を語ったことというのも非常に日常に起きていて頻繁に新聞やテレビで報道されてございます

ので、そういう観点からいってももう少し町側から積極的に住民の皆様にその未然防止につい

ての情報を提供するということは、いろんな方法がちょっとあろうかと思いますが、その辺十

分手法も考えながら進めさせていただきたいというふうに考えております。 

〇議長（山本浩平君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） 僕は、面倒くさい考え方というのは余り好きではないから、今実際や

っているのだったら、職員を高齢者のところに行かせているのだったら、そこでそのぐらい話

ししたっていいわけでしょう。母さん気をつけてよと、もしこんな電話が来たらまずは電話ち

ょうだいというぐらいの話を提供したっていいわけでしょう。そういった考え方を基本に回っ

ていますのでどうのこうのと、そんな回りくどい言い方はいいのだ、俺からしてみれば。今し

ていないならしていない、そういった考え方を持っているから今後やっていくというのだった

らやっていくで僕はいいと思うのです。これ町長、違いますか。別にここでそこに詰めて何か

を言おうなんて思っていません。ただ、これから高齢化社会がどんどん加速的に進んでいく中

で、まちの行政のあり方、町民との向き合い方というのはどんどん変わってくるでしょうとい

うことを言いたいだけの話です。どうせやっている事業だったら、もっと効果的に、効率的に

それを二重三重にカバーしたっていいではないですか。行政がやっているからほかがやらない

わけではなくて、行政がせっかく行っているのだったらそこで声をかけてくるということが大

事なことでしょうということを言っているのです。それ以外にいろんな二重三重にもそういっ

た高齢者を守っていく仕組みをこれからつくっていけばいいだけの話なのですから、ただその

１点を言っているだけで、別に難しいことを言っているわけではないのです。そういった考え

方を基本に、高齢者のところに行くのであればそういったことも今後進めていくという考え方

を示してくれればいいだけではないですか。別にそんな難しいことを言っていないですよね。

そこの考え方を聞いておきたかっただけです。 

〇議長（山本浩平君） 須田生活福祉部長。 

〇生活福祉部長（須田健一君） ちょっと私の説明の仕方が大変悪くて申しわけございません

でしたが、基本的に今75歳以上の地域訪問活動はほぼ90％以上をもう既に終えてございまして、

これからまた新たに出るということにはならないことを踏まえた上でこれから考えさせていた

だきたいということでお話ししましたので、ちょっと回りくどい言い方をして申しわけなかっ

たですが、そういう趣旨でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） わかりました。90％以上を回り切っていて、それを踏まえてまた回る

ということが大変なことだということの説明だったのでしょうね。わかりました。でも、いず
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れにしてもこういったマルチ商法の情報提供というのは、先ほど災害時に防災無線が余り活用

されないだとか家にいても聞こえないだとかという話もよくありますから、例えばどういった

形がいいのかわからないです、僕も。高齢者の方々はいろんな状況の中で暮らしているので、

環境の中で暮らしているので、どういったことが一番ベストなのかというのはわからないけれ

ども、例えばいろんな福祉課の職員の方々とも相談しながら、今の高齢者の方々にはこういっ

た情報提供のあり方がベストだよということがもしあれば、そういった連携のもとこの情報、

マルチ商法に対しての情報提供をしていっていただきたいなと思います。総体的な考え方は、

後で町長のほうからもお伺いしておきたいと思いますけれども、このマルチ商法についての対

応についてはこれぐらいにしておきたいと思います。 

 また、その先に市民後見人ということで質問させていただいております。これもこれからの

高齢化社会を、また高齢者の方々を守るための大きな役割の一つだと思って今回質問をさせて

いただきました。この市民後見人に対する認知度と今後の対応策については、先ほど町長のほ

うから説明がございましたので、大体そのとおりなのだろうなと思います。ただ、私も幾つか

の新聞報道、また例えばインターネット上のまちの取り組みなんかも勘案すると、北海道の取

り組みはやっぱりちょっとおくれているのだろうなと、そう感じます。 

 それで、先ほど町長のほうから報告があったとおり、この市民後見人というものの……市民

後見人という制度自体はないですね。成年後見人制度の中の市民後見という形なのです、それ

を補助するというか、補佐されている。そういった人たちを今後養成、育成していかなければ

いけないよということなのです。なぜそういった問題が出てくるかということなのです。例え

ば成年後見制度の中で、まだまだ僕たちも成年後見制度自体を熟知していないというか、して

いない部分でここで深い議論をしたとしてもしようがないと思いますので、ざっくりとした考

え方の中でちょっと考えていきたいと。今回この成年後見人制度の中の市民後見というものが

重要視されているというのはなぜかというと、成年後見をするために資格は別にそんな必要が

ないということです。例えば弁護士だとか司法書士さんなんかを使う場合は、財産のいろんな

お金のやりとりなんかのそういったものを解決するためにはそういった方も必要なのかもしれ

ない。でも、最終的には裁判所でそういった裁判を行って結果を出していくのです。成年後見

人と言われる６割ぐらいが親族によるものだそうです。例えば親が亡くなればその兄弟、また

その親戚の方々がこの成年後見を使って財産の、または生活費や何かのお金のやりくりをした

り、その最終的な何かをやるのだけれども、結局は着服したりして本人のために使うのではな

くて、みずからのそういった私腹の中で使ってしまったりするというものが大多数出てきてし

まっているのです。それではいけないということで、例えば第三者的な立場の市民というか、

町民というか、そういったところに例えば認知症で、うちのお母さん最近ちょっと認知症でと、

自分の身の回りのことが少しできなくなってきているのよと、生活全般についてちょっと見て

もらいたいのだわという第三者がそういった役割を果たしていくということが今後重要視され

ていくだろうということでこの市民後見という考え方が出てきているみたいなのです。 

 この市民後見という考え方、白老町の中では成年後見人制度自体がなかなか熟知されていな
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い中でのこの市民後見という考え方ですから、なかなか今後先にどうやって進めていくのかと

いう考え方はわからないかもしれないけれども、例えば市民後見人というのは誰でもなれると

はいいながらも一つの基準がある、クリアしなければいけない問題があるのです。例えば決め

られた実習、そういった研修期間、研修をいろいろな実施機関で受けてそういったものを登録

をしなければいけないだとか、そういったふうに考えると市民後見人というのは、これは厚生

労働省から出てきている、ホームページから出てきている資料なのだけれども、例えば市町村

が、例えば白老町が市民後見人を育成するために何人かを養成するための実施機関に何日間か

講習を受けさせますよと、それを登録をするのです。登録をしておくと。そして、家庭裁判所

にうちのまちにはこういった人たちがいるから、何とかこの中からお願いしますねと。それを

決めるのは、決定するのは家庭裁判所なのです。だめだと言うかもしれない。その中の人では

だめですよと言うかもしれない。家庭裁判所がそれを決定して、そして市民後見人としての認

定をすると言ったらおかしいのかもしれないけれども、確定をするのです。 

 ちょっとよくわからない人は、今の説明を聞いてもよくわからないかもしれないけれども、

でもあくまで市町村がそういった仕組みをつくらなければいけないのだよね、きっと。これを

見ていると、市町村が推薦をしなければいけないのだから、市町村がそういった候補者という

か、そういったグループ、頭に余り浮かばないかもしれないけれども、例えば民生委員の方々

だとか、ちゃんとした立場のある方々、そういった方々だとか、例えば町の相談員をされてい

た方々、町民相談や何かを受けていた方々、ある程度の法律的なことも少しわかる方々にそう

いった講習を受けてもらってまちとして一つの登録をするだとか、どこかのＮＰＯの法人団体

にそういったものを委託するだとかして、いずれにしてもまちとして何らかの仕組みをつくら

ないとこの市民後見人という制度は……市民後見人という制度ではなくて、成年後見制度の市

民後見人というものを使うことはできないのだと思うのです。ですから、まちとしてこの考え

方をこれからどう進めていくかということなのですけれども、まちとしては市民後見人に当た

る方々をどういった方々を対象に今後こういった制度的な進め方をしていこうとしているのか

をお伺いしておきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 須田生活福祉部長。 

〇生活福祉部長（須田健一君） 市民後見人の関係で、制度とかその内容については今氏家議

員がお話しされていたとおりの内容で、私のほうから別に改めていろいろとその内容を説明す

る必要がない程度でしていただいてございますので、基本的には今後の町の考え方ということ

で、市民後見人になる方は基本的には社会貢献に意欲のある方で倫理観を持ったような人方が

やはり裁判所から委嘱を受けるような担い手になってくるということで、実際にそういう担い

手を行政がこれからつくっていかなければならないと、またどういうふうな手法でそれを行っ

ていくかというのは、私どもも今勉強をさせていただいている中では非常に難しい問題だなと

いうふうに捉えてございます。それで、まずは行政側だけではなく社会福祉協議会だとか、町

内に存在するＮＰＯ法人だとか、または消費者協会など、もろもろのそういう団体との連携等

も図りながら進めさせていただきたいなと。ただ、幸い白老町は高齢化がほかのまちに比べて
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進んでございますので、その必要性というのはどこのまちよりもやはり先に進んでくるのでは

ないかなというふうにも考えてございます。そうした中に既にことし消費者協会さんでこの市

民後見人の講演を開いていただいたりだとか、この後12月にはＮＰＯ法人さんのほうで町内で

また市民後見人の講演をしていただくということで、既に行政以外のところで必要性を感じて

積極的に取り組んでいただいているところでございますので、町も成年後見人の制度について

の講演等を予定している中で、そういった活動にタイアップして協力していくということで今

進んでございます。その中で、現在北海道の町村の中でいけば３市３町ですか。釧路市、小樽

市、帯広市、南富良野、白糠町、余市町、本別町ですか。ですから、４町で既に取り組みを進

めてございますので、そういった活動の状況等も踏まえて今後この後見人制度について普及等

を図りながら担い手の育成、こういったものを進めていきたいというふうに考えてございます。 

〇議長（山本浩平君） １番、氏家裕治議員。 

          〔１番 氏家裕治君登壇〕 

〇１番（氏家裕治君） 今生活福祉部長の言われたとおり、例えば消費者協会だとかいろいろ

なところでこの市民後見人についての考え方をいろんな機会を設けて勉強会を開いたりしてい

ます。ですから、民間では動き出しているのです。ただ、僕が言いたいのはやっぱりまちの考

え方、このまちの考え方がしっかりしていかないと、これを今度裁判所と協議をしながら進め

ていかなければいけないという仕事も残るわけです。これは、例えばＮＰＯ法人だとか、これ

からできるであろう市民後見と言われる人たちが裁判所と協議するのではなくて、裁判所と協

議しなければいけないのは市町村と裁判所、ここが協議をして市民後見人の選任をどうするの

かということを協議しなければいけないのです。だから、ここの考え方はしっかりしなければ

いけないと僕は思うのです。それと同時並行で町民の中でこの市民後見という認知度を高めて

いって、例えば先ほど言った悪徳商法に絡むような問題、そういったことを高齢者にかわって

解決していくようなことが今後やっぱり求められていくのではないかなと僕は思うのです。こ

れは加速度的に、例えば白老町が今34.何％かの高齢化率だと。これがあと５年たったら40％近

くになるわけでしょう。そうしたら、今の60代、僕たちの時代でもそうかもしれない。50代、

60代ぐらいのときからこういった制度のことをちゃんと認識して考えておかないと、いざとい

うときに使えない制度になるかもしれない。幾らまちでこんなことがありますよといっても町

民はわからないですよ、こんな制度のことなんか。だから、今からしっかりとしたことをして

いかなければいけないと思うのですけれども、もう一度もし答弁があれば伺いたいと思うし、

町長の今後のこういった例えば今までの全般的な考え方に対しての考え方を求めて私の質問を

終わらせていただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 戸田町長。 

〇町長（戸田安彦君） それでは、氏家議員の全般的な質問でお答えをさせていただきたいと

思います。 

 まず、１つ目の停電に対しての話だったのですが、白老町は限定的なものでしたから対応自

体のスピードは速かったと自負をしておるのですが、今７時に行ったときには虎杖浜公民館が
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あいていなかったとか、そういう問題ご指摘もありましたので、それはこの次の災害等々があ

ったときにきちんと参考にさせていただきたいなというふうに思いますし、また避難訓練をや

っているときは、いつも白老町は夏ばかりで冬どうなるのだという声があったときに、たまた

まこの寒い時期にそういう避難所を設けた災害が発生し、私たちも含めて虎杖浜地区の町民も

この寒いときにこういう災害があったらこれだけ大変なのだというのを身をもって体験しまし

たので、これは次の避難訓練や防災計画にも取り入れていきたいというふうに考えております。 

 ２つ目の除雪については、担当課長の言うとおりでございます。 

 あと、３つ目、４つ目なのですが、これは白老町だけではなくて高齢化社会の問題だなと捉

えております。マルチ商法の話も余り家にいないもので初めて聞いた話でございましたが、そ

れに地域担当職員制度のお話がございましたので、まず地域担当職員制度は今担当部長がお話

ししたとおり今制度の構築をしている最中でございまして、氏家議員がお話ししたことと今や

っていることがリンクして今すぐは対応できないよというお話だったのですが、実はこれ聞き

取りのイメージがあるのですが、聞き取りは変な話、子供でもできる作業なのです。聞き取り

というか、受発信の地域担当職員制度でありますので、今言われたようなタイムリーに動かな

ければならないものは地域担当職員制度関係なしにタイムリーに動かなければ、情報発信しな

ければならないと思いますし、人それぞれ地域によっても考え方や問題点が違いますので、こ

ちらからその問題を聞くこともそうですし、それに対応することの情報を発信するというのが

地域担当職員制度の目的でありますので、これはまだちょっと時間がかかると思いますが、一

つ一つ制度を構築していきたいというふうに考えております。この制度ができることによって

高齢者対策の問題が１つ２つと解決をしていくと考えております。 

 あと、市民後見人、私もまだ勉強不足でありますので、先ほど議員がおっしゃっていた、私

いつも言っているのですけれども、町民ができることは町民がする、行政しかできないことは

行政がやるという観点から高齢者問題に対して、これは家庭裁判所もかかわるということなの

で、行政でしかできないこと、そして行政ができることは深く考えて進めていきたいと思いま

すし、本当に70歳、80歳になってから市民後見人の話をされてもなかなかやっぱり頭に入って

いかないと思いますので、40代、50代または親がいる世代がこういう制度に対して興味を持っ

ていくような取り組みをしていきたいと考えております。 

〇議長（山本浩平君） 以上をもちまして１番、氏家裕治議員の一般質問を終了いたします。 


