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午前１０時０６分

開議

ては、予算説明資料にも記載がございますけ
れども、森林の多目的機能に対する町民の期

◎

待にこたえるため、無立木地における広葉樹

開議宣告
１２日に引き続

などの造林や天然林の針広混合林など、広域

き、予算審査特別委員会を開催いたします。

的機能の高度発揮を目的とした造林を実施す

○委員長（大久保

優君）

るとともに、木材資源の循環のための造林を
◎

実施し、針葉樹と広葉樹の入りまじった豊か

議案第３６号

○委員長（大久保

優君）

議案第３６号平

成２１年度足寄町一般会計予算の件を議題と

なふるさとの山の造成を図ることでございま
す。
それで、予算の中身を一部御説明いたしま

します。
１３０ページの歳出、農業費１０目から進

すが、１９節の負担金補助及び交付金の中で

めます。中山間地域等直接支払推進事業費。

１,８６９万４,０００円を予算計上しており
ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

り推進事業補助金として吸収源対策タイプ及

保全向上対策事業費。

び機能向上タイプ、対象面積につきまして

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

大規模草地管理

は、今の御質問ありましたとおり１３０ヘク
タール、標準経費につきまして７,１８９万

運営費。

９,０８５円のうち２６％については、２６

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保
１０番

内容につきましては、２１世紀北の森づく

農地・水・環境

優君）

％のうち道１６％、町が１０％となっており

林業振興費。

まして１,８６９万３,７６２円となっており

谷口二郎君。

○１０番（谷口二郎君）

北の森づくりの事

ます。
この財源の内訳につきましては、道補助金

業の関係で２〜３お伺いをいたします。
事業の対象面積が１３０ヘクタールとなっ

が１６％ございますので１,１５０万３,００

ておりまして、補助内容については説明資料

０円、町補助金については１０％であります

でわかりますけれども、その１３０ヘクター

の で ７ １ ９ 万 １ ,０ ０ ０ 円 と な っ て お り ま

ルのうち、吸収対策については、多分、無立

す。
以上、事業内容について御説明いたしま

木地の人工林化ということだと思うんですよ

す。

ね。
それからもう一つは、森林機能を高めると

○委員長（大久保

優君）

１０番

谷口二

いう意味で人工林の複層林化ということです

郎君。

から、二つの対策が盛り込まれているという

○１０番（谷口二郎君）

ふうに思います。

すよ、説明されていますから。これは当然森

それはわかるんで

これ１３０ヘクタールのうち、恐らく箇所

林所有者が森林組合等に委託をして行う事

づけはされているんだろうと思いますが、内

業、いわゆる公的造林事業対象地なんです

容について、今話した内容について御説明い

ね、これは。公的造林補助対象地域ですか

ただけませんか。

ら、そこのところを北の森づくり事業とし

○委員長（大久保

優君）

経済課長、答

ですよね、事業期間は。

弁。
○経済課長（鈴木

て、これ多分、期間は２２年までだと思うん

泉君）

これ道の事業で、恐らく道では道全体、道

答弁いたしま

内では恐らく５,０００ヘクタールだと思う

す。
２１世紀北の森づくり推進事業につきまし

んですよ。そのうちに吸収源対策として、い
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わゆる無立木地と言われるそういう箇所を造

ですから、今この対象事業面積のうちのど

林化するのが半分２,５００ヘクタール、残

れくらい、そういったことを手がけてるのか

り２,５００ヘクタールは、人工林を将来的

どうか、もう既にですね。あるいは無立木地

に広葉樹も入れて複層林化していくと、こう

の対象の状態というのはね、対象地の状態と

いう事業なんですね。

いうのはどういう状態なのか、そのことを今

これは前から説明受けておりますのでわ

伺ってるんですよ、内容を。

かっているんですが、足寄の事業は３０ヘク

補助内容はもう既にこれは決まっておりま

タールということになっておりましてね、そ

すのでね、だから道の補助は、市町村が２６

うすると３０ヘクタールの総体予算が７,１

％事業費を補助するということになれば、そ

００万ですから、そのうちの吸収源対策がど

のうちの１６％を道が補助するよと、こうい

れくらいの面積なのか、それから複層林がど

うことで決まっていまして町はそれは１０％

れぐらいの面積かということを伺ってるんで

でやれると、こういうことですよね。最高２

すよね。

６％までと、道は１６までですよね、そうい

これ吸収源対策の場合は、無立木地ですか
ら、いわゆる低収益林歩も人口造林化してい

うことでこれは決められておりますのでね、
そのことは承知をしております。

くということですから、そう難しいことでは

問題はその事業の内容なんですよ。これ場

ないのかもしれませんけども、複層林計画、

合によっては失敗するか成功するかみたいな

複層林というのはね、これは確かに北海道の

ことになりますので、投資をしてもだめに

いわゆる林地に合うようなものをつくってい

なってしまうということも森林ですからあり

くというのが理想的な考え方なんでしょうけ

得るわけですよね。ですから複層林計画とい

ども、かなり難しいんですよね。

うのは相当慎重を期してやらなきゃならんも

恐らくカラマツの造林地を例えば列状で２

んですからね、その意味で伺っておりますの

列間伐をとってね、その間に例えば広葉樹を

で、そのことを御答弁いただきたいと思いま

入れていくというそういうことを考えていた

す。

り、あるいはそうなれば段差をつけていくと

○委員長（大久保

いうかね、一回に切ってしまうと裸になって

め、暫時休憩いたします。

優君）

答弁調整のた

しまいますので、例えば５０年伐期になっ

午前１０時１５分

休憩

て、５０年したらそこを切ってしまったら何

午前１０時２４分

再開

も残らんくなるということですから、そう

○委員長（大久保

いったことではなくて、その林層を段階的な

議を再開いたします。

ものをつくっていくと、そういうことですよ

経済課長、答弁。

ね。そうして伐期が来たらそれを切っても次

○経済課長（鈴木

が、植林しなくても次が出てくるというそう

ました。

優君）

休憩を閉じ、会

泉君）

大変失礼いたし

吸収源対策につきましては１８ヵ所３０.

いうやり方なんですよ、複層林計画というの

８４ヘクタール、それから複層林対策につき

はね。
恐らくその複層林計画の中に広葉樹を入れ

ましては２８ヵ所９９.１６ヘクタールでご

ていくということですから、そうすると例え

ざいます。合わせまして４６ヵ所で１３０ヘ

ば２５年生のカラマツのところに、それを列

クタールとなっております。
以上でございます。

状で間伐をしてそこに例えば広葉樹を入れて
複層林化を図っていくということになってく

○委員長（大久保

るとね、大体これ日圧されて成長しないとい

郎君。

うそういった現象が出てくるんですよね。

○１０番（谷口二郎君）
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優君）

１０番

谷口二

わかりました。

それから、無立木地の１８ヵ所につきまし

それでもう一つ、これは従来言われている
とおり災害の関係、災害復旧造林事業の関係

ては、伐採跡地になっております。
それから、最後の質問でありました２８ヵ

は、これは対象になりませんよね。それがな

所の人工林の林齢につきましては、まことに

るのかならないのか。
それから、道で今まで続いておりました里

申しわけないんですが、ちょっと資料がござ

山エリア再生交付金事業というのがあるんで

いませんので、御答弁ができないということ

すけども、多分こういったたぐいのものは対

で御了承を願いたいと思います。
以上でございます。

象にならないんではないかというふうに伺っ
ていたんですけども、こういった事業は対象

○委員長（大久保

になるのかならないのか、それだけひとつお

郎君。

答えいただきたいと思います。

○１０番（谷口二郎君）

それで、これはもちろん町の方でも単独、

優君）

１０番

谷口二

その分は了解しま

した。

単独といいますかね、町の方でも補助してや

私の方から注文つけておきたいんですけど

るわけですけども、その無立木地、先ほど

も、特に無立木地の関係についてはね、これ

言ったその無立木地の１８ヵ所の箇所が、１

は今、伐採跡地を造林していくということで

８ヵ所の箇所がちょっと想像できないんです

すから、技術的な面問題ないのかもしれませ

けども、まるっきり裸山になってるのかね、

んけども、複層林の関係ですね、これは相当

あるいは林層とすればとても将来期待できな

慎重を期していかないと、失敗する例が多い

いというそういった林層になってるのか、そ

ですからね、これはどういう形で指導するか

のことだけお伺いしたいのと、機能の関係で

の問題もありますけれども、ぜひですね、こ

は２８ヵ所、ここの人工林の林齢はどれくら

れ恐らく広葉樹を埋め込んでいくんだと思い

いなのか。恐らくカラマツの造林地だと思い

ますけれども、樹種にもよりますけどもね、

ますけれども、それわかれば教えてくださ

それから林層、それから場所ですね、北・

い。

南、こういったところも複層林計画をしてい

時間かかるようでしたらいいですから、も

く場合には物すごい影響しますので、そう

し時間かかるようでしたら、次の機会に私質

いったこともぜひ、技術指導も含めて行政の

問しますので、そのことを譲りますから、わ

方からもそういった事業に積極的に加わって

かる範囲でお答えいただければ結構です。

いってもらわないと、せっかく投資してもだ

○委員長（大久保

めになってしまうということがありますから

優君）

暫時休憩いたし

ね、これは先の長い事業ではありますけれど

ます。

○委員長（大久保

午前１０時２７分

休憩

も、特に成長の早いカラマツ林、カラマツ人

午前１０時２８分

再開

工林を対象にしていくということになれば、

休憩を閉じ、会

特に注意を払っていく必要があるということ

優君）

だけ申し上げて、私の質問を終わらせていた

議を再開いたします。

だきます。

経済課長、答弁。
○経済課長（鈴木

泉君）

まことに申しわ

○委員長（大久保

優君）

１番

星孝道

君。

けないです。
それで、復旧事業対象となるかということ

○１番（星

孝道君）

今、谷口委員と関連

でございますけれども、これについては対象

もいたすかと思いますが、私、民有造林事業

となります。

についてお伺いしたいと思いますが、本年度

それから、２点目の里山交付事業について
は対象とならないとなっております。

１３０ヘクタールの造林ですね、１,１００
万程度の予算措置がされてるということであ
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りますが、近年、倒木処理等も絡んで、非常

いうと、これはなかなかそうもなっていない

にカラマツ林が伐採されてるという現状を目

という状況というようなこともお聞きをして

の当たりにするわけでありますが、そういっ

おりますし、今、これは昨年、北海道におい

たことから、そのことからしてこの１３０ヘ

てもそこら辺、北海道の森林全体をどうする

クタールというのが大体妥当な数字なのかど

のかというそんな指針みたいなものをつくっ

うか。

たということもお聞きしておりますので、さ

そしてもう１点は、本年１３０ヘクタール

らにまた情報収集しなから、また、地元にも

となっておりますが、昨年補正で、１２ヘク

森づくりセンターもありますから、そこら辺

タールが苗木の供給ができないということで

との連携もとりながらしっかりと対応してい

繰り越している。といえば、ことしは実質的

きたいなというふうに思ってます。
それから、苗木の問題については、議員御

にここから１２ヘクタールを削った分しかな

指摘のとおり昨年不足をしたということで、

いということですね。
そういったことで、今もありました無立木

実は年明けにも、私も道庁の林務局長のとこ

地を拡大しない形で事業がやっていっていく

ろへ行ってきたんですけれども、その辺も

方向になるのかどうかとあわせて、去年、苗

ちょっとお伺いしてきたんですけれども、こ

木が供給できなかった、供給できなかったと

れがなかなか現場の実態と、苗木も、昔と違

いうより、供給を得られなかったということ

いまして、昔は営林署でも苗圃を持っていた

で、ことしはどうなのか、その辺の見通しを

ということもあったんですけど、今はもうほ

お伺いしたいと思います。

とんどないというような状況で、これ苗木も

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。

何か、私も詳しくは聞いておりませんけれど

お答えをいたしま

も、道内でいろんなやりくりをしてというよ
うなことみたいです。

す。
まず面積の問題、さらには苗木の問題とい

道庁では、やりくりすれば何とかなるんで

うことでございます。いっとき、外材も入っ

ないかというお話なんですけれども、実はこ

てこないということも含めて、とりわけ北海

の間もここの所長ともお話したんですけれど

道のカラマツが原木のままどんどんどんどん

も、これは現場としてはまだまだ足りないと

本州方面に出されるということもあって、皆

いう状況が続いているということもお聞きを

伐されて道内の森林これどうなっちゃうんだ

しております。

という、そんな心配もされたということも

そんなことも相まって、もちろん我が町は

あって、とりわけそういったことを含めて、

森林資源豊富な町でありますから、これはこ

先ほども谷口議員から質問がありました、と

れ以上無立木地帯をふやさない、もっと言え

りわけ２１世紀の北の森づくり、この補助事

ば、どんどんどんどん植林を奨励していきた

業、これ北海道もこれは１８年から制度改正

いというふうに思っておりますけれども、こ

したわけでありますけれども、一応皆伐につ

れはなかなか苗木の問題含めて、苗木も一足

いては３ヘクタールという基準をつくって、

飛びにすぐ成長するかというと、そんなこと

その中で複層林化をしていこうというような

になってませんから、これはまた関係機関と

ことを含めて、その場合については助成をし

連携をとらさせていただきながら、そこら辺

ますよというような、そういうことで助成事

の対応もしっかりできるようにしていきたい

業を交付要綱も改正をしてきたというそんな

というふうに思います。
以上でございます。

経過になっております。
ただ、そうはいっても、じゃあそのことだ
けで伐採面積の縮小ということになるのかと

○委員長（大久保
君。
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優君）

１番

星孝道

○１番（星

孝道君）

民有造林の関係につ

す。
１７年度からということで報告いたしま

いてはわかりました。
次に、有害鳥獣駆除の関係についてお尋ね

す。それで１７年度におきましては１,３４

をしたいと思いますが、こういう足寄のよう

８頭、駆除出動人数につきましては２９名。

な山間地では、古くからシカとのせめぎ合い

それから１８年度につきましては１,３７７

が宿命とも思えることで、大変それぞれが苦

頭、駆除出動人数については３５名。それか

労をして今日まで来たと。

ら１９年度につきましては１,２１６頭、駆

幸いに、国や町の大きな助成・補助をいた

除出動人数につきましては３１名。

だいてまして、全町的に侵入防止柵、いわゆ

それで２０年度におきましては、１０月２

るシカ柵が設置されたわけであります。その

４日の第２回までの状況でございますけれど

ことによって一時的には被害が軽減したこと

も１,２１７頭、駆除出動人数につきまして

もありました。

は３９名であります。

しかし、近年このシカの、特にシカについ

それで、３月２日より第３回目の駆除を実

て伺ってるわけでありますが、シカの被害が

施しておりますので、これを３００頭ぐらい

拡大をしてきてる。

見込んでおります。
以上でございます。

これはシカの学習能力がますます高くなっ
たのか、あるいは前段では公共事業、畜産再

○委員長（大久保

優君）

編なり生産総合なりという地域ごとにやって

君。

いたシカ柵が、後半は大きなエリアでやると

○１番（星

いう形でなったことによって、そのエリア内

ように、ここ数年は１,２００から１,３００

に生息地があると、そのことから生息数がふ

頭ぐらいで、お手伝いいただいてるのが３０

えたのか、どちらかわかりませんが、いずれ

名強ということでありますね。

孝道君）

１番

星孝道

今お示しいただいた

私は、侵入防止柵というのはこれは欠かせ

にしても、被害がふえていることは実態、実

ないことであって、このことはそれぞれ地域

際であります。
ＪＡの被害調査によれば、ここ５ヵ年、１

でも、中山間等の地域で毎年、定期的に地域

５年度では約１億１,０００万の推定被害、

で補修なり見回りをしてるということであり

それが１９年には１億８,７００万に拡大し

ますから、このことはこのこととして続けて

てきている。そして農家側も、一時的には圃

いかなければならないと思いますが、もはや

場ごとの電牧がかなり減少したこともありま

やはり侵入防止を図るだけでは、この被害を

したが、近年、圃場ごとに電牧を設置して被

軽減できる状況にはないというふうに思って

害防衛に当たっているという実態にありま

るんです。
そこで以前、町でシカ肉処理施設、これが

す。
それでお伺いしますが、今年度も１,６０

あったときは、この６,０００円の報酬に４,

０頭で９６０万の予算措置がされてると。こ

０００円をオンして受け入れていたというふ

れは大体この１,６００頭というのが、ここ

うに記憶しております。その当時は恐らく

数年大体そういう数字で移行してきたんでは

２,０００頭を超えてたんだろうと思いま

ないかと思いますが、そのここ数年間の駆除

す。
ハンターの方々も、このごろ高齢化もして

実績と、これにかかわっていただいた駆除人
数というのはおわかりになりますか。

おる状況にもありますし、特にお話を聞きま

○委員長（大久保

すと、この燃料高ではなかなか走れない。一

優君）

経済課長、答

時から見ると大分安くはなったといえ、１１

弁。
○経済課長（鈴木

泉君）

お答えいたしま

０円弱のガソリン代ということもあるという
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とふうにも伺っておりまして、やはり北海道

費だとかハンターの保険料も含んでおりま

も言ってるように、個体数がやっぱり減らな

す。
それで、エゾシカ駆除に係る経費をちょっ

いことには被害は減らないと、これは実態だ

と概算的に計算してみたんですが、銃の弾代

と思います。
ですから私は、やはり駆除頭数をふやすた

というのは、１発当たり３００円から４００

めにも、やはりこの報償金をもう少しという

円程度で、平均で３５０円ということになっ

より、シカ肉処理施設があった当時受け入れ

ております。

たぐらいまではやっぱり報償金を上げるべき

それで、駆除出動に伴う車の燃料費だとか

でないか、そしてやはり個体数を減らすこと

自動車損料、これはキロ数によって違うんで

に力点を、もうちょっとウエートを置くべき

すが、例として３０キロ以内であれば、自動

ではないかと、こんなふうに考えるわけです

車損料と燃料費で車両費合計で約２,２００

が、いかがでしょうか。

円ぐらいという計算しております。

○委員長（大久保

優君）

いうことで、３５０円の１０発３,５００円

弁。
○経済課長（鈴木

それから、あと弾等、弾は１０発ぐらいと

経済課長、答

泉君）

お答えいたしま

ですから、車両経費と合わせますと５,７０
０円ぐらいということで概算的な計算をして

す。
エゾシカの駆除報償費につきましては、平

おります。

成１０年４月１日に、諸経費の上昇というこ

それで、報償費の改正につきましては、こ

とで、足寄町有害鳥獣駆除対策要綱の一部改

れ５割負担を足寄町農協がしていただいてお

正をしまして４,０００円から６,０００円に

りますので、そういった足寄農協とも協議し

改めております。

ながら、さらには有害鳥獣被害対策協議会の

それで、私どももちょっと検討したんです
が、管内の状況ということも検討しておりま

中で協議しながら、検討を進めたいというこ
とで考えているところでございます。
以上でございます。

す。その中で一番高いというか、一番報償費
の上位なものは、豊頃町の９,０００円から

○委員長（大久保

始まりまして中札内６,２８０円ということ

君。

で、更別、足寄町については６,０００円と

○１番（星

優君）

孝道君）

１番

星孝道

わかりました。

何といっても、個体数が減らなければ被害

いうことで、管内的に見ますと上位にござい

は軽減しないということはそのとおりだと

ます。
それで、狩猟免許等の経費のこともありま

思っておりますし、また、これは足寄町だけ

すが、それらの経費につきましても、初心者

でやっても、幾ら頑張ってもこれは総体数が

の場合につきましては、狩猟免許取得経費と

減らないということですから、やはり関係町

して２万３,７００円と銃所持許可経費とい

とも鋭意連携をとりながら、やっぱりこの駆

うことで１万５,８００円で、トータルで３

除をもう少し実行できるような形というもの

万９,５００円となっております。

を考えていただきたいなと、こんなふうに

免許所有者につきましては、狩猟免許更新

思っております。

経 費 と し ま し て ３ ヵ 月 ご と に ２ ,９ ０ ０ 円

それで、今年度の駆除のほかの中で移動式

と、銃所持許可経費ということで３年ごとに

囲いわなの捕獲実証ということが計画されて

５,８００円ということで、このほか狩猟者

おりますね。具体的にはこれはどういう形、

の登録経費ということで、初心者・経験者と

方法というんですか、イメージがなかなかす

もに３万４,２９０円が毎年かかるというこ

んなりとできないものですから、教えていた

とになっております。それには、猟友会の会

だきたいと思います。
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○委員長（大久保

優君）

経済課長、答

弁。
○経済課長（鈴木

泉君）

お答えいたしま

○委員長（大久保

休憩

午前１１時００分

再開

優君）

休憩を閉じ、会

議を再開いたします。

す。

経済課長、答弁。

移動式囲いわなの捕獲ということでござい
ますけれども、ちょっと私も１回見たところ

○経済課長（鈴木

によりますと、木に囲いわなつけまして、そ

す。

答弁いたしま

して１齢級から３齢級までということで対象

でやっております。
詳細についてはちょっと御説明できないん

としておりますが、今年度からは、目視調査
の結果、被害が大きいところの４から９齢級

ですが、よろしいでしょうか。

も含めた形でやりたいと考えております。

以上でございます。
○委員長（大久保

泉君）

通常の場合は、年３回の生息調査におきま

こをシカの通り道にわなをつけるようなこと

優君）

それから、時期につきましては、１０月中

関連でありませ

旬に実施するということで進めております。

んか。

以上でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

次に進みます。

優君）

○４番（井脇昌美君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

○委員長（大久保

４番

井脇昌美

君。

林道維持管理費。
優君）

林道新設改良

この散布も、いわば

１０月中旬って、ちょっといろんな今までの
散布してきた経過というのはあろうと思いま

費。

すし、地元の森林組合さんもこれにあわせた

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

町有林管理費。

○委員長（大久保

優君）

計画をなされていて、いわばずうっと数十年
間という一つの歴史の中で、こういう時期を

（「なし」と呼ぶ者あり）
水源林造林事業

選ばれていることだと思うんですけど、最近
の特に傾向としては、今も課長の方で４齢級

費。
４番

午前１０時４９分

から９齢級ということを称されましたけど、

井脇昌美君。
この節の中で委託料

まさに今のネズミというのは、何か種類は、

に関連して野その駆除のことでお聞きしたい

九大さんに聞くとエゾヤチネズミなんです

と思いますけど、まず、この説明書にも明記

と、この種類はね。エゾヤチネズネと言って

されてるように、下斗伏の団地８６３ヘク

ました。けさも聞いたんですけどね。

○４番（井脇昌美君）

タールに対して駆除をされると、ヘリコプ

それで、非常に高齢級にまたがってという

ターによってですね。これはまずお聞きした

よりも、むしろ高齢級の方に重点を置いた被

いのは、何齢級で、いつごろの時期を予定さ

害を与えてるというのが、最近のここ５年、

れているか。

１０年のむしろ傾向なんです。昔はそんなこ

また、ここにちょっと記載されてますけ

となかったんですけどね、若年の齢級より

ど、被害を受けているカラマツの造林地とし

も、むしろ高齢級の方に被害が発生してると

てあるんですけど、危険性のある箇所も含め

いうことでおっしゃっておりました。

た周囲の、周囲というか、その被害を受けて

特に、ずっとヘリ散布で来られて実行され

しまってからの散布か、まずはその点をお聞

ているんですけどね、これもいかがなもんか

きしたいと思います。

なということを最近はいろんな機関で、特に

○委員長（大久保

優君）

答弁調整のため

に、１１時まで休憩いたします。

九大さんの演習林さんは、この野そに対して
本当に細かくデータを収集して、どうしたら
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これに対処できるかということで研究されて

はもう著しく成長が以後おくれますし、非常

いるようなんですけど、最近の傾向では、道

に面倒なんですよね。だからこういう散布と

南の方から一昨年から被害に遭ってるという

いうのは、被害に遭わない、それでお聞きも

んですよね。以前は、こちらは道東に属する

したんですけど、被害を少しでも軽減させる

んですけど、道南の方からずっと道央にかけ

ために散布をするわけですよ。
もうばらばらやられてしまった後に、一生

て、昨年あたりからこちらの方に被害が出て

懸命対処して防除とか駆除しても、非常に、

きていると。
それで九大さんの場合はことしから、昨年

まあ、しないよりいいですけど、それと一つ

も実行したと言ってましたね、５〜１０キ

のこの事業の盲点というのは、先ほども１番

ロ、それで昨年はまず人力によって野その駆

の星議員さんがエゾシカのことでちょっと触

除のいわば散布をしてると、人力によって駆

れてましたけど、このネズミに対処も、広域

除散布の処置をしてると。

的に一度にがあっと防除できるんだったらい

夜間は夜間２４時間と言ってましたね、監

いですけど、これは予算とか費用の面がいろ

視カメラを設置して、その状況を２年間にわ

いろあろうと思うんですけど、不可能に近い

たって、今後もずっと継続すると言ってまし

ことなのかも、現実としてですね。

たけど、先ほどちょっと前後しますけど、１

例えば森林組合さんなんかは、特に森林を

０月中旬と言ってましたが、これは決して誤

一生懸命管理、組合員さんと一緒に守ってい

りの時期ではないんですけど、できれば理想

く中で、Ａという人が駆除のいわば散布をす

からいうと、もう１ヵ月ぐらい早いのかな

ると、隣接して横の森林の人は、いやいや、

と、同じヘリ散布するんでも。

費用もないし、うちはしませんよと。そした

これも本当に勉強させてもらってるんです

ら、隣接してるもんですから、Ａというカラ

けど、ネズミのそのエゾヤチネズミの一番の

マツに散布しても、Ｂというとこで大量にネ

活動期というのは、御存じだと思うんですけ

ズミが発生したら、繁殖力というのはネズミ

ど、雪が降ってかららしいんですよ。そして

はもう、このネズミも相当繁殖力は結構強い

雪がいわば降雪してその雪の下で、食料も冬

らしいです、この種の種類も。
そしたらもうどんどんと、防除した後ま

期間なくなってくるもんですから、活動して

た、隣接してるもんだから、ここをせっかく

食料がわりにするという傾向らしいと。
そして、この発生そのものが非常に３年周

対処したいわば処置しても、何もならないと

期であったり５年周期であったり、時には７

いうことはないけど、まあ被害がまた押し寄

年周期なのか周期性があるんだけど、その原

せてくるわけですよ。だから非常にこの辺も

因というものもお聞きしたら、これははっき

今後どういうふうに考えていくのか。
さっきのシカと同じで、何ぼ１ヵ所だけと

りどうしてこういう大量発生するという原因

めても、一遍に封鎖するというのは不可能な

がいまだにつかめてないと。
だけどその中で、今回もこれ、本当に話

ことで、繁殖も同じでしょうけど、だからこ

ちょっと前後して申しわけないんですけど、

のネズミも、自然としてそういうようなこと

被害を受けているカラマツにいわば散布して

で何か一番の悩みだと。何か先週もそのこと

るんですね。被害を受けてる、ここに書いて

で九大さんは会議をやってると言ってまし

あるんですけど、これは被害を受けてじゃな

た。
そこでもう一つ申したいのは、こういうふ

くて、被害を受ける前に防除だとか対処する

うな発生の状況というのが現在起きてるわけ

のが本来の目的なんです、本当はね。
被害あったものはなかなかぽっと、これは

ですし、今後も予測される中で、雇用のこと

もう、一つの円弧を描いてしまったら、これ

も含めて関連してくるんですけど、地元の森
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林組合さんとか造林組合さんのそのことで雇

力は薄れますよと、雪降る前って念押して

用を創出しなさいなんていうことではないん

言ってました、その人。非常に難しいです

ですけど、やはり協議しまして、森づくりセ

と。

ンターの人ら、九大さんとも相談、機関にし

雪の降る時期というのは決まってないんで

ていただいて、まず時期の実行、散布する時

すから、ただ、できれば１１月の中旬から末

期の実行、それとヘリコプターというのは上

が一番今のところ、根雪は別としても、適期

空からいわば落下、落とすもんですから、う

ですねということはちょっとヒントとして、

まく適地に、そのときの風向きとか気流とか

今までのデータの中で九大の馬渕さんなんか

天候状況によっては、うまく落下できないん

は言ってくれてました。そんなことも含め

です。隣の人の山にばあっと入っちゃって、

て、その辺のお考え等々もちょっとお聞かせ

頼んでたとこにうまく落ちればいいけど、そ

願いたいと思います。

れがすごく地上で線で引くような、デスクで

○委員長（大久保

線で引くようなわけには現実としていってな

○副町長（田中幸壽君）

い面もあると。

す。

優君）

副町長、答弁。
お答えをいたしま

ですから、そんなことも今後含めて人力

議員御指摘のとおり駆除に関しては、被害

で、非常に経費もかかりますけど、人力でと

が出てからでの駆除ということでは遅いわけ

いうことも今後、早急にということはこれは

であって、従来、生息調査をして１から３齢

なかなか大変ですから、今後私ね、最後に、

級の部分についての薬剤散布をやっていたわ

昔は全部そうですから、そういうふうにこの

けですけれども、今年度に限っていえば、４

ことに関してはなっていくのではないかな

から９齢級までにも一部被害が出ていると

と。

いったことで、拡大をしているところであり

先ほどもお話ししたとおり、九大さんはこ

ます。

としから大体６０キロから８０キロ散布す

議員御指摘のとおり、私もわかりませんで

るって、人力でですと。でも、森林を守ると

したけれども、エゾヤチネズミというんです

いうのは、もうそれしかだんだんなくなって

か、昨年来からいろいろそういった被害が出

きたと。

てるということでお聞きをしているところで

それと、少しでも広域的に、１ヵ所だけま

あります。

じないみたいじゃなくて、もう広域的に本当

貴重な御意見をいただきましたので、散布

に何百町歩単位でやっていくんだと、私はも

の時期の問題、さらに人力での駆除の問題に

うそういうふうに考えていかんと、一時的で

ついては、九州大学が今先行していろいろな

も何でもこれ防げないんでないかなと。

調査をしておりますので、散布の実施に当

でも、本当に先ほど、また話は戻りますけ

たっては、そういった御意見もいただきなが

ど、足寄町が何ぼ頑張ってやっても、特にこ

ら時期の検討に入っていきたいと思います

の位置からいえば、陸別町さんとか本別町さ

し、それからヘリコプター散布、従来からは

んからまた入ってくるかもしれないし、非常

やっているわけでありますけれども、これも

にこの辺は、シカ柵対策と同じように、もう

議員の御指摘のとおり、人力になればそれ相

役所を通じて、やはり道自体でこのことを対

応のお金も必要になってくるということであ

処するという重要な位置づけの話を私はされ

りますから、そういった部分について今後に

るべきではないかなと、そういうふうに思う

向けて検討をしてまいりたいということで、

んですけど、まず人海ということをですね、

御理解のほどよろしくお願いしたいと思いま

小面積でも恐らくやって、１１月の末、雪降

す。

る前と言ってました。雪降ってしまったら効

○委員長（大久保
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優君）

４番

井脇昌美

とで、早急にそういったデータを取りながら

君。
○４番（井脇昌美君）

やるということになったんですけども、こと

わかりました。

それと一言、ちょっと申し漏れた部分です

しは予算づけに当たっては、中身の濃い、こ

けど、このことも機会があればいろんなそう

ういった経済危機ですので、中身の濃いデー

いう機関の方に申し、いわば提案もしていた

タ等も含めて、こういった予算つけに当たっ

だきたいということは、お聞きしますと、こ

ては検査というか、審査といいますか、そう

の補助というのは３齢級以内ということらし

いったものあったかと思いますけど、そこで

い ん で す よ 、 補 助 は で す ね 。 ０ .８ キ ロ と

このデータ等はどう取っておられるのか。
商工業者の特に売り上げ等も、この基本と

言ってました。
これも今の現況を考えると、もう無限に近

なるものなかったというような気もするんで

い齢級に、野そ駆除のする場合に、もう齢級

すけど、ことしはそういうことないだろうと

を高く、もう現実としてとらえてもらってよ

思いますけど、そういったデータをもとに当

く説明していただきまして、この補助も、昔

然これ審査してあるとは思いますけども、そ

のカラマツのコンクールの、今でも笑いもの

の辺についてどういった審査のもと、データ

になってるんですけど、道が実行してるんで

の検査ですか、そういったものもやられてお

すけど、わからない人らが実行してるんだか

られるのか。

らしようないんですけどね、反当たり６０本

それと、最近新しく国の予算の中で農・

も７０本も残してそれをコンクールの対象に

商・工連携対策というものも当然これ出まし

するだとか、今の日本の法律も、ちょんまげ

たよね、そういう中でここで掲げてございま

の時代からまだ残ってるような法律もいまだ

す。そういったものも国もことしの予算で約

にあるわけですけど、この今の現況として、

６０億ぐらいの予算つけるということでござ

この齢級の拡大もこれもできれば申ししてお

いますので、そういったここで掲げてる以上

いていただければ、現地の森林所有者は大し

は、こういったことについて中身について

た利用され、また山を守ることにつながると

ね、どういう形でやろうとしておられたの

思います。よろしくお願いします。

か、やろうとするのか、その点まず２点、お

○委員長（大久保

伺いをしたいと思います。

優君）

次に進みます。

○委員長（大久保

商工費に入ります。商工振興費。
７番

○副町長（田中幸壽君）

熊澤芳潔君。

○７番（熊澤芳潔君）

優君）

今の経済ですけど

副町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

も、１００年に１度の未曾有の経済危機とい

経済状況一般的な質問かと思いますけれど

うことで、それぞれ国・道・町挙げて一生懸

も、その商工業のデータの部分については

命２１年度予算に向けて進んできたかと思い

取ってるのかということでありますけれど

ますけど、その中でこの商工費の中で補助金

も、今回この予算に、商工会補助の予算につ

の中で１,４００万あるということなんです

きましては、説明資料にも書かれているよう

けども、そこで地域振興事業費の企画及び参

に、一番多いのは事務局費の人件費でありま

加補助内容、商工会事務局人件費等、それぞ

すけれども、そういった部分の内容等々の審

れ説明なされているわけですけど、昨年、

査は当然やっております。そういった部分で

私、商工の関係で、足寄町の実態のデータと

予算づけをしてるところであります。

いうものがどうなのかということもお聞きし

後段御質問の農・商・工連携対策について
でありますけれども、これについては先般、

た経過がございます。
その段階では、商工も町としても詳しいそ
ういったデータは持っていなかったというこ

農協の役員と、それから商工会の三役が懇談
をしております。
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内容については、詳しくはまだ説明を受け

そんな経過もたどっております。

ておりませんけれども、農・商の連携につい

私自身も、今のままの状態でいいというふ

ての協議をしたということで、それに基づい

うには思っておりませんけれども、まさしく

て今年度、２１年度についてその内容等々に

ここは本当に商工会組織、あるいは行政とも

ついて具体化をすると、具現化をするという

連携をしながら、将来の展望を切り開いてい

ことで予算要求がされているところでありま

かなきゃいけないというふうには、そういう

す。

ふうには認識はしておりますけれども、やっ

そういったことで、そういった直接的経費

ぱりそこの基盤というのは、やはり商工業者

についての補助について審査はしております

みずからが、あるいは商工会、経済団体がど

けれども、経済全般にわたってのデータ等の

ういう展望を持っていくのかなということ、

整理については、今年度もやっておりませ

ここが中心にならないと、ちょっとある意

ん。

味、無責任な言い方に聞こえるかもしれませ
んけれども、行政が絵をかくというのは、こ

以上です。
○委員長（大久保

優君）

７番

熊澤芳潔

れは絵かくだけでいけば、それはもうある意
味、変な言い方ですけれども可能かなという

君。
町の中の商工業者の

ふうには思いますけれども、しかし、これは

商店街もそうですね、本当に危機状態という

やっぱり経済活動が伴うわけでありますか

ことで、大変悲鳴を上げてるような実態でな

ら、もっと端的に言えば、だれが、何をし

いかと思いますが、町長も恐らく町の中歩い

て、金を地元に落としてもらうのかというこ

ておられるし、たまには、まあ、お酒は飲め

とも含めて、これはある意味、町民の意識も

ないようでございますからお酒は飲まないの

含めてあるのかなという気はしますけれど

かもしれません、たまには町の中歩いておら

も、やはり御案内のとおり、車社会になって

れると思いますけども、そういったことも含

から大きく、これは足寄町に限らず大きく、

めて町長ね、この商店街、特に中心市街地の

それぞれの町村の商工業者の状況というのは

活性化、周りはもうセイコーマート等押さえ

大きく変わってきちゃったというか、変わっ

られてまして押さえられてるよと、また福原

ていかざるを得ないといいますかね、ですか

も来ましたという中で、本当に中心市街地の

ら我が町にも、大手の食料品店ができたり、

活性化についてね、町長、本当にどういうふ

あるいは大きなドラッグストアが２軒もでき

うにこれ将来考えられるのか、思っておられ

たりということで、これはなかなか、これに

るのか、ちょっと再度お聞きします。

抗してどうやってやっていくのというのは、

○委員長（大久保

町長、答弁。

これはなかなか容易なことではないなとい

お答えをいたしま

う、大変厳しい状況だなというふうに思って

○７番（熊澤芳潔君）

優君）

○町長（安久津勝彦君）

おります。

す。
議員御指摘のとおり、町の中心市街地、と

そういう中でも、知恵を絞りながら何とか

りわけ商工業者の関係につきましては、本当

生き残りをかけていく、それが昨年暮れ実施

にここ数年来厳しくなっている、しかもます

しましたプレミアム商品券、これはたまたま

ます厳しくなってきているという状況であり

国の補正予算もあったということで、そして

ます。

第２段としてまた継続してということで考え

御案内のとおり、とりわけ中心市街地の再

ているところでありますけれども、いずれに

整備の関係につきましては、御案内のとお

しましても、具体策についてはそれはなかな

り、私が首長に就任してから、再開発事業に

か難しいとは思いますけれども、これは引き

ついても断念せざるを得ないということで、

続き商工会の方とも連携をとらさせていただ
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いて、何とかこの苦境を乗り切る、あるいは

う議論も議会でした経過あるんですよ。

切り開いていくべく、引き続き努力をしてい

商工の関係議員の方からね、現在、商工の

きたいというふうに考えてますので、御理解

関係議員って１人もいらっしゃらないと言っ

いただきたいというふうに思います。

てもいくらいなのかな、あえて言えば、その
絡みといえば、今、委員長なさってる大久保

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

７番

熊澤芳潔

議員ぐらいでしょうかね、そういう意味か
ら。そういう議員の中からこういう声があっ

君。
○７番（熊澤芳潔君）

たんですよ。

わかりました。

物事をやるに当たっては、データというも

我々は担税能力かなりあるはずだと、町に

のが必要だと思うんですよね。それでやはり

対する担税能力あると。しかしながら、一定

詳しいデータ、特に今最近、商店街の動きと

の町の政策的な財源対応というのは極めて薄

いうのは、中止した店舗等もありますし、そ

いんでないかと、こういう議論を展開した経

ういった動きを実態を踏まえながら、やはり

過があるんですよね。

きちっとととらえながら、将来に向けてやっ

今回、町長の本年度の商工費に関する執行

ぱり予算執行も、予算についても当たるとい

方針でも、何点か述べてますよね。だけど、

うことが大切だと思いますし、そういったこ

しかしながら、足寄町商工会ではというくぐ

とでもう少し中心になって商工の実態を踏ま

りの中で、商店会では、商店活性化を図るた

えていただきながら、この予算を見ましても

めの施策として中小企業対策、地域通貨対

ね、余りにもちょっと少ない予算内容なのか

策、空き店舗・空き地対策、シーニックバイ

なという気がいたしますんで、そういったこ

ウェイ推進、こんなようなことで執行方針に

とも含めてお願いをしたいということで、終

述べられておられますけど、なおかつ、もう

わりたいと思います。

一つ予算措置からいきますれば、例の貸付金

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

の問題増額してますね。あえて言えばそのぐ
らいですよね。

君。
今の審議の対象に

融資額がふえてますんで運転資金、あるい

なっております商工費の関係なんですけど、

は投資も含めてね、このことぐらいの中で、

これ今回の予算総額、商工費１億３,４２４

私の経験則から言わせますればね、あれ融資

万５,０００円なんですよね。この額は、前

制度というのは、何ぼやったって、銀行がう

議員の今の質疑の中にありましたけど、従来

んと言わなかったら、保証額何ぼ積んでも意

もそういう傾向はございましたけどね、ござ

味のないことなんですよね。

○８番（高橋幸雄君）

いましたけども、商工政策に対する行政側の

貸し付けする企業先については、貸すとこ

政策展開が、農業政策の事業費展開と違っ

は貸すんですよ。町が手厚く一定のことがし

て、著しく軽過ぎるんでないかなという思い

たからって、預貸率を高めたからって、貸す

をしてるんですよ。

もんじゃないんですよね。そういうことにな

町長先ほど答弁されたように、確かにね、

りますれば余り完璧なことでないかなと。

みずから経営をなさって利益を追求して一定

例えば、今、国の公庫の関係が集約されま

の事業をやってることは否めない事実なんで

して、今、国民金融公庫というのはなくなり

すけど、そういうことをいいますれば、農業

ましたね。今、日本政策銀行なんとかという

者だって同じことですよね。

銀行に変わりましたね。あれもこういう制度

今回のみにとどまらず従来、２０年ぐらい

あるんですよ、無保証、無担保の融資貸付っ

前、ちょうどバブル経済が盛んなころと申し

ていうんですよ。そうしたら結果的にどうな

ましょうかね、昭和５０年代あたり、こうい

るかというとね、最後の結末になって延滞し
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て払わなければ、何とか保証人つけてくれと
来るんですよ、最後差し押さえするんです

たけどもね、もろもろの話出ました。
そういう意味でのやっぱり活性化、特に帯
広空港周辺の、うちの町よりも規模の小さい

よ。
私はそういう経験があって、最後それは和

公共団体ございますね、固有名詞は出しませ

解しましたけどね、そういうやっぱり金融政

んけどね。そういうところのやっぱり生き残

策たって、地方公共団体の私は限度あるな

り戦略というのは、やっぱりいろんな方法を

と。実態の中で何ぼ手厚くやってるようで

考えてるんですよね。そういうことからいき

も、実際は実効はそれほどないだろうと。

ますれば、うちの町もただ単なる商工会云々

そういう優良企業なら、仮に町がそういう
政策をとらなくたって幾らでも、金融機関も

ということがどうなのかなという思いはず
うっとしてたんですよ。

やはり貸して何ぼの世界ですから、最近は金

例えば今回、本来は例えば、改めて総括審

融事情相当変わっておりますけどね、そうい

議の中でもまたお尋ねすることになりますけ

うことからすれば、今回提案してる一連の予

ど、この補助金めいたものについてはね、特

算というのはどうなのかなと。

にただいま提案になってます商工会の補助金

しかも、商工費の予算全体を見ましたっ

の１,４２９万の主たるものは商工会の事務

て、１億３,４２４万５,０００円の数値を今

局長の人件費だと、こういうことになってき

私申し上げておりますけど、その中ではふる

ますればね、そしたらあとは何もないのかと

さと花まつりとか、実際は民間の人方がみず

いうことになりますね。

から担って、もちろん町の方もやっぱりそれ

だから、やはり町長は、やっぱり商工会首

に対応はしておりますけどね、だけど、そう

脳部の中で、町としては農業も林業も大事だ

いうことの積み重ねということは大切なこと

と、もちろん基幹産業であることは事実だけ

であることは否めない事実ですけども、本当

ども、商工業だってもうそれは双肩だと、し

に政策として抜本的には何かどうなのかなっ

たがって、そういう政策を生み出すというこ

て。

とになれば、この厳しい時代背景の中でも、

だから、商工会が何もやらんかったら、そ

行政として一定の知恵とお金と体をかすこと

れじゃあ何もしないのかということになりま

は常にやぶさかでないと、このぐらいのやっ

すしね、商工会は自分の商売が忙しくてとて

ぱり言明をしてそしていかないと、毎年この

も、例えば２次産業の主たる人方が商工会の

程度のパターンで予算が編成されてるという

首脳部を占めてった場合については、とても

ことについて、非常に僕、疑義感持ってるん

自分の営業のこともあるし、とても全体の底

ですよ。

上げの問題とか、そういう問題まで政策展開

言葉としてはね、１００年に１度の未曾有

して組織としてなかなかいけないよというこ

の経済状況だと言ってますけども、だから過

とになれば、町は何もやらないのかというこ

日の総括質疑か何かの中で申し上げた今の財

とになりますしね、僕、この辺が非常に難し

務大臣も宗旨がえしましたね。宗旨がえとい

いとこかなって。だから例えばテレビ等で見

う意味は、もちろん町長も、この間、頭を下

たのは、空き店舗の問題だっていろんなこと

げて御了解いだいたから、まあ御案内のとお

やってるんですね。

りの状況ですよね。政策転換をする、やむな

この間、何かの公務の帰りに、十勝管内の

くされたと。

ある商工会長さんと列車の中でずっと特急で

一方で中谷先生、中谷教授ね、竹中教授は

一緒になって、そこの町の状況なりそういう

まだそういう政策論の変更は申し上げてな

ことも、空き店舗のとこもろもろの話して、

い、中谷教授も、まだ書籍私読んでおりませ

政治問題の地元の鈴木宗男さんの話もしまし

んけど変えてるんですよね、その経済手法と
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いうものを。それだけに今こういう難しい経

したがって、やっぱり商工会の首脳部とお

済状況なのかな。そういうときでこの町の商

会いして、一定の先へ見据えた、あるいは今

工振興というものはどういうふうに図ってい

の短期的なことも含め、あるいは中期・長期

くのかなと。

的なことも含めて考える場合は、自分が町長

そして悪いことに、３０年前もそんな話、

をやってる間は、一定の政策的なことも十二

公式、非公式問わず議員と懇談した際にね、

分に考えると、しかし前提としては、しかじ

お話しした件ですけど、やっぱり私どもの町

かかくかくの一連の課題をひとつきちっと投

は特殊事情あるんですよね。そういうことに

げかけていただいて、それに対処するような

なると池田町だって同じだったんですよ、あ

ことをしていただきたいというようなことを

る意味では。高島男爵とかね、歴史的な経過

やっぱりすべきないかなと。

の中で。本別町だってそういう一面はあった

トータル的には、私はこの予算はこういう

んですよね。しかし、本別はまたみごとにク

数字の予算中身よく見ますと、それほどね、

リアされてきてるんですね、ずっと。現状で

９,０００万の貸付金云々が予算の１億３,４

はそういう阻害全くない状況に来てますよ

２５万の予算の大々的でもって、あと中身は

ね。

前段申し上げたことであり、私、商工会サイ

だから、やはりうちの町もそういう特殊事

ドに対してもやはりもうちょっと、経済団体

情があるといいながらも、そういうことをき

ではないんてすよね、基本的にね、利益追求

ちっとやっぱりとらまえてね、やっぱり執行

団体ではないんですけども、やっぱり一定の

をしていくべきでないかなと思ってるんです

行政としての精いっぱいなことのアプローチ

よ。このままでは、ますますやっぱり衰退し

を私はすべきかなと。
私はまず一番懸念してるのは、今そのプレ

ていくのかなと。
単なるこういう議会で予算を提案して質疑

ミアム商品券、私も前に先のやつは利用させ

をさせていただいて議決をして、そして法規

ていただきました、これから議会議決後また

範上の一定の要件を整えて理事者が執行して

利用することになりますね、このことの持つ

いくという毎年の繰り返しだとすれば、私は

意味というのが、過日も同僚議員の人と話し

いかがなもんだろうかなという思いが募るば

たんですけど、どうしてこのことができるの

かりなんですね。

かなということをね、余り町民が理解されて

だからこの際、やはり相手のあることなこ

ないんでないか思うんですよ。

とは否めないことなんですけどね、町の方の

よほどテレビでも見て新聞でも読んでる方

姿勢も、この執行方針、何回読み返しまして

はいいんですけど、どうしてこういうことが

もね、あるいは予算全部チェックかけまして

行政ができるんですかと、火葬場のあれが借

もね、そういう状況であることもまた事実で

金もしないで何でああなるんですかというこ

してね、さりとて、何もないのに事業費盛る

とをやっぱり御理解いただいてないんでない

わけにもいきませんのでね、だから願わく

かという気するんですよ。

ば、この執行方針に示されてるようなことが

過日、定額給付金、これからもまた補正予

当事者、つまり商工サイド等においてきちっ

算案で審議、２０年度の補正予算で審議、こ

と一つずつクリアして、行政のできることは

の今の予算が終わりましたらすることに上程

きちっとやっぱりすると、しかし、何とかそ

予定になりますけどね、そういうもろもろ含

の辺をね、すべて行政に抱っこにおんぶなん

めてそういう住民に対することもきちっと

ていうわけにもまいりませんのでね、さりと

やっぱりすべきでないかなと。

て、この状況では私はいかがなもんだろうか
と。

一番心配してるのは、定額給付金はまだい
いんですよ、それなりに国がってわかってる
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んですけど、プレミアム商品券の場合はね、

が連携をしながら、今の町の現状を含めて、

ことしもやったと、そしたら来年も再来年も

もっと言えば現状をいかに守っていくのか、

とね、可能性あるんですよ。

もっと言えば、願わくば半歩でも一歩でもど

私は今、昨日か一昨日の足寄町職員労働組
合の一定の１０月以降ね、この支援にかかわ

う展望を開いて前進をさせていくのかという
ことだというふうに思ってます。

ることについての政策英断ね、私は非常に新

ですから、そういう意味では本当に各団体

聞の記事を読んでて初めてわかったんですけ

間の連携といいますかね、これを本当に日常

ど、ただ、今度逆に町民サイドに立ったとき

ふだんからしっかりやっていかなかったら、

ね、そしたら来年もあるのか再来年もあるの

これはなかなか行政だけでそこまではできる

かって、継続的にやるということを期待する

んですか、あるいは団体だけでできるんです

のがやっぱり人情ですよね。

かというと、なかなかそうはならない。

だからそういう意味では、例えば今回乳幼

そういう意味では、後段言われた部分もあ

児等々の関係、子育て関係だって、町長はみ

りますけれども、じゃあ財源一つとったっ

ずからその分の、まあ２人の云々という国の

て、じゃあ足寄町の町の財政状況からいっ

やってる理由はあるんですね、理由は説明い

て、町だけでできるんですかというと、これ

たしませんけど、だけどそれを超越して足寄

またできることというのは限られたことにな

町長は、そういうことで１人でも全部やると

るだろうというふうに思ってます。
ですから、これは国の政策、あるいは道の

いうことになったんですね。
そういう従来の右肩上がりの経済志向のと

政策も含めて、これは以前から職員にも言っ

き、常にオン・オンという形になるんです

ておるんですけれども、特に今の国の政治状

ね、議員もそういう志向になるんですよ。だ

況なんかを含めていきすと、いろんなものが

から私は、そのことが長期的な財政的な形の

出てきてますから、ともかく常に行政側とし

中で継続可能なのかどうか、そういうことも

ては、もうともかくアンテナを張りめぐらせ

あるもんですから、きちっとやっぱり説明責

て、何かこれ乗れそうだぞ、おもしろい展開

任をすべきでないかなと。

できるんでないかということであれば、当然

特に商工会等の関係等についても、前段る

すぐ取り組んでいく、当然関係団体にも情報

る申し上げたようなことの中でね、これを

提供をしていく、そして協議・検討をしてい

やっぱり政策的にも理事者としてやっぱりき

くという姿勢が大事だということを常日ごろ

ちっと考えて対処していただかなきゃならん

から言ってるわけでございます。

のかなと、こういう思いをいたすもんですか

そういう意味では、今回この商工振興費で

ら、全体として質疑をさせていただいたんで

限って申し上げますと、議員御指摘のとお

すが、町長いかがでしょうか。

り、その町の独自の政策として大きなものが

○委員長（大久保

のってるかというと、決してそんな状況には

優君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

ないと。
本当に行政報告でもさせていただいたとお

す。
今御審議いただいてるのは商工振興費、商

り、今、本当にとっかかり、協議の中で出て

工対策のところで質疑をいただいてるわけで

きた部分、例えばシーニックバイウェイ、こ

ありますけれども、これは先ほどの熊澤議員

れもまだ、これは会長が鹿追の商工会長さん

さんの質問にもお答えしたことともある意味

やってるところ、こことの連携をとりなが

ダブるところもありますけれども、これは

ら、そのルートに我が町のところも加えてい

もっと言えば、商工対策に限らず農業対策も

ただこうというこんなありがたい話もいただ

含めて、やはりこれはそれぞれの団体と行政

いて、これは行政の担当者も加わりながら、
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これは事務局が商工会で持ってるということ

というようことでございますから、これはま

でありますけれども、これは異業種の方々が

た、その内容についていろいろ協議する場を

集まってということでありますけれども、こ

設けながら、これはそんな簡単に、半年や１

んなこと。

年ぐらいではできないことかもしれませんけ

さらには、先ほども熊澤議員の質問もあり

れども、このことがある意味地域での、これ

ました農・商・工連携、これもまだ具体的な

は町民も巻き込んで、地域での購買運動も含

これをやろうということでありませんけれど

めて一つの有効な手段なのかな、そんな認識

も、ともかく連携をとる中で、今年度中に具

もしているところでございます。

現化できるんだとすれば具現化していきたい

いずれにいたしましても、本当に繰り返し
になりますけれども、行政だけではできない

というこんなことでございます。
それから、話あっちへ行ったりこっち行っ

ということもありますから、議員御指摘のと

たりして申しわけございませんけれども、一

おり、私は、やはり農にしろ商にしろ、とも

連のプレミアム商品券、あるいは給付金、あ

かく皆さんの知恵を出し合ってこんなことと

るいは子育て支援等々含めてこの説明という

いうことであれば、当然行政としてこれは全

ことでありますけれども、私もいろんな場を

面的にバックアップしていくということは、

通じながら、こういったことをなぜできるの

こういう姿勢はもう常に持ち続けているつも

かと、これは国の１次補正、あるいは２次補

りでございます。

正があるんだよということはお話をさせてい

また担当職員にも、それなりの役割を果た

ただいております。これはまた、いろいろな

すべく努力をさせたいというふうに思います

機会を通じながら、そういったこともＰＲを

ので、御理解をいただきたいというふうに思

していかなくちゃいけないというふうに思っ

います。
以上でございます。

てます。
その中で私思ってるのは、このプレミアム

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

商品券の関係でいきますと、これは以前に商

君。

工会でも専門部会つくったということで聞い

○８番（高橋幸雄君）

てますけれども、私、将来的には、これも容

このプレミアム商品券のこともありますし、

易なことでありませんけれども、将来的に

お触れになっておりましたけど地域通貨の関

は、私自身も地域通貨というところに非常に

係ね、これはやっぱりそれは従来やってると

興味持っておりまして、これは私が首長選挙

こもあるわけですから、きちっとそのために

に出たときも皆さんに申し上げたんですけれ

行政、町行政がどのようにかかわっていくの

ども、やっぱりこの連携、あるいは地域の循

かというそういう固定版みたいなものをね、

環、この循環というのは、決して自然環境だ

当然、義務的経費ではございませんけど、ま

けじゃなくて、経済面だって循環ということ

るっきりなしというわけにまいりませんの

を意識してやっていかなくちゃいけないんで

で、それが２０％になるのか、したがって、

はないのかと。

それに対する全体がどのぐらいのボリューム

やはり町長、現在の

その中でこの地域通貨というのは、やはり

なのか、それが財政的に許容できるものなの

僕は、将来的にはおもしろい、おもしろいっ

か、もろもろのことあると思いますけどね、

たら変ですけれども、地域を守っていくため

だけどただ、行政の中でみずから執行する、

の一つの手法としては、非常に有効な一つの

このものについては執行することのないこと

手段なのかなというそんなふうに思ってま

が多いわけですから、だから一定の資料収

す。

集、それから現地に対してね、現地へ出向い

商工会さんの方でもその検討を進めている

て職員をやっぱり調査・研究させると、デス
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費で飲んでるんだろうなと明らかにわかるぐ

クワークでは解決できないと。
一定のパソコンで全部資料収集する、現実

らいいっぱいいたのが、すぱっとね、北海道

にこれらとこれってピックアップしてね、

が倫理条例やったからススキノが空になった

チョイスして、そしてそこへ行って、そして

と、またわけ違うんですね。そのぐらいの時

いいものは即、例えばある市の大手デパート

代があったんですよね。

なんか、バスを出して買い物客を誘致してる

私はやっぱり、こういうときこそやっぱり
きちっとやらないと、このままただじり貧に

んですね。
私はあれ見たときに、その経営そのものが

なってしまうのかな。

果たしてコストに見合ってそれだけあるのか

そして、やっぱり商工会さんの人方だっ

なという、自分で商売やってるわけでないか

て、みずから営業してるんですよね。だから

ら関係ない、他企業のことなんですけどね、

全体の底上げとか地域の振興とか足寄商店街

公共団体、足寄の町がやるわけでないですか

をどうしようかって寝ないで考えて、自分の

ら。だけど今結果として、そのことがまた今

商売をそっちのけにしてやるったって、なか

現実にいろんなことを報道さている状況から

なかそんなことに、トップに立つ、そういう

見ますとね、やっぱりそれだけのリサーチ

準ずる方がなかなか私は難しいんでないかな

やってるから、そして相当の売り上げがある

と思うんですよ。

みたいですね。結構バスに乗って来る方がい

そのためにやはり、もちろん商工会の事務

らっしゃってね、遠方から。だからそれだけ

局もそれだけの職務を担うでしょうけども、

の効果が出てるわけですね、やっぱり。

やっぱり行政も一定のそういう知恵と体と、

行政の場合は、なかなか今やることを途中

お金は限りあるんですけど、そういうことも

で変えることのできないそういうものもある

きちっとやるというぐらいの気構えでね、そ

んですね。だけど私は、やっぱり今当初予算

していいものは途中でも変更して導入をかけ

議決しても、その中であったとしたら、法規

ていくと。

範上問題なければ、その時点でやっぱり政策

これは単なる他の団体に、そういう公共的

の執行方針、方法、手法転換するぐらいの

団体はもちろんのこと、我が町の行政執行に

ね、そのためにはそれなりのリサーチあって

ついてもそうあってしかるべきかなと、この

しかるべきでないかという思いもしてるんで

ように思うんですよね。
だから、特に今、当初予算審議なもんです

すよ。
具体的には、また他の目で触れる議員もい

から、１３１億強、特計・企業会計すべての

るでしょうから、具体的には申し上げません

中で予算審議をさせていただいてる我々この

けど、それぐらいやっぱり理事者の政策判断

公の場なもんですからね、この際、声を大に

を必要とされてるのかな。

して、理事者の豊かな感性と見識を私は期待

最近こういう厳しい財政なもんですから、

したいと思うんですけど、決意をどうぞ。

他に行ってそういう先進地を見るという、目

○委員長（大久保

優君）

に触れて肌で感じて、そしてそれを自分のそ

○町長（安久津勝彦君）

れ以上のかかったコスト以上に、うちの町に

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

対する振興を上げるというそういう考え方が

前段、議員からお話しあった机の上だけの

少なくなったんですね。企業もそうですよ

プランニングではなくという、場合によって

ね。

は先進地視察等々もというお話でございまし

あのバブルのころは、もう銀座の７〜８丁

た。

目ぐらいのクラブへ行ったって、もう斜陽族

実は、これまで私の方で、まさしく議員仰

でいっぱいでね、あれだけの恐らく会社の経

せのとおり、後追いではちょっと遅いという
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こともあって、若手職員を課をちょっと超え

り九州大学農学研究院との協定も締結をさせ

て、これは課長たちにも了解をもらいなが

ていただきましたから、農の方の関係でも、

ら、実はこれまで三つのことについてちょっ

そういったことも含めてそういう大学の知恵

と調査・研究せということで、一つはまだ具

もかりながら、何か展開できないのかなとい

体化というか、結びついておりませんけれど

うようなことも模索をしていきたいというふ

も、一つには、今豊頃町で走り出しました菜

うに考えておりますので、今後もしっかりと

の花から油、あるいはＢＤＦ、バイオ燃料で

そこら辺、我が町の生き残りのためというこ

すね、このことも私はちょっと興味ありまし

とで、しっかりと取り組みをさせていただき

たから、ちょっと何人かピックアップして、

たいというふうに思ってますので、御理解い

ちょっと先進地視察も含めて将来展望も

ただきたいというふうに思います。

ちょっと描いてくれということで、そんな調

以上でございます。
○委員長（大久保

査活動もさせております。
それから、シーニックバイウェイについて

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保
５番

も、職員にそんな調査をさせました。
その結果、たまたま先ほどお話しあったほ
かからの働きかけもあって、あるいは地域の

次に進みます。

消費者対策費。

も、引き続きそのメンバーで、これも全道的
な調査も含めて我が町の可能性ということ

優君）

優君）

観光費。

木村明雄君。

○５番（木村明雄君）

観光費について質問

をさせていただきたいと思います。

商工会、あるいは建設業界、あるいは異業種

足寄ふるさと盆踊り、両国花火大会という

の方々が集まってシーニックに取り組みたい

ことで、花火大会については、広尾、そして

ということになりましたから、これも今回は

また帯広、それからまた足寄と、この三大花

まずは小さなお金ですけれども、そのことに

火大会と言われるくらい大きな花火大会に

ついても予算を計上させていただいたという

なったと。お盆には、札幌からまでわざわざ

ことでございます。

でも花火大会を見に来るという人もおるそう

さらに、先ほど申し上げました地域通貨に

です。

ついても、これについてもちょっと、別にこ

そしてまた足寄ふるさと盆踊り、これにつ

だわったわけでありません、結果としては、

いて盆踊りをすると、そして時間、本当に早

これまた課を超えて女性職員ということで、

いうちから遅くまで盆踊りをするその中で、

これはやっぱり地域通貨、買い物だとかいろ

地元の人ではなくして、１位、２位、３位く

んなところになりますから、これはやっぱり

らいまではほかの人たちがいつも毎年賞品を

女性の感覚がこれは極めて重要だなと、そん

持っていくと、これについていろいろと批判

な思いもありまして、そんな調査活動もさせ

があるようでございます。
そこで私は、これについてまずは盆踊りの

ているというようなことでございます。
これらについては、将来的に商工会の方と

審査基準というのはどういうふうになってる

も突き合わせをしながら、具体的にどう展開

のか、それからまた、景品はどういう形に

をしていくのか、あるいは行政が担うべき役

なってるのか、それをまずお聞きしたいと思

割はどういうことがあるのかというようなこ

います。

とも含めて、議員仰せのとおり、先取りをし

○委員長（大久保

ながら今後もやっていきたいなというふうに

弁。

思ってます。

○経済課長（鈴木

２１年度に向けては、これはまだまだ私の
域からは出てませんけれども、御案内のとお

優君）
泉君）

経済課長、答
お答えいたしま

す。
足寄ふるさと盆踊り・花火大会、これ実行
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委員会形式でやっておりますので、その実行

す。

委員会の中に、審査委員はうちの町長も入っ

まずもって、盆踊り大会の審査基準、ある

てるんですけれども、いろんな踊りの先生だ

いは景品等々を含めて、これ地元に配慮とい

とか、いろんな自治会連合会の役員だとかそ

う御提案をいただきましたけれども、これに

ういった方が、地元のそういった従来から同

ついては、やはり本当は、もっともっと地元

じような形なんですけれども、そういった方

の方々が踊りにも参加をしてもらうというの

の役員体制ということになっております。

が一番いいんでしょうけれども、これを町民

それから、景品につきましては、昨年から

限定というのは、私はいかがなもんかなとい

地元の商品を商品券という形で実行委員会の

うふうに思っております。むしろ、町外から

方で進めました。ことしもそうなるんでない

も参加をしていただいて場を盛り上げていた

かなと思っております。

だいてるという、ある意味そういう役割を
担っていただいてるのかな。

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

５番

木村明雄

議員仰せのとおり、結果として町外の方が
優秀な上手な踊りで賞品もらう、これはやっ

君。
これ何年か、やはり

ぱり実効委員会の方でも、このままでいいの

１位、２位、３位くらいまではほかの人が、

かなという思いもあって、先ほど課長からも

まあ、これは盆踊りですし、そしてまた、上

答弁したとおり、賞品についても工夫をし

手な人だったら当然それは上位をねらってく

て、それについてはやっぱり地元の購買力と

る、そしてまたそれに当てるというのは当然

いうことも含めて、これは地元の商品券とい

のことだということなわけなんですけれど

うのは地元でしか使えませんから、これは町

も、やはり足寄町として、そしてまた町民が

外の人が景品いただいたとしても地元でしか

時間から時間まで、本当に最初のうちから真

使えませんから、そういう意味では、少し実

剣になって頑張っているというところに、や

行委員会としても、これは十分そこら辺認識

はりほかから来た人がぽこっと入って上位を

をして、そういう対応をしていっていただい

ねらってくるのはわかるわけなんだけども、

てるのかな、そんなふうに思っているところ

そこで私は、やはりその辺についても配慮が

でございます。

○５番（木村明雄君）

いずれにしましても、これは実行委員会形

必要でないのか。
例えば、この町に対して町民にやはり優先

式でやってますから、当然実行委員会の中で

をするということは、これは余りいいことで

そういった部分の意見反映もしていきたいと

はないのかもしれないですけどもね、その辺

いうふうに考えておりますけれども、いずれ

も考えながらやはり考えていく必要があるん

にしましても、昨年につきましては、開町１

でないのかと、私はそんなふうに思うわけな

００年記念ということで、夏まつりと銘打っ

んですよね。

て３日間やったわけでありますけれども、こ

そんなわけで、これからも盆踊り、そして

れまた引き続き実行委員会で十分議論をして

また花火大会が、ことしはいい花火大会だっ

いただいて、さらなる盛り上げ、これは現実

たと、いい盆踊りだったと、そう町民に言わ

問題、花火の関係でいきますとなかなか寄附

れるようなそういう盆踊りにしていただきた

金が、経済状況が厳しいということで、なか

いと、私はそんなふうに思うわけなんですけ

なか寄附金が集まりにくいという実情もお聞

れども、町長の御意見を伺ってみたいと思い

きはしておりますけれども、いずれにしまし

ます。

ても、今年度もまた引き続き、昨年に負けな

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。

いような盛り上がりをさせていただくよう

お答えをいたしま

に、町も実行委員会の一員でありますから、
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実行委員会の中でまた議論を進めたいという

河ホールから両国橋までの街路灯につきまし

ふうに思います。

ては３３基ありますが、水銀灯の３００ワッ

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

昼食のため、１

午後

０時００分

休憩

節電になるというようなことで取りかえをし

午後

１時００分

再開

てきております。

優君）

休憩を閉じ、会

ては１２０基の街路灯があるわけでございま

観光費、他にございませんか。

すが、順次取りかえをして、開発の国道拡幅

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

土木費に入りま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

１,３００個近くの電球があるというような

優君）

道路維持費。

１３番

優君）

道路管理費。

ながら、順次取りかえ計画を立てるような形
で検討してまいりたいというふうに考えてお

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

ことで、それについての経費的な分もありま
すから、そういった中では、経済効果を考え

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

また、住宅地については、足寄町全町で

地籍調査費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

工事をやっておりますが、その中で順次取り
かえをしていきたいという考え方でおりま

す。土木総務費。
○委員長（大久保

現在、南６条通から北１条通までの区間で
施工を行ってます街路、国道沿いにつきまし

議を再開いたします。

○委員長（大久保

トの電球からナトリウム灯、これに変更する
ことによって、１基当たり約１５％ぐらいの

３時まで休憩いたします。

○委員長（大久保

国道２４１号線、通称阿寒街道駅前通、銀

街路灯の省エネ化

の取り組みについて、まず考え方を伺いたい

ります。
以上でございます。
○委員長（大久保

と思います。
１４９ページの方の需用費の方には、街路

優君）

１３番

高道洋

子君。

灯の光熱費が２,０００万円かかるように、

○１３番（高道洋子君）

順次取りかえる予

約ですね、１,９７６万１,０００円というこ

定だということで、わかりました。

とで約２,０００万ほどかかるというふうに

このナトリウム灯というのは、例えば４０

明示されておりますけども、この温暖化対策

０ワットの水銀灯であっても、ナトリウム灯

とかエコ社会実現に向けては、公共施設での

に取りかえると１４０ワットで済むというこ

省エネ対策、公共施設でのこういった省エネ

とで、今、帯広市あたりも５,０００万円ほ

ルギー化への対策が今後重要な課題になって

ど予算計上して順次取りかえることに２１年

くるのではないかと、また、省エネだけでな

度なる予定だとも聞いております。
ナトリウム灯もさることながら、今度は

くて節電という意味からも、そういうふうに

スーパー電球というのか、そういうもので将

思います。
温暖化対策の実行計画の策定が義務づけら

来的にはＬＥＤという、私も勉強してわかっ

れているという現状の中で、我が町では、ま

たんですけども発光ダイオードですね、発光

ず街路灯の省エネ化への取り組みについて、

ダイオードの、信号機なんかに取りつけてお

考え方を伺います。

られるということで集中的に光を放つ、そう

○委員長（大久保

優君）

建設課長、答

となっているから、多分あれもＬＥＤではな

弁。
○建設課長（中鉢武美君）
す。

いう今回役場前のそこの交差点も、点々点々

お答えいたしま

いかなと思うんですけれども、消費電力がも
う全く少なくて、寿命が長く、そして切れな
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す。

いんだと、電球の球が切れない。
例えば、４０ワットの水銀灯であるなら

今、発光ダイオード、ＬＥＤのお話もされ

ば、８ワットで済んで５分の１の消費電力で

ましたけれども、今、私どもが聞いているの

いくとなって、しかも安定器をつけないで直

は、ＬＥＤの照明器具というのが、どちらか

結して、そういうふうにして大変安価につけ

というと広範囲に拡散をすることができない

られることもあると。

といいますか、どちらかというと直線的な部

それから、明るさでいうならば、水銀が

分での光が真下に届くといったことで、それ

０.４ルクスだったらＬＥＤは１.２ルクスと

が街灯に対応するとすれば、高さが一定程度

いうことで３倍の明るさを放つんだと、明る

必要だといったこともあって、いろいろ内部

さは。そして寿命でいくと４万時間、１日１

的には今担当者の方で検討しておりますの

０時間つけっ放しにして大体１基当たり１０

で、器具の更新、更新というか、新しくいろ

年の寿命があると、蛍光灯の４倍で白熱灯の

いろ開発もされてくるんでしょうから、そう

４０倍と言われております。

いった部分でイニシャルは高いんですけれど

基本料金でいっても、１灯当たり４０ワッ

も、ランニングコストは議員御指摘のとおり

トだったら、今現在１ヵ月３２０円の電力会

でございますから、将来的に向かって、ＬＥ

社へ払うもんでも、８ワットのＬＥＤにする

Ｄも含めて街路灯の将来の省エネにつながる

と１７０円で基本料金が済むということだそ

ようなことで対応してまいりたいということ

うです。しかも１球当たり取りかえ、球だけ

でございますので、御理解のほどよろしくお

取りかえるという方法もあって、１万４,０

願いしたいというふうに思います。

００円でつけかえることができるんだという

以上です。
○委員長（大久保

ことでございます。
そうした中で今水銀灯からナトリウム灯に
かえて、そしてこのいろんな１０年、２０年

優君）

１３番

高道洋

子君。
○１３番（高道洋子君）

わかりました。

のことで考えていくならば、このＬＥＤ、こ

ＬＥＤは、やはり水銀灯の有害物質が含ま

の発光ダイオード、これが将来導入していく

れていなくて、リサイクルが可能ということ

べきでないかなというふうに思うのですが、

であれですね、どこかの町に蛍光灯だとか、

いかがでしょうか。

そういうのを持っていって処分してもらうと

○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。

いうことが今後なくなるのではないかな、リ

お答えをいたしま

サイクルが再利用できるということだそうで
す。

す。
前段に課長が申し上げましたように、今現

蛍光器具だとか白熱灯用のソケット器具を

在、水銀灯からナトリウム灯にということで

そのまま使用できるという利点もあるやに聞

一部変更しております。

いておりますので、今後新しく土台ごとつけ

この大きな理由というのが、議員御指摘の

かえるときとか、そういう更新のときには、

とおり、省エネの関係ももちろんあるんです

ぜひＬＥＤも考えていただきたいと思いま

けれども、一つには、昨年夏に異常発生をし

す。

たマイマイガ対策ということもあって、それ

次に、１５１ページの１５節工事請負費の

で国道に関してはナトリウム灯に順次やって

街路灯補修工事の９５０万となっております

いるんですけれども、国道が最終的には２２

が、これについて説明お願いします。

年度までかかりますので、その最終年２２年

○委員長（大久保

にあわせて、国道については全面ナトリウム

弁。

灯にかえていきたいということでございま

○建設課長（中鉢武美君）
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優君）

建設課長、答
工事請負費の街

路灯補修工事でございますが、これは国道、

○委員長（大久保

今年度拡幅工事される北２条、高橋パン屋さ

金事業費。
○委員長（大久保
○委員長（大久保

住宅管理費。

優君）

住宅建設費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ナトリウム灯に切りかえをしていきたいと
いうことで、そういったことで順次、先ほど

○委員長（大久保

申しましたように切りかえをしてまいりたい

す。消防施設費。

優君）

消防費に入りま

（「なし」と呼ぶ者あり）

と思っております。
○委員長（大久保

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

て、その街路灯については、取り外しをして
補修をして使うということでございます。

まちづくり交付

（「なし」と呼ぶ者あり）

んのところから北６条までの拡幅分に係る街
路灯でございますが、４３基ございませし

優君）

優君）

１３番

高道洋

○委員長（大久保

優君）

水防費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

子君。
○１３番（高道洋子君）

じゃあ、これはナ

○委員長（大久保

んですね。じゃあ、これで終わります。

○委員長（大久保

○委員長（大久保

す。教育委員会費。

次に進みます。

○委員長（大久保

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

○委員長（大久保
優君）

○委員長（大久保
河川総務費。

優君）

６番

生涯学習研究所

スクールバス管

川上初太郎君。

○６番（川上初太郎君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

優君）

理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（大久保

事務局費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

道路新設改良

費。
優君）

優君）

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（大久保

教育費に入りま

（「なし」と呼ぶ者あり）

臨時地方道整備

事業費。
○委員長（大久保

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

土木車両管理費。
○委員長（大久保

災害対策費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

トリウム灯にしていくということでよろしい
優君）

優君）

ヘリポート管理

節の１３の委託料

についてちょっとお伺いをいたします。
児童・生徒輸送についてでございますけれ

費。

ども、元螺湾中、上利別中、芽登中の３校が

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

都市計画総務

統合になって足寄中学校に統合になっており
ます。

費。

登下校のスクールバスの運行につきまして

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

土地区画整理

は、きちっとやっておられるというふうに見
受けられるんですけれども、クラブ活動後の

費。

送迎についてどのようになってるか、お伺い

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

公園管理費。

○委員長（大久保

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）
優君）

○教育委員会教育次長（森

中心市街地活性

教育委員会教育
和治君）

お答

えいたします。
ただいまの御質問であります螺湾、上利

化推進費。
（「なし」と呼ぶ者あり）

優君）

次長、答弁。

下水道費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

をいたしたいと思います。

別、それから芽登の３地区におきます生徒輸
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送業務につきましては、クラブ活動終了後午

の子供たちをそれ以降に送るということに

後６時に足寄中学校を出発して、それぞれの

なっていくかどうかということについては、

統合する前にございました学校までの輸送と

委託費の内容でもこれから経費の問題も出て

なっております。

くるかと、このように思っておりますが、い
ずれにしても、一生懸命部活動で学習をして

以上で終わります。
○委員長（大久保

優君）

６番

川上初太

るという子供たちのためにどうしたらいいの
かというのは、今後の課題として御検討させ

郎君。
○６番（川上初太郎君）

今、６時に中学校

から各方面へ送迎を、クラブ活動後の児童の

ていただきたいと、このように思います。
以上でございます。

送迎に当たっておられるとお聞きしたんです

○委員長（大久保

優君）

６番

川上初太

けれども、螺湾線につきましては、螺湾まで

郎君。

は送っていただいてるというふうに感じ取っ

○６番（川上初太郎君）

ております。

していると、いわゆる今の現在のスポーツ少

今の答弁をお聞き

ただ、この中に茂足寄まで、茂足寄から通

年団というか、スポーツに一生懸命頑張って

学している児童が、部活を終えて螺湾まで

いる子供たちの今の状況を見てますと、本当

送ってもらってるというのもお聞きをして、

に児童数も少ないから、当然１校に統合に

ただ、父兄の中から、いわゆる茂足寄という

なったという現実からいきますと、当然そう

ことになりますと、螺湾まで大体約１０キロ

いう児童数も少なくなってきて、これ当たり

近くの送迎を父兄がやっておられるというこ

前なのかなというふうには思っております。

とで、もう少しきめ細かな配慮と申します

ただ、その少ない中でやっぱりスポーツに

か、送り迎えをしていただけないのかなとい

専念する、部活に一生懸命の子供たちのため

う父兄の方々からの御意向もございますの

にも、でき得れば早い段階で、新年度予算の

で、その辺、今、新年度予算の審議中でござ

今議論をしている中でございますから、補正

いますので、その辺も含めて今年度中にどう

があるかどうか別としても、余り先に延ばし

対応するのかということも伺えればと思いま

て検討するというのは、よく人の話ではござ

す。

いませんけれども、検討するというのはやら

○委員長（大久保

優君）

教育委員会教育

おりますけれども、私は、そこまでは人悪く

長、答弁。
○教育委員会教育長（加藤和弘君）

ないと同じの答弁、返答なんだよと言う人も

お答え

はないと私、自分的には思っておりますけれ
ども、そういった意味で、これからのやっぱ

をいたします。
今、次長の方からお答えを申し上げました

り子供さん方の成長も含めて、当然学業も大

ように、部活動後の輸送につきましては、足

事ですけれども、やっぱり運動をして健全な

寄中学校に各校統合した際に、部活後、それ

精神育成という状況の中で、ぜひ早い段階で

ぞれ統合前のあった学校のところまで輸送す

この予算の見積もりというんですか、対応も

るということで保護者との確認をとれて、そ

ひとつ敏速に行っていただきたいなというふ

れ以来、部活動後の輸送については、足寄中

うに思っておりますので、よろしくお願いを

学校６時発の各芽登、それから上利別、螺

いたしたいと思います。

湾、それぞれの学校の方に、集落のところに

終わります。
○委員長（大久保

輸送いたしております。
今御質問ございました上足寄、茂足寄方面

石川奨学基金

費。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ということになりますと、ほかの芽登方面、
それから上利別方面、そちらの方の部活動後

優君）

○委員長（大久保
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優君）

学校管理費。

○委員長（大久保

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

○委員長（大久保

優君）

○委員長（大久保
○委員長（大久保

優君）
優君）

○委員長（大久保

学校管理費。

優君）
優君）

学校教育費。

○委員長（大久保

優君）

生涯学習費。

○委員長（大久保

優君）

○委員長（大久保

文化財費。

利子。

優君）

職員給与費。

優君）

予備費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

文化・スポーツ

○委員長（大久保

優君）

以上で、歳出を

終わります。

振興基金費。

１０ページにお戻りください。歳入に入り

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

公債費に入りま

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

河川災害復旧

す。元金。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

学校建設費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

給食車管理費。

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

ことばの教室管

理費。

学校給食費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

学校教育費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

優君）

優君）

国際交流推進

ます。項で進めます。町民税。
（「なし」と呼ぶ者あり）

費。

○委員長（大久保

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

○委員長（大久保

優君）

○委員長（大久保

○委員長（大久保

優君）

○委員長（大久保
○委員長（大久保

優君）

○委員長（大久保

公民館費。

優君）

○委員長（大久保

○委員長（大久保

自動車重量譲与

優君）

地方道路譲与

優君）

利子割交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

総合体育館管理

費。
○委員長（大久保

入湯税

税。

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

保健体育総務

費。
○委員長（大久保

町たばこ税。

税。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

軽自動車税。

（「なし」と呼ぶ者あり）

社会教育事業

費。

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

生涯学習館費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

固定資産税。

（「なし」と呼ぶ者あり）

博物館運営費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

優君）

温水プール運営

○委員長（大久保

優君）

配当割交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

費。

○委員長（大久保

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

学校保健費。

優君）

株式等譲渡所得

割交付金。
（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○委員長（大久保

優君）

地方消費税交付

○総務課長（大塚博正君）

金。
○委員長（大久保

優君）

お答えを申し上

げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
自動車取得税交

非常に多額な滞納の件数というのが散見さ
れるわけでございますけれども、徴収に担当

付金。

等も相当努力し、苦労しているところでござ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

国有提供施設等

ざいますが、現在は公営住宅を退去してござ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

いますが、ただいま議員さんの方から御質問
ありました案件につきましての徴収方法でご

所在市町村助成交付金。
優君）

地方特例交付

います。
入居している時点から、私もちょっとお会

金。

いして、雇い主の事業主ともお会いしなが

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

特別交付金。

○委員長（大久保

優君）

地方交付税。

優君）

交通安全対策特

方、それから住宅料のみならず町税等の滞納

（「なし」と呼ぶ者あり）
優君）

と、いろいろとまだほかにもあったというよ

分担金。

うな状況の方でございまして、とりあえずは

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

事業主の方に言って、税、それから公営住宅

負担金。

等々公共料金等につきまして、給料等から事

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

えないという状況の方ではなかったんです
が、生活費等々もろもろの生活設計のあり

別交付金。
○委員長（大久保

なか家賃が、当時も結構高い方の家賃に入っ
ておりまして、所得等を勘案してみても、払

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

ら、納付方法等について打ち合わせをさせて
いただいた経過もございますけれども、なか

（「なし」と呼ぶ者あり）

２番

弁。

優君）

業主の方に協力を願って天引きといいます

使用料。

か、給料から支払っていただくという手法を

榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君）

公営住宅の使用料の

講じていただきました。
その後、一定程度、計画的には入っておる

ことについて伺います。
１９年の１２月に、私も一般質問で町営住

わけですけれども、なかなか入居を続けてま

宅の滞納状況などもお聞かせ願いました。そ

すと、毎月毎月新たな家賃が発生してまいり

れで最近の２月の１２日現在の滞納状況を調

ますから、それと償還していく額との兼ね合

べましたところ、一番長い方で４６ヵ月、４

いというのがなかなか追いついてこないとい

０ヵ月、３５ヵ月と順々に多い方がいらっ

うのもありましたので、借家の方にですね、

しゃいます。

もっと安い借家等があれば、そちらの方に出

その中で金額につきましては、一番多い方

られて、公営住宅料がこれ以上かさむことを

で９９万８２９円の方もいらっしゃいまし

防止した方がいいのではないかということ

た。その方は４０ヵ月の滞納者ですね。その

が、担当の方からもいろいろと退去等につい

方の改善、これからの改善策と、あと保証人

てのお話をさせていただいて、本人も納得し

の方と借家人の方の、あと行政の方との話し

て、現在は民間借家に住んでおりまして、で

合いですね、どのように支払いのことの計画

すから新たな公営住宅の滞納という現象はと

などを進めていっているのか、その状況をお

どめられておりまして、過去の収入につい

聞かせ願います。

て、現在、計画的に事業主等の方から天引き

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

させていただきながら、わずかずつではござ
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いますけれども、減っていっているというよ
うな状況にございますので、御理解いただき

議員さん仰せの、数ヵ月のうちから早いう
ちに手を打ってということでございますが、

たいと思います。
○委員長（大久保

ます。

優君）

２番

榊原深雪

現在、２０年度も住んでいただいて、今、議
員さんおっしゃられた八百数十万円の未納と

君。
今、退去された方も

いいますのは、過去のいわゆる過年度分と言

いらっしゃるようでございますけれども、家

われております滞納額、１５年度からあるわ

賃の状況を調べますと、やはり１万円に満た

けでございますけれども、１５年度から１９

ない方、あと高い方で今の３万９,０００円

年度までの滞納の部分と、現在２０年度動い

の方もいらっしゃいますけれども、ほとんど

ておりますので、現年度分の未納分も含めて

が２万に満たない方が滞納されてる例が多い

の８００万ということでございますので、こ

んですね。

の現年度分に、まあ過年度分もそうでありま

○２番（榊原深雪君）

その中でその滞納を減らしていこうと思え

すけれども、現年分にも力を入れていくとい

ば、やはり１ヵ月の家賃なりを多くいただか

う必要があるだろうということで、１ヵ月、

ないと減っていかないわけですよね。そう

２ヵ月、小さな月数でありましても幾らかで

いった改善策が、余りにもこの数字が、現在

も入れていただくように、また、その１ヵ

の２月１２日にいただいた資料によります

月、２ヵ月が３ヵ月、４ヵ月とつながらない

と、８１６万５,０００円になってるんです

ようなことで、今、担当の方も一生懸命、５

ね。

月までの出納閉鎖までに向けて、過年度滞納

それを減らしていかないことには、前段前

とならないような形の中で今収納の活動に当

に大竹口課長の税のときの答弁ではありませ

たっているところでございますが、３ヵ月以

んけれども、やはり正規にきちっと払ってい

上滞納すれば住宅を出ていただきますよとい

ただいてる方の公平・公正に関しましてね、

う規定はございます。
これは厳正に対応してるのかと言われれ

そういった不公平性が出てくると思うんです

ば、現時点、実質滞納があるわけでございま

よね。
そして待機の方もいらっしゃいます。その

すから、厳密に対応していないというのが実

公営住宅に入りたくて、きっときちっと家賃

態でございますけれども、住む側にもいろい

を払うべき方であろう方が何年も待ってい

ろと事情がございますでしょうから、納付相

る、まあ、条件に合わない部分もあるかもし

談等々受けられて計画的に、多少な額でしょ

れませんけれども、何年も待っている方もい

うけれども、少しずつでも善意的に滞納を解

らっしゃいますね。

消していこうという方々に対してまで、即住

そういう方の状況を調べますと、もっと強

宅を出てくださいということにはならないだ

い３ヵ月、条例の中ででも、３ヵ月以上滞納

ろうということで、とにかく家賃は納めてい

した場合は、やはり話し合いの上でその方の

ただくという指導に今力を注いでいるという

退去ということも考えられるということもあ

ところでございますので、決して徴収を怠っ

りますからね、そういう状況とその方の話し

ているというわけではございませんので、御

合いというのは、その条例を生かしたこうい

理解いただきたいと思いますが、中には、全

う滞納の整理の仕方というのはどうなってま

く面談していただけないで居留守を使われた

すでしょうか。

り、徴収に行くよという約束の時間にいな

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

いる部分もございますけれども、極力通い詰

弁。
○総務課長（大塚博正君）

かったりとかという、非常に担当、苦労して

お答え申し上げ

めながら、納めていただくというような方向
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でいきたいと思っておりますので、御理解願

○委員長（大久保

いたいと思います。
○委員長（大久保

以上でございます。

優君）

２番

榊原深雪

次に進みます。

手数料。
（「なし」と呼ぶ者あり）

君。
○２番（榊原深雪君）

滞納の月数も、やは

○委員長（大久保

思いますけれども、４６ヵ月から１６ヵ月と

○委員長（大久保
○委員長（大久保
○委員長（大久保
○委員長（大久保
○委員長（大久保
○委員長（大久保
○委員長（大久保
○委員長（大久保
○委員長（大久保

て、そういった収入面からを考えますと大事

○委員長（大久保

な収入源でありますので、いろんな施策に生

金。

○町長（安久津勝彦君）

○委員長（大久保

道委託金。

優君）

財産運用収入。

優君）

財産売払収入。

優君）

寄附金。

優君）

基金繰入金。

優君）

特別会計繰入

優君）

繰越金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

町長、答弁。
お答えをいたしま

○委員長（大久保

優君）

延滞金加算金及

び過料。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

とりわけ今、公営住宅の使用料のところで
御質問いただいてるわけでありますけれど

○委員長（大久保

も、とりわけ住宅使用料なんていうのは、ま

入。

すから、これを滞納するということは、本当

○委員長（大久保
○委員長（大久保

優君）

受託事業収入。

優君）

推進交付金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

当大きな額になってるということでございま
すから、これは引き続きこの滞納の整理に向

貸付金元利収

（「なし」と呼ぶ者あり）

に最大限回避をしていかなくちゃいけないと
いうことでございますから、現実滞納額も相

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

さしく受益者負担金の最たるものでございま

○委員長（大久保

優君）

雑入。

（「なし」と呼ぶ者あり）

けて頑張っていくということで、御理解をい
ただきたいというふうに思います。

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

かしていただきたいと思いますが、町長の所
優君）

道補助金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ていただいて、福祉の施策の面なりに生かし

見をお願いいたします。

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

だから、これからのやはり予算立てる場合
に、こういった滞納対策ももっと厳密に行っ

道負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

していかないと、財政が厳しいのでこっちの
予算は出ませんとなっちゃうわけですね。

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

祉の面でも削減されたり、要望するものがこ
ういった理由で財政を圧迫してるものを解消

国庫委託金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

やはりいろんな予算の中で質問をします
と、やはり財政が厳しいからということで福

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

も１０％を超えるという額になっているわけ
ですね。

国庫補助金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

１％の町営住宅だけでもあるんです、滞納額
が。それで町営住宅の使用料の全体からして

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

そういうことを考えますと、ことしの２１
年度の予算が８１億３,８００万ある中で、

国庫負担金。

（「なし」と呼ぶ者あり）

か、その間に３５ヵ月、結構人数も多くなっ
てきてるんですね。

優君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

り職員の方も一生懸命頑張っておられるかと

○委員長（大久保

優君）

○委員長（大久保
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優君）

町債。

ただ、今後、景気対策等々で国の２１年度

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

以上で、歳入を

予算に対する補正が組まれれば、その部分の
事業として追加になる可能性というのはあろ

終わります。
総括、ありませんか。

うかというふうに思っていますが、そういっ

８番

た部分を除くと、今年度は昨年ほどの補正額

高橋幸雄君。
まず第１点目にお尋

というのは予定をしておりませんで、２回目

ねしたいのは、ただいま歳入歳出、今で歳入

になりますけれども、８２億６,０００万円

が終わったところなんですけども、ところで

程度で何とかおさめたいというふうに思って

２１年度の最初の予算規模ですよね、今は御

いるところであります。

案内のとおり、過日の２０年度補正予算案の

以上でございます。

○８番（高橋幸雄君）

とき、大体８９億３,７００万ぐらいでない

○委員長（大久保

だろうかという最終、平成２０年度の概要の

君。

御答弁がございましたけど、現状、御案内の

○８番（高橋幸雄君）

とおり８１億３,８９２万なわけですけど

よりちょっと数字が少のうございますね。そ

ね、自律プラン等そういうロングプランニン

うするとおのずから考えられるのは、歳入で

グの中でも明らかになってるわけですけど

町税も大体調定額、あるいは収納率、ほぼ大

も、どの程度想定しているのか、ひとつ御説

体入れてるのかなと。法人税が相当、法人町

明をしていただきたいと存じます。

民税でもやっぱり落としてますんでね、現状

○委員長（大久保

に即して。

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
お答えをいたしま

優君）

８番

高橋幸雄

いや、私の想定した

それともう１点、やっぱり歳入基盤で大き
いのは、やっぱり地方交付税の関係ですよ

す。
今想定をしております今後の補正見込みで

ね。現状の地方交付税総体で４０億９,６０

ありますけれども、一般会計で総額１億８,

０万強ですから、これが今想定される予算総

１００万円程度で、内容は、銀河線の鉄道撤

額の８２億６,０００万の歳入の面で、どの

去 約 ９ ,２ ０ ０ 万 円 、 そ れ と あ と 大 き い の

程度交付税収入として１０款歳入の中で見て

は、駅周辺のまち交事業の用地取得費が今後

いるのかなと、歳入としてね。

補正で計上したいと思ってますけれども、用

もちろん町税は、先ほど申し上げたように

地取得に限っていけば２,８００万円程度に

ほとんど見てないだろうと。それともう一方

なります。そういったもろもろの部分を足し

で、基金繰入金の財源が３億４,０００万強

算をして、前段申し上げたとおり１億８,１

見てますんでね、これが交付税の推移によっ

００万円の補正。

ては、また１年後のきょうの議会、今定例の

これには区画整理、それから下水道に対す

議会になるか１２月議会になるか別として、

る繰出金も２,４００万円程度入っておりま

一定の推移の中でまた補正がなっていくのか

す。区画整理、今後の話でありますけれど

なという思いはいたしておりましたけどね、

も、特別会計ですから、下水道等々含めた総

いたしておりましたけど、私の想定数値より

額は、事業費では２億４,４００万程度考え

相当数値が下回ってるんですけど、こんな状

ているところであります。

況で終わるのかなという思いはあるんですけ

一般会計でその部分の繰出金を、２,４３

ど、その辺再度、交付税、歳入の絡みの中

２万円なんですけれども一応計上をして１億

で、事業そのものがなければ国・道の補助

８,１００万、それで見込みなんですけれど

金、あるいはそれの歳入、支出金等を見込め

も、決算見込みで一般会計８２億６,０００

ませんのでね、その辺についていかがでしょ

万円程度になろうかと思ってます。

うか。
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○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。

１９年度が８６.７という数値を、これは

お答えをいたしま

平成１６年以降ずうっと上昇推移で１９年８
６.７ですけども、２０年度はまだ、私ども

す。
先ほど補正額１億８,０００万円程度と、

がいただくような数値を得る知識がございま

ほとんどが交付金事業、さらには鉄道の部分

せんけどね、それでいって２１年度どうです

でいくと鉄道の基金対応ということで、一般

かとお伺いするのもいかがなもんだろうかと

財源ベースでいきますと、約５,５００万円

存じますけども、一定予算規模がコンクリに

程度の不足額という形になります。

なりますれば、相当の推計がなし得るのかな

それで、今回は地方交付税、若干下げど

と思いますので、その辺はいかがでしょう

まった感がございまして、平成２０年度対比

か。

でいきますと０.５％の増といったことで、

○委員長（大久保

臨時財政対策債が大幅に伸びておりますの

○副町長（田中幸壽君）

で、それを合わせて総体で、普通交付税、特

す。

優君）

副町長、答弁。
お答えをいたしま

別交付税、それから臨時財政対策債合わせて

経常収支比率は、今、平成１９年度のお話

３.５％の伸びと、２０年度当初予算対比で

がされましたけれども、平成１９年度８６.

ありますけれども。

７、それで２０年度の見込み額としては、一

それで、かなりシビアに単位費用等々を入

応８４.８を考えていますというか８４.８、

れて計算をしておりますので、今後ここの部

２１年度見込みとしては８５.３ということ

分の大幅な伸びはないと。いわゆる留保財源

で、昨年だと思いますけれども、議員の御指

等々が極端にあるのかというと、そういうイ

摘もあって、８０を切れないのかといった議

メージで考えておりません。ですからこの分

論もされたわけでありますけれども、まだ地

の伸びというのはそう期待をしていないとこ

方交付税等々の数字が安定してない中では、

ろであります。

こういった８０台というのはやむを得ないの

ですから、前段申し上げましたように補正

かなということで、御理解を願いたいと思い

財源、一般財源５,５００万については基金

ます。

対応といったことで対応せざるを得ないのか

○委員長（大久保

なと。そういった部分では、先ほど議員おっ

君。

しゃいましたけれども３億４,０００万強の

○８番（高橋幸雄君）

優君）

８番

高橋幸雄

わかりました。

基金取り崩しをしているんでありますけれど

さらにはもうちょっと現実論の各論に入り

も、これが４億になるといったことで御理解

ます。先ほど歳出の際で水源林事業の関係も

を願いたいと思います。

審議をされておりましたけど、この関係は、
当然今の台風災害等もございましてね、前年

以上です。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

でしたから、当該年度の予算規模から見ます

君。
○８番（高橋幸雄君）

度対比して云々なんていうのは全く、３億強

これは推定議論を今

と、そんなの比較には全くならないんですけ
ども、ただ、この種の事業、国の方の機構の

してるわけですけれども、わかりました。
そこで、さらに内容に踏み込まさせていた

改革もあってね、改革、この間ちょうど緑資

だきますけど、大体そういう今の答弁された

源公団の関係のテレビの放送、キー局は忘れ

ような状況に推移いたしますれば、経常収支

ましたけどね、レポがありましてちょっと見

比率は前年度、平成２０年度はどのぐらいに

ておりまして、その際には、その際には、森

なるのか、私も現段階で全く承知しておらん

林がどうではなくて、天下りがどうだという

ですよね。

レポで、所要のセクションも同じようなこと
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で、看板、理事長も同じなんですよね、今

わかりませんけどね、かつて足寄町長も就任

ね。

しておったことからもね、それで一応要請行

問題は、そういうことは私が議論するんで

動を続けた経過はあるんですけど、現状どう

はなくて、そういうことによって事業確保、

なってるのか、この辺もさらに懸念すること

当該年度予算提案になってるものと前年度

だなと、このように思考をするところなんで

ベースと比較するのは、一定の事情があるか

すけど、この辺についてはいかがでしょう

ら全く議論の対象には全くならないと、これ

か。

は既定の事実として私も受けとめてます。

○委員長（大久保

ただ問題は、これから先の問題ね、ことし
の今予算事業を提案されて１億１,９１８万

優君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

４,０００円、これは財源も御案内のとおり

御案内のとおり緑資源機構が解体されまし

の財源なわけですから、これが大体最低ベー

て、その後、林に関する部分と、それと農に

スで守られていくのかなどうかなと。

関する部分、これは既存の、正式名称ちょっ

従来、この緑資源公団と、その緑資源公団

と、頭からちょっと抜けちゃったんですけ

になる前からも私はよく承知しております。

ど、当面の経過措置として、既存の法人、独

おりますんでね、前理事者とも一緒に陳情に

法の方に引き継ぎがされてるということで、

行ったり、いろんな経過もよく承知しており

札幌の事務所も従来の事務所と変わらず、従

ますんで、問題は、そういう事業確保という

来あった総合森林何とかといったと思ったん

ものがどのようになされていく懸念が、全く

ですけど、そこと一緒になってるんですけれ

私ども、現段階も、つい安久津町政になって

ども、そこで問題は、事業確保の見込みが従

から、全くそういうものに触れること全くご

来と比べてどうなるんだということでござい

ざいませんのでね、予算審議を通じてしか触

ますけれども、これは私も札幌に出張するた

れることができませんので、あえてお尋ねを

びに、時間が少しでもあれば５分でも１０分

してるんですけど、そのことは、とりもなお

でも寄って、そこの事業確保のことについて

さずあれですよね、他の議員の一般質問等に

は、現場の所長さんにもずっとお願いし続け

もありますよね、ありますように、やっぱり

てきているところでございまして、当面して

森林の持つ機能の低下にもつながりますし

は、ちょっとそれは心配しなくてもいいんで

ね、また、大きなもう一つの意味では、地場

はないのかと。

雇用の促進の減退にもつながりますし、いろ

ただ、ただ問題は、新しい法人といいます

んな多面的要因があるのかなと、このように

か、これは国有林の改革とも絡み合って、

思うもんですから。

ひょっとしたら国有林の現業部門といいます

それと同時に、従来は、現在今どうなって

かね、これが同じ法人になるやにもちょっと

るかわかりませんけど、例えば表現は適切で

聞いたりもしております。そこら辺は定かで

ないんですけど、この今回の災害によって

はございませんけれども、いずれにしても、

ね、このたびの災害によって本当に痛ましい

そこら辺の関係含めて今後どうなっていくの

ことなんですけど、またある一面では、経済

かと。

的な活性化の意味でまた違った要因もあった

これは私の立場からも、今、環境問題に果

と、そしてもう一つ、まだ基本的なことは、

たす森林の役割ということは、これはもう私

再造林に対しての公団の対応が全くなされて

が言うまでもなく、非常に声高々に言われて

ないというのが従前の状況で、今現状は知り

いるわけでありますから、これは国有林も含

ませんけど、この種のものの関係の会長に足

めて、もちろんこの新法人も含めて山の大切

寄町長なって、今でも今の町長どうなったか

さ、もっと言えば、無立木地帯なんていうこ
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とはこれは一刻も早く解消しなくちゃいけな

をされて農の部分でも直接、今考えてみます

いということも含めて、そんな要請をずっと

れば、ちょうど水道橋にある農の関係の直接

し続けてきているところでありますし、当然

財団法人ですよね、ＯＢの方、農水省の農協

札幌の所長さんも、全く同感だということ

課長やられた方が理事長になっておりまし

で、最大限努力をしていただけるいうことで

て、十勝も当然、当時現職のころ来てという

の回答をいただいているところでございま

お話も承ったり、特殊なそういう人方は大体

す。

天下りで、そのことの本旨はまた別に置いて

それから次に、例の甚大な被害を受けまし

おいて、その際も、直接ＪＲＡとか一連の中

た風倒被害の関係、この災害復旧につきまし

で施設をぜひということでもって、無償でい

ては、今年度で大体終わるという見込みに

ただく施設だったもんですから、そんな経過

なってございます。

もちょうど森林組合のＯＢ、要するに木を使

それから、さらには議員仰せのとおり出発

うという関連の中で、現職のころもやった水

時点、公団の分収林ということでございまし

道橋ね、あそこのお邪魔した、あの組織もど

て、これが制度上、再造林は認められていな

うなったかなと。

いということで、私も首長に就任して以降、

むしろ、そのこともさることながら、今こ

ここのところを新制度を含めて何とか、当

の過日の先ほど申し上げたようにテレビ報道

時、緑資源機構の理事長さんでありましたけ

のルポがあったときに、事業量のメニューの

れども、何とか新たな制度をつくってくれな

セクションはみんな同じなんですね。テレビ

いかという要請を続けてきました。

報道でいえば、ただ看板のかけかえでないか

そういう中にあって、当面しては、当面し

と、こういうお話でしたけど、むしろそうい

ては、これ再造林の経費が出ないということ

うことは国会の論議であって、私どもは、今

なもんですから、とりあえず伐期の延長とい

の本当の地場に行って森林どういうふうに確

いますかね、これの要請をし、実際にそれを

保できるかという非常に懸念があるから、お

認めていただいたところもあるというふうに

尋ねをさせていただいてるところでございま

思っておりますけれども、そんな対応をして

す。
そこで問題は、これも表現適切じゃないん

きたというところでございます。
そういう中にあって、当時の理事長さんの

ですけど、例の災害によって、それぞれの齢

答えとしては、何とか努力をするという返事

級延長という話もしてましたけど、これは所

はいただいていたわけでありますけれども、

管委員会で行って現地へ行って、どの程度ど

これまた最初のところに戻るわけであります

うなったのか私は余り、行政報告の範囲では

けれども、そういうときに緑資源、きょう残

承知しておりますけどね、具体的つまびらか

念なことに解体ということになってしまった

に承知しておりませんけど、またそのことも

もんですから、その後、その再造林にかかわ

本年度で一定の回復事業があってということ

る新制度の問題含めてちょっと話が途切れて

でね、またその後も違った現況になったのか

おりますので、また引き続きそういった要請

なという、そういう思いも一方ではしてま

等もしてまいりたいというふうに考えており

す。

ますので、御理解賜りたいというふうに思い

どめさせていただきまして、次に町有林の関

ます。

係、これ去年の予算からは、当初予算対比で

以上でございます。
○委員長（大久保

そこで、水源林事業についてこの程度にと

優君）

８番

高橋幸雄

だけどこれはやっぱり問題だなと思ってるん

君。
○８番（高橋幸雄君）

３,０００万強ぐらいになってますけどね、

いろいろと機構改革

ですよ。
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というのは、やっぱり先ほど午前中の審議
にもありました跡地の問題、それから分収林

地も含めた無立木地ということで約４７３ヘ
クタール程度ございます。

跡地、それをどういうことでしていくのか

平成２０年から２４年の５ヵ年の造林計画

ね、それがだから民間の無立木地の緑地化と

の中で約２２５ヘクタールを造林していく

いう以前にね、行政がその辺をどのような手

と、残り約２４８ヘクタールあるわけであり

だての中でいって、施業計画を立ててこれか

ますけれども、これは２５年以降、また計画

ら推移していくのかなと。

的に造林をしてまいりたいというふうに考え

だから、森林の持つ機能の中で、低炭素化

てございます。

時代という一定の概念を進めてグローバル的

次に、機構造林の関係でございますけれど

になってるところですけどね、我が町もその

も、契約している面積が３,３０５ヘクター

辺はどういうふうに推移していくのかなとい

ルございまして、造林済みにつきましては

う非常に懸念をせざるを得ないんですよね。

３,１７９ヘクタール、残り１２６ヘクター

だからその上に立って、また違った枠組みの

ルあるわけでありますけれども、このうち、

中で民有林もどうしていくのかなという、こ

造林可能地というのが２０ヘクタール程度と

の辺について町長どのようにお考えになって

いうことでございます。これにつきまして

らっしゃるのか。

も、今後また機構と連携をとりながら、造林

今回、災害ということがあってまた一定の
ことがありました、これは事実ですよね。そ
れは先ほど水源林も同じですけども、町有林

をしてまいりたいというふうに思っておりま
す。
それから次に、分収林として契約をしてお
ります森林の関係でございますけれども、総

も御多分に漏れず同じ状況になったと。
これが一定の事業が展開されて今の客観的

体で１４５.６ヘクタールございました。こ

状況にありますれば、先に向けて、それがな

のうち、それぞれ組合、あるいは振興会等々

くても、あった従来のそういう林のあり方、

にわたるわけでありますけれども、このうち

町有林のあり方、それからあと民有林のあり

の６.２５ヘクタールにつきましては天然更

方等の、特にだから北の森事業とかね、その

新という形、それから放牧地として貸し付け

種の段階からのまだまだ所在の問題もありま

している部分が３１.４４ヘクタール、それ

すし、所有者の問題もありますし、大きな問

から伐採跡地を個人に売り払いした部分がご

題があると思うんですよね。それをどのよう

ざいます。これは６.２５ヘクタールという

に一定の中でおさめていくのかなという思い

ことでございます。

もするもんですから、その辺についてはいか

と思いますけれども、これにつきましては、

がですか。
○委員長（大久保

優君）

暫時休憩いたし

町有林に編入いたしまして再造林を予定をし
ているところでございます。この再造林につ

ます。

○委員長（大久保

あと残り約５９ヘクタールぐらいになるか

午後

１時５７分

休憩

きましても、先ほど申し上げました２５年以

午後

２時１５分

再開

降ということになろうかなというふうに思っ

優君）

休憩を閉じ、会

それと、もう一つ抜けておりました。約４

議を再開いたします。

２.７ヘクタールぐらい、これは分収を終了

町長、答弁。
○町長（安久津勝彦君）

ております。

お答えをいたしま

したということで実は返還がされまして、今
申し上げた面積を町有林に編入をして、既に

す。
まず、町有林の関係からでございますけれ

これは平成４年からでございますけれども、

ども、今現在、町有林におけるこれは伐採跡

１９年度までにこの分については町有林に編
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入をして、再造林が済んでいるということで

ただ、ここ３〜４年、今の例の災害によっ

ございます。

てね、本来、通常の年から１３０ヘクタール

以上でございます。
○委員長（大久保

リュームを確保できたと。

優君）

８番

高橋幸雄

ね。もう１００ヘクタール、営業やって１０

君。
○８番（高橋幸雄君）

の造林事業なんて普通見込めないんですよ

短期的にできるよう

な事業展開でございませんのでね、何ぼ低炭

０ヘクタール確保するにも大変な状況にある
んですよ。

素化時代といったって、やっぱり財源が必要

しかし、今そういう災害等によって伐跡の

なことで、逐次、今答弁したようなことで一

災害が出て、一定の国の事業展開もあって相

定の本来目的に戻していくのが本来かなとい

あわせて、したがって、午前中の審議じゃご

う。

ざいませんけど、苗木が供給が、苗木供給と

ただ、例えばこの林業の執行方針なんかも

いうのは、一定の中で道的にまとめまして

熟知、熟読をさせていただきましたけどね、

ね、そして本当の昔、この足寄町有林が始

道内的にも下川さんは御案内のとおり林に対

まった頃は、もう長野県からね、恐らく町長

して非常にね、総合的にですけどね、例えば

が奉職したころか、それよりまだ以前かもし

単独補助的にはやっぱり隣の陸別町さんなん

れませんけどね、当時の営林署の当時監理官

ですよ。

かなんかの方が課長になりましてね、町有林

やっぱりこういう時代もあり、なおかつ財

担当課長になり、高橋町長のころでしたよ

源的な理由の中で、私、つまびらかには承知

ね、それがもともとの始まりで今１，５００

はしておりませんけど、アバウト的な表現を

ぐらい強、その分の補助金の町有林が残って

させていただければ、最高な民有林に対する

ますけどね、だからやっぱり政策というの

事業展開上、上乗せ補助、これかなり執行さ

は、やっぱりそのときそのときの中でやっぱ

れていたんですよね。その結果として、その

り当を得た施策が必要なのかなと。

結果として、やはり森林組合と、あるいは造

だから、現段階についてはこの状況だか

林事業者と一連のやっぱり雇用創出、森林組

ら、まず当該年度はいいでしょうと、陸別さ

合経営にもいい影響を与えてきたと。

ん方式でなくてもいいです。しかし、それが

一方で今度、今財政が厳しくなりましたか

過ぎた次の年代からそれも含めて事業があれ

ら、その削減傾向にずっと執行せざるを得な

ば、例えば森林組合の経営考えたら、１３０

くなった状況があるんですね。しかし、つま

ヘクタールの造林事業あったら、もう御の字

びらかに金沢町長さんに私お聞きしてません

なんですよね。経営上利益の収益の生まない

けど、新聞報道によりますればね、その種の

加工場をぐるぐる回して補てんしていくとい

ものも政策をもう少し手厚くしたというか、

うことが、経営上、数学的にいったら、それ

従来に戻しつつ、どの程度戻しつつあったの

よりもむしろ１３０も造林事業やってる方が

か、以前はすべて数字も覚えておりましたけ

一定の収益が見込まれると、言ってみれば公

ど、しばらく離れていますんでね、ただ一つ

共事業なもんですから。

言えることは、足寄町とは全然問題にならん

それからもう一つは、やっぱり今ここで申
し上げるのは、施業者そのもの、所有者その

ぐらい手厚くしてたという。
だから、北海道が北の森事業をやると同じ

ものが造林意欲のわくようなやっぱり一定の

にそれに町がやると、それにまた上乗せして

そういう施策がなければ、なかなか、例えば

いくとか、林齢についても有利なように、施

国の森のオーナー制の問題ありましたね、森

業者が有利なように、森林所有者が、そうい

のオーナー制。ほとんどうまくいってません

うことに展開して、そのことによって事業ボ

ね。
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過日、議会運営委員会で安平町へ視察に

できないということで、結果的に出資金と

行ったときに、安平町は当時の追分町さんと

言っていいのか、ちょっと表現の仕方は間

早来さんが合併してできた町ですね。恐らく

違ってるかもしれませんけれども、それもも

２０年ぐらい前でしょうか、早来さんへお邪

うこのまま行けないということで整理をかけ

魔していったときに、その森を営林署のずっ

たという、そんなお話も聞いているところで

ともう（不明）、国有林やるまだまだ前の話

ございます。

ですからやって、そして心配ですから、あれ

いずれにしましても、議員仰せのとおり、

どうなりましたとお聞きしたんですよ、当時

やっぱり山づくりというのは、本当にこれ、

議長さんに。議長さんよく覚えてらっしゃっ

単なる経済政策だけではもう語れない状況に

て、いや、あれも何だかんだ、やっと整理を

もなってきてるんだろうというふうに私自身

したってね。

も思っております。

例えば池田町の結婚造林とか、本別さんも

つい先日も、この間もお答えしたかなとい

やりましたね。その時期その時期によって

うふうに思いますけれども、つい先日も、本

やっぱりよき政策だったというものが、そう

当に環境問題となると、今本当に環境省が前

にはならないというのがやっぱり経済メカニ

面に出ていろんな対策なんかも打ち出してき

ジムの厳しい難しいとこなんですよね。だけ

ております。

ど山をつくる、森をつくるというのは何ら問

これは当然といえば当然だというふうに

題なくつくれるんですね。またそのことが必

思ってますけど、私は今、帯広の旧営林署、

要なんですね。

森林管理局の所長さん、あるいは札幌の局長

だからそれに対して、所要財源そのものは

さんにもお会いをしましたし、それからつい

町単でなかなか持つのは厳しいから、一定の

先日は林野庁の部長さんにも会議のところで

中でやっぱり国・道との一定の政策の樹立を

お会いをしてそのときも言ってるんですけれ

求めるという、こういうことの中で施行して

ども、私の思いとしては、地元にも国有林、

いくということがやっぱり欠かせないことな

物すごい大きな国有林面積を抱えてるわけで

のかなという思いをしてるんですね。

すから、やはり私としては、こういう言い方

総論でよくたって、自分の一定のやっぱり

をさせてもらいました、非常に不満である

財源がなければ事業展開できませんのでね、

と、それは何かというと、余りにも林野庁元

だからその辺も、今後理事者もきちっとやっ

気がないんではないのかと。

ぱり上級官庁に訴えながら政策展開すること

やっぱりこれまでの経過踏まえて、国有林

が私は肝要でないかなと、このように思って

改革ということでいろんな部分で、どちらか

るんですけども、その点についての町長のひ

といえば、一口で言えば規模が縮小されてる

とつ御所見をいただきたいと思います。

といいますか、予算づけも大変厳しい状況に

○委員長（大久保

町長、答弁。

あるということで、私は、今こそ本当に一番

お答えをいたしま

の現場というのは何かというと、やっぱり山

優君）

○町長（安久津勝彦君）

のある現場だろうと、だからここをしっかり

す。
この民有林に対する助成のことについて

守り、環境、あるいはいろんな部分で、国土

も、ちょっと前になりますけれども、陸別の

保全という部分で貢献している林野庁がもっ

金沢町長ともちょっといろいろお話をお伺い

ともっと声を上けてほしいということで、

させていただいたりもしてきたことございま

ずっとお話をさせていただいているところで

すし、それから隣町の本別町も本当すばらし

ございます。

い政策だなというふうに思っておりましたけ

また、これまた議員仰せのとおり、これは

れども、結果としては、やはりなかなか還元

町単独費でいろんな部分、助成事業、もちろ
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んうちの町も、先輩の理事者を含めてこれは

のかと、これはそれぞれ山のある町村に分配

議会とも連携をしながら民有林造成の必要な

してくれと、それは心配なきように私どもは

補助といいますか、これは十勝管内ほかのと

ちゃんと使わさせてもらうと。

ころと比べても、そんな遜色のない助成措置

この意味というのは、ある意味民有林とし

もとってきているのかなという思いはしてお

てこれ経営が継続できないとすれば、逆に言

りますけれども、しかし、これだっておのず

えば、町が買い取って町有林にするという手

と限界があるということで、議員仰せのとお

だってあるというそんな思いも含めて、そん

り、やっぱり国や道との連携をどう図ってい

な発言もさせていただいた経過もございま

くのか。

す。

それから、途中経過といたしましては、こ

それからまた、今、２次補正の中で林道整

れは林ばっかりではございませんけれども、

備、林道、林道と言ったらちょっと、本当に

国がせっかく制度をつくった、これに対して

きちっとした規格に基づいてということにな

は北海道も一定の負担部分も求められる。こ

るでしょうけれども、これは路網整備という

の数年、この数年は北海道も御案内のとおり

言い方をしておりますけれども、やっぱりあ

の財政状況なもんですから、ここの北海道負

る程度網の目的に、そんなに大きなお金をか

担分が出せないばっかりに少し縮小する、そ

けるんじゃなくて、これは雇用対策の一環に

うすると、せっかく国が制度をつくったんだ

もなるということも含めて、一定の路網整備

けども、１００％使い切れてないという状況

をすることによって造林、あるいは造材に対

もあるということでございますから、これは

しても、要するに山づくりに対してこれは有

私も林の関係の役員、余り物わかってないで

効ではないかという、そんな対策も出てきて

んですけども、一応役員に名前を連ねてる関

おりますから、こんなことも含めて、我が町

与もありますから、そういう中ではともかく

でこれは民有林も含めてこれ活用できないか

引き続いて声を大きくして、やっぱり経済

ということも含めて、今後また引き続き検討

ベースだけでこの山を考えてほしくないとい

をさせていただきたいというふうに考えてお

うことを言い続けたいなというふうに思って

りますので、御理解賜りたいというふうに思

おります。

います。

それとまた、ちょっとこれは余分な話にな

以上でございます。

るかもしれませんけれども、北海道も今、森

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

林環境税を検討するということで、これは原

君。

案は固まったんですけれども、なかなか道議

○８番（高橋幸雄君）

会の方に提案できてないという状況がござい

お尋ねすれば、相当長い時間になりますん

ます。

で、この程度におさめたいと思いますけど、

林の関係を総論的に

このときの議論の中でも少し言わせていた

ただ一つ言えることは、今答弁の後段で述べ

だいたんですけれども、やっぱりその議論の

ておりましたようにね、民でもってどうして

経過の中で、民有林、すなわち個人の財産に

もそれが施業ができなくて放置してる状況で

公金を投入することがどうなんだという、こ

長年あるとすれば、逆にやっぱり公共団体が

んな議論もあるやに聞きましたから、ちょっ

それを取得して、一定のやっぱり維持管理を

と待ってくれというお話をさせていただきま

して緑にしていくというのも一つの手なんで

した。

すね。

これ北海道が金を、金ったらあれですね、

その面の財源対応をどうするかという問題

税金を集めて、それを北海道みずから使おう

もあるんですけども、かつてこの議会で、安

と思ってるからそういう話になるんではない

久津町長になってからもお話しした経過、こ
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の質疑、あるいは総括質疑等を通じてあるか

だから、そういうことでいろんな話しすれ

と思いますけど、中心市街地、あの状況の中

ば長くなりますけど、これはそんな近視眼的

で、まあ３０年近く前の話ですけど関係者も

にすぐやれるような事業でもございませんし

含めて、そのとき、そのままじゃ絶対でき

ね、そういうことの中で理念として首長の頭

ん、権利が複雑になって、どういう一つの絵

の中にとどめながら、ひとつ本来目的ももち

はかくのはね、そういう専門の会社に委託料

ろんそうだし、今のグローバル的な要因もそ

を払ってやることは幾らでも可能だけど、実

ういうことになるわけですからやっていただ

際、具現化は厳しいと。

きたいなと、このように思うところでござい

したがって、それはやはり今一定の、た

ます。

だ、今の状況の中の財政の中でそれを取得す

次に進みます。今回、予算全般にわたって

れば問題あるけども、やはり市街地再開発公

あれですね、節の横に説明事項ございます

社か何かもつくってね、そして土地を取得し

ね。この説明事項にそれぞれのセクションに

て、権利の複雑化を除いて、その上に立って

関係職員給与費という人数で金額が表示さ

どうしようかと、こういうことを申し上げ、

れ、これも以前からもちろん、今回が初めて

それでなかったら１００％でき得ないって、

じゃない、ずうっとあったんですが、当然特

まあ、当時の地権者の方等の議員各位がい

別の場合を除いては１３款の給与費の中で

らっしゃる中で。

トータルに給与費として入るんですけどね、

会食、夜したときはほんどそういう話ばっ

ずうっといつも私は思うんですけど、これを

かり、人の悪口言ったり一切そういうことし

ずっと見てて、それからおかげさまで町職員

ないんですね、そういう話で議論でずうっ

の皆さん方の御指導なり御支援なりね、温か

と、たまにカラオケを歌って「ひとづま」な

い御厚誼なりいただいて３４年の経験則で言

んていう歌も教えてあげたことありますけ

わせていただければね、ここに記載されてい

ど、歌えない議員さんに。僕は今歌歌えなく

る関係職員の給与費というものが、あながち

なりましたけど、そんなこともあったんです

その事業のボリュームと本当に比例してるの

けどね、やっぱりそういう政策というのは

かなと。
昭和５４年から、私は監査委員４年間、１

私、大事だなと思ってるんですよ。
だから、例えば今民有林買うという話で、

期やらせていただいたんだけど、本当に猛勉

下川さん、あるいは置戸さんあたりは国有林

強した経過あるんですね。そうすると４年間

買い受けしてるんですね。要するに町有林が

やりますとね、事業の内容が、継続的事業が

ないわけですから、その事業展開しようとし

多うございますんで、単独的な事業は意外と

ても、それで不足だから、そういう形で実際

簡易なもの多いんですね。そういうことも

そういう事業展開されてるんですよ。

あってほとんど出てくる精査をするとき、あ

うちの場合は逆に山は幾らでもあるんです

るいは決算委員会あたりで、議会の決算委員

ね。今先ほど答弁あったように、もう伐跡の

会あたりで９８条を付与してる関係もあって

無立木地で出してる状況、そんなよそから取

ね、一定の所掌伝票等関係書類が示されるも

得するなんて、ただ、事業拡大とすれば、拡

んですから、これをずうっと一つずつ精査し

大をするとすれば、維持管理とか、一連のも

てるんですよ。

ので国有林野の方にお手伝い願うような形で

そしてその中で、これだけの職員がいて

タイアップして雇用創出を伸ばすって、この

ハード的なもの、それからソフトのものある

手は残ってますわね、みずから財産を足寄町

んですよ。事業が２,０００万の工事請負１

が取得しなくてもね。そんなことかなという

５節の、あと関係節がないからそれで関係職

ふうに現段階では思うんですね。

員が２名いて２,２００万、おかしいじゃな
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いかという、そういう私は議論をするつもり

は三つが一つになってる例がたくさんありま

全くありませんけども、しかし、それにして

すね。そして以下室長になってるんですけ

もこの際ね、人事等もやりましたし、一定の

ど、本来は、通常は大きいことはいいことだ

特に今大課制になって新年度１３２人の職員

ということはあるんですけどね、機能的にど

でね、あなた方含めてそういうことでいくわ

うなんだろうかなと。

けですけどね、だからそういうことを考えた

もう少し私流に言わせていただければね、

ときに、きちっとやっぱりその辺の人事配置

今、私がずうっと培ってきた人間関係もあっ

を含めて本当に適正なのかどうかなという思

て、なかなかもう弟みたいな感じでずうっと

いも常にしてるんですよね。その辺どうなの

きてますよね、だから公私混同はしないよ、

かなという思いが募るばかりなんですよ、毎

お互いに首をかけて丁々発止やりましょうっ

年毎年。

たって、やっぱり一定の血の通ってる人間

ただ、我々は、御案内のとおり理事者の執

だって一定の限度ありますよね。

行機関の人事には介入できない大原則がある

何だかんだそんなことで首取る、どっちが

から申し上げません。過日は議会の人事です

取られるかという議論しなければね、町民の

からね、議会の人事ですから申し上げた経過

負託にこたえて予算審議ができないのかと、

ありますけどね、議会の人事という絡みの中

行政に参画できないのかということになりま

で、そういうことをやはりめり張りつけるべ

すよね。おのずからやっぱりその辺の限度と

きだというお話を申し上げて答弁いただいた

いうものは人間的に限度ある。

経過で、きょうは執行機関の中だから、もう

私は、過日の副町長さんのお言葉を引用さ

人事なんか関係なく、適正な人事配置なのか

せていただけばね、高橋幸雄も少し成長して

どうかと。

ね、本当に何と言ったっけ、世渡り上手の高

それと同時にもう一つ、この議会対応のと

橋さんに、まあ私はなれないでしょう、恐ら

き、過日その安平町へ行ったときに、合併町

く。なれないでしょうけどもね、少なくても

村ということもありましてね、追分町に議会

物わかりのいい高橋さんになりたいもんだな

等があって、私どもそこのとこへ調査をさせ

と思ってるんですよ。

ていただいてレクチャーいただいたんです

しかし、一方でこう審議してるとき、今度

よ。そしたら当然議会で行ってる場合、議場

人事でかわりますでしょう。どなたがどうな

も全部ほとんど見せていただけるんですね。

るか、私はそんなもの知りませんけど、どな

そのときに担当セクション二十数名座ってる

たになっても公務をきちっとやりますけど

んですよ。

ね、今度参与席に上がって室長が課長になっ

例えば、早来さんの例えば上水道課長がい

てきたときに、そこですよ、やっぱりね。だ

たら、安平町さんの第１課長、第２課長と、

からそういうことを考えると、大課制ってど

こういうことになるんだ、例えば。総務課は

うなのかないう思いをね。

一つなんでしょうけどね、そんな形で関係セ

やっぱりセクションによっては、だって２

クションびっちりいるんですね。議員は定

％ぐらいしか違わないわけだから、管理職

数、ちょっと忘れましたけど、議運の委員長

でって考えてみたって。そんなことの中で形

報告したとおり１５〜６名だったかな、その

式的なもの、だからよその町あたりも戻って

程度なんですけどね、だから私は、これ予算

きてる、戻してるとこありますね、町村に

質疑なんか通じてどうなんだろうかなと。

よって。やっぱりそれはいろんな問題点ある

従来、私が当選したときと今と全く、今の

んだと思うんですよ。

倍近くね、御案内のとおり大課制になったわ

私、そんなもの一々よその公共団体へ行っ

けですから、２課が一つになってね、あるい

て何で戻すんですかなんて、知ってる方たく
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さんおっても、それぞれ町に１人や２人、行

チェック機能というものをどのように感じ

政に３人や４人おりますんで聞くことは可能

て、議会がそのときの対応がどうかというこ

ですけどね、それはその町のまちづくりの上

とも含めてお考えになるものがやっぱり至当

での一つの考え方に基づいて、理事者がやっ

かなと思ってるんですよ。

ぱりそういう復元してるということなんです

そして今総括質疑、これでやめますから、
もう一言つけ加えさせてください。その辺に

よね。
だからそういう意味も思いもありますけ

ついてお考え方を示していただきたい。

ど、この予算を通じてずうっとやってるその

それともう一つね、どの資料か忘れました

自分の経験則からいきますれば、果たしてそ

けども、あなたが町長になってから、議会に

ういうことでよろしいのかなどうかな。

対する対応のあり方がちょっと変わってるん

だから、こうやって質疑をしておいて、な

ですね。

ぜ理事者にばかり私は質疑をね、一般質問、

私、今までずうっと黙ってましたけど、変

一般質問だってもちろん理事者にやるもんで

わってるというのは、まず議会と執行機関の

すから、そんな数字が何ぼになったなんて、

理事者は、この間の２月の１８日の話もね、

そんな聞くこと自体が、現状どうですかなん

あれ以上私は言及しませんでしたけどね、

て、人口足寄町は幾らですか、八千何ぼだ、

やっぱり一定の原理原則はあると思うんです

そのうちに男と女の分けは何世帯です、そん

よ。

なことナンセンスだから、そういった上で次

それは僕、そのことを言うとやっぱり言葉

の段階に行くから、それはそれでいいんです

にもね、とりようによっていろいろとある

けども、予算質疑あたりでもなぜ理事者は集

と、私はそれ以上明言はいたしませんけど、

中するかといったら、人間関係ももちろんあ

ただ、はっきり申し上げたいのは、そのこと

りますけどね、だって実際問題として、それ

がいいのかどうか、私もちょっとずうっと考

だけ答弁をするだけの力をきちっと、幾ら資

えてるところなんですけど、どこかの文書の

料をたくさん持ってきたって、何ぼ何です

中にね、所管委員会に相談をしてさ、協議し

か、今のファイルですか、あれがね、それが

て、そして出てきたものを試案を、理事者の

行き渡ってそれが議会の参与席に行った、私

町の施策試案を出して所管委員会におろし

はそれはなかなか不可能だろうと思ってるん

て、決めたものを成案として道に出して、そ

ですよ。

れが来たら議会に報告するって、どこかに書

そういうことを押しはかったときに、おの

いてあったんですね。

ずから質疑の限度だって出てくるんですよ、

どこだ、何のことだか私全く、だけどその

やっぱり、議員でこの立場にいればいるほ

ことは病院でしたか、そのことは別にね、今

ど。その辺は私も副町長にね、人のよい高橋

までの基本的な考え方はやっぱりそういう考

さんになりたいなという思いだってあるんで

え方多いんですね。だからそれは少しは民主

すよ、やっぱり、世渡りは下手でも。だけど

主義かなと。特定な有力議員に相談してやっ

それだったら本来が、本来の我々のチェック

たものを議会に出すというよりは、むしろそ

機能が果たせるのかという課題もあるんです

れはいいかなと私は思うけども、その場合の

よね。

問題点一つあるんですね。

したがって、やっぱり理事者においてこれ

全然何もわからない中で所管委員会、例え

から人事も始まるやに、当然そういうことに

ば一番いいのは豊栄橋の問題、所管でそう

なりましょうけどね、それも含めてやっぱり

なったと、行政報告あったと、そしたら特別

トップの中で、今までやってきたことも含め

委員会つくるか所管委員会で、まあ結果所管

て、これから先のことも含めて、議会と

委員会になったと、所管委員会で現地調査で
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いろいろ調査したと、そして委員長が報告し

お話になろうかと思いますが、経費配分等に

たと。

ついて説明をさせていただきまして、その

だけど報告して、もちろん質疑はありまし

後、高橋さん後段申されております人事配置

たけども、所管委員よりもやはり委員外の人

等のあり方、課の考え方等につきましては、

が、この間２番議員ね、榊原深雪さんが私の

理事者の方から答弁させていただきたいと思

委員会に、これは委員会の委員でなくも傍聴

いますので、御了解いただきたいと思いま

は自由にできますし、質疑・発言もできます

す。

んでね、私の経験で初めてですよね、他の委

前段、高橋さんが申されました、各目に人
件費が張りつけてございます。これは従来の

員が委員会に傍聴されたというのは。
これは自由にできるんですよね、法律的に

予算書とも変わりはございませんけれども、

自由にできるもんですから。だけども通常は

一番説明としておわかりいいのが、予算書の

そういう状況にならないもんですからね、そ

２１６ページ以降１７ページからずっと、一

ういう進め方がベストなのかなと私ね、今ず

般職員の議会費から始まりまして給与費の目

うっと考えていたんですね。だから総括質疑

の張りつけについて人数等を掲載してござい

の段階の中できちっとした考え方、私の思っ

ます。２２０ページ準職員、これも費目に

てることを示唆して、そして理事者の御見解

よって張りつけているという形になってござ

なり御所見を承りたいなと。

います。

それはそれで我々がよろしくて、議会との

それと２２１ページにつきましては、国庫

関係うまくいってるといえばそれでよろしい

補助事業等で事業費の中で給与費等が見れる

んですけどね、一般的に言わせたら、それな

ものについて、いわゆる事業費支弁と言って

らまだ私いい方だと思う、前段のことだった

ますが、事業の中で国等から認められる人件

らちょっと最悪だなと思ってますけどさ、だ

費として計上できるものについて計上させて

けどお互い人間のやることですから。

いただいております。

そんなにね、コンピューターのロボットに

２１６ページの費目別が予算書の方の目に

カードを差し込んで、あなたはばかです、議

上がっている人件費総額で、合計の欄で上

員やめなさいって出てくるのもこれも無味乾

がっていっているわけでございます。人数と

燥だから、だからそういう意味では、職員の

予算額総体が上がっていってるということに

一連の関連の制度導入問題も、ただそんなこ

なってございますが、これは高橋さん言われ

とばかりでなくて人間性のね、そこで副町長

るとおり、事業費目ごとに人員の仕事量、そ

さんがみずからおっしゃってる世渡り上手の

れから業務量、仕事量によって各目に張りつ

田中さんだって、やっぱりすごい才能なんで

いていくのが一番かと思いますが、ここで分

すよ、私は全然及びもつかない、そういうも

析上、主たる目に人数を張りつけるというよ

のはカウントされるのかという議論はしたこ

うな中で従前から参っておりまして、主たる

とありますよね。

目の中に小数点的なもののあらわし方はしな

まあ、そんなようなことで予算と定数配置

い、０.５、０.８だとか０.２の人工がその

もろもろ含めてのね、それから人事等もあり

目にいるんだとかという分析ではなくて、総

ますんで、その辺の御所見をいただきたいと

体的にその課に配置されていて、例えばそこ

思います。

で業務をしているものについてはひっくるめ

○委員長（大久保

優君）

総務課長、答

て正数であらわしてるという関係上、こうい
う予算のあらわし方で、一応統計上もその人

弁。
お答え申し上げ

件費の分類をしているというものにも使用し

ますが、私の方からは予算編成上の形式的な

てるということでございますので、その辺は

○総務課長（大塚博正君）
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御了解いただきたいと思いますし、高橋さん

ともあったということでございます。

も言われましたとおり、大筋でそういったこ

これが係長職というのが主査という形にな

とで分類してますので、御了解いただきたい

りましたから、ここのところのやっぱり意識

と思います。

をですね、しっかり意識を持ってやっていか

あと、それぞれの課の機構のあり方、人数

ないと、従来その係、ふだん仕事をやってい

のあり方、それらにつきましては業務量等々

く上では、それぞれ分担をしてるわけであり

もありますし、執行上の考え方もございます

ますけれども、この自分が分担をしている仕

ので、その辺の機構上の問題については、理

事だけを１００％こなせば主査の仕事が成り

事者の方から答弁いただきたいと思いますの

立つかというと、そうではないと、あくまで

で、よろしくお願いいたします。

も従来の係長職なんだと。

○委員長（大久保

優君）

だから係長職ということは、係の中の仕事

町長、答弁。
私の方から、組織

の全体の掌握含めて、あるいはもっと言え

の問題、今現在、平成１７年から機構改革を

ば、若い職員の指導というこういった任務も

行いまして大課制という形になってるという

あるんだよということも含めて、そのことを

ことでございます。

少しお話をさせていただいているところでご

○町長（安久津勝彦君）

これ１７年から、実際にわかりやすく言え
ば課を半分にして大課制、そして室制をとっ

ざいます。
そういう意味では、本当にこの体制がいい
のかどうなのか、まだ完成形というふうには

てきたということでございます。
一定の経過をたどってきておりまして、私

思っておりませんけれども、今回、４月の人

自身も、今の体制が万全かというと、ちょっ

事もこれから着手をしたいというふうに思っ

とやっぱりどうかなと思うところかございま

てますけれども、それからあわせて、これは

して、とりわけ昨年の仕事納め、あるいはこ

行政事務推進会議の中でも言ってるんですけ

としの仕事始めにも職員に対してお話をさせ

れども、これは組織機構を見直すということ

ていただいたのは、少しもうちょっと職制を

は、もう決めたことだから１００％コンクリ

意識した仕事ということをやっぱり考えてい

ということではなくて、当然そこに何らかの

ただけないか。

問題があるとすれば、それを見直しをすると

もうちょっと具体的に言わせていただきま

いうことは全然やぶさかではないと。

すと、課を半分に減らして室制、室長を配置

場合によっては、特に課の設置まで及ぶこ

をしてるということで、室長の分野でいきま

とについては、これは議会との相談もありま

すと、当時思い切ったことをやるに当たっ

すけれども、これはきちっと理論づけもされ

て、いろいろ検討した中での議論の経過とし

るんであれば、決して見直しもやぶさかでな

ては、今度の室長というのは、わかりやすく

いんだよというようなお話もさせていただい

言えば、従来課長がやっていたようなこと

ているところでございます。

を、それぞれの室長が自分の室の取りまとめ

そういう意味では、今回の人事も含めて、

含めてしっかりやっていかなくちゃだめなん

さらにまた本来あるべき姿の機構改革、これ

だという、こんな議論もしてきた経過もござ

はある意味、永遠の課題かなというふうに

います、

思ってますから、ともかく私がこういう形に

それともう一つ、とりわけわかりにくいの

したというのは、一つの目標といいますか

が、従来は係制でありましたから、係長が配

ね、これはともかくどんどんどんどん人が

置されておりまして自分の係、部下職員、１

減ってくる中で、仕事のともかくフラット化

人職場もまれにはありましたけれども、２人

をしたいと、それからあの人がいなかったら

ないしは３人、部下職員も抱えてるというこ

わからないいうことだけはなくしたいと。
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だから、町民の皆さん方が何か相談事が

思ってます。

あって来たときには、ふだんは先ほど申し上

それから次、本論の議会の対応ということ

げたとおり大まかな分担はしてますけれど

でございますけれども、当然執行者側とし

も、仮にその担当している者がいなくても、

て、議会の議決をいただかなきゃいけないこ

他の係、あるいは係長なり室長なりがそのこ

と、あるいは報告しなくちゃいけないことと

とを、まあ１００％とはいかないかもしれま

いうのは、それはもう時を逸しない状況の中

せんけれども、わからないからごめんね、ま

で物によっては行政報告をさせてもらう、そ

たあした来てねということだけはなくしたい

れから議決事項なんかであれば、予算提案に

という、そんな思いでこの大課制にしたとい

しろ何にしろ議案として提案をさせていただ

う、フラット化をしたいということが最大の

くということが基本だというふうに思ってお

目的でございますので、そういった分でいけ

ります。

ば、引き続きまた体制、しっかり住民の要

そのほかにいろんな計画つくりだとか、い

望、負託にこたえられるような組織づくり、

ろいろ行政執行上やっていかなくちゃいけな

さらにまた引き続きやっていきたいなと、こ

いということが多々ありますから、これは以

んなふうに考えているところでございます。

前に議員からも御指摘をいただきましたこと

次に、議会との対応といいますか、この関

があります。全く議員の方に情報がない中で

係といいますか、今申し上げた関連も先に言

新聞報道がどんどんされたり、一体どうなっ

わせていただきますと、実はつい先日、これ

てるんだというこういう御指摘もいただいた

はそれぞれの町いろんやり方があるんだとい

ことがございます。

うふうに思いますけれども、つい先日、本別

そこで私、首長になってからは、担当課長

の職員とちょっと話する機会がありまして、

に、所管の委員会があるときに、ちょっと付

本別の場合は、予算委員会、特別委員会等々

託事項でもないけども、時間がとれるとすれ

あったときには、あそこは担当補佐ですか

ば、例えば計画づくりしてるとすれば、その

ね、担当補佐まではやっぱり説明員として出

途中経過報告等々については、所管の委員長

るんだと、私はこれある意味、あ、これは一

さんと相談をさせていただきながら、逐次情

つの方法でいい方法かな。

報提供ということでやっていただきたいとい

それは何かといいますと、きょうもときど

うことで課長の方に指示を出して、そういう

き休憩をいただいてるということもあります

形でやっていただいてるというようなことで

し、もっと言えば、ことしも管理職の方、課

ございます。

長職の方が数名退職します。４月１日に、は

なお、全体にかかわるような分、直近でい

い、あなたは今度課長さん頼むねと言われた

きますと豊栄橋の関係でございますけれど

ときに、じゃあ議会の状況が、この本会議も

も、これは事業施行するのは北海道、土木現

含めてどんな状況になってるかというのもこ

業所ですから、これは町の方からお願いとい

れわからないわけですね。もう、すぐ対応し

うことになる案件でございますから、これは

なくちゃいけないこともありますから。

議案でも何でもないということでございます

これは職員の研修といいますか、勉強とい

から、これは全員協議会という形の中でお願

う意味も含めて、これは後日また議長、ある

いできないかということで議長の方に申し入

いは副議長とも相談させてもらいたいという

れをして、これは議員さん各位からいろんな

ふうに思ってますけれども、そんなことも一

御意見をお聞きをしたいという意味で、全員

つの方法なのかなというふうにちょっと考え

協議会で報告をさせていただいたということ

てる部分もありますから、これはまた引き続

でございます。

き検討させていただきたいなというふうに

ですから、ともかく私が意図していること
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は、できるだけ行政側が持っている情報につ

この通勤も片道２キロ、通勤手当をいただ

いてはいろんな機会をとらまえて議会の方に

いてる方は別としましてね、仮に職員の方

もお伝えをしたい、これは公式、非公式を問

が、自家用車の方が朝１回通勤して、また昼

わず、いろんな機会を通じてそんな形で努力

にご飯食べに帰って、また夕方また帰るとい

をしていきたいというのが基本的な考え方だ

う３回ね、自宅往復するとしまして、それは

ということでございますので、ぜひ御理解を

近距離の方で１キロ、１キロメートルといた

いただきたいというふうに思います。

しましてね、１年間の勤務日数を２５０日と
計算した場合は、年間のＣＯ ２ 排出量が、さ

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

他に総括、ござ

たしますと、４万３,２５０グラムというＣ

いませんか。
１３番

きの申し上げました数値をもとに単純計算い
Ｏ ２を排出するということになると。

高道洋子君。
このたび私は、一

もしも近距離から自家用車で通勤している

般質問の中で低炭素社会づくり、まちづくり

職員の方が１００人、百数十人の中の１００

ということで質問させていただきました。今

人いたとした場合、年間のＣＯ ２ の排出量は

回総括の中でも、省エネに関する関連質問と

４.３２トンになるというふうに計算から出

いうことで、足寄町は率先して省エネ対策に

まして、このＣＯ ２の排出料を４.３といって

取り組むべき課題といたしまして、回数は別

もぴんとこないで、森林が吸収するといかほ

として、ノーマイカーデーを設定してはどう

どの木が要るかというふうに計算していきま

かという提案でございます。

すとね、森林の本数がどのぐらい必要になる

○１３番（高道洋子君）

交通エコロジーモビリティーという財団が

かと。

ございまして、そこで公表している資料によ

北海道の水産林務部で試算している道民１

りますれば、自家用車が人１人を１キロメー

人当たりの１年間のＣＯ ２の排出量は３.５６

トル運ぶことによって排出されるＣＯ ２ は１

トン、これは５０年生のトドマツが８３９

７３グラムだという数値が示されておりま

本、面積にしますと１.２ヘクタールという

す。

数値が出ておりまして、そこから計算します

私は昨年の定例議会で、職員の方が町中の

と、トドマツが約１,０２０本で約１.５ヘク

住民、町民のところへ用事を足しに足を運ぶ

タールの森林面積が必要であるということに

ときには、公用車、車よりも自転車で行った

計算上はなるわけです。

方が、よりコミュニケーションもとれるし、

この数値が１,０２０本で約１.５ヘクター

温かい町政、町のあり方を説明できるし、そ

ル必要だという数値の多い少ないは別としま

ういうコミュニケーションが有効的にとれる

してね、それはそれぞれの立場立場でまた評

というお話をさせて提案させていただいて、

価が分かれるかもしれませんけども、森林資

なおかつそれは、そのコミュニケーションだ

源を本当にたくさん持つ恵まれた足寄町です

けでなくて、温暖化防止対策とか省エネ対策

ね、足寄町のこの自然を次世代に本当に引き

にもつながるということでそういう質問をさ

継いでいくためにも、まずは役場職員の方の

せていただきました、そういう観点から。

率先した何らかのアクション、これを低炭素

そこで、役場職員の方の通勤実態を見ます
と、ほとんどの方が自家用車で通勤されてお

社会づくりに向けて起こしていくべきではな
いかなと思うところでございます。

ります、多くの方が。しかし、中には積極的

今日、国も、それから地方自治体も、それ

に歩いて通っていらっしゃる方もおりますけ

から各種団体、企業も、民間企業も職場でい

ども、まあ、どちらかというと自家用車で通

ろんな形で温暖化防止とか、いろんなさまざ

勤というのが多いところです。

まな取り組みがこれからますますなされてく
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る昨今、今後こういうノーマイカーデーを設

かとか、いろいろな問題が多分出てくるんだ

定ということで職員の方の意識、認識もまた

ろうと思ってます。

変わると思うし、それから町民の意識改革、

そういった部分も含めて一定の整理をしな

それも効果があるのではないかということで

いと、議員のおっしゃられた具体的な提案を

そういうことを御提案したいのですが、町長

即取り入れるということにはなりませんけれ

の御所見を伺います。

ども、省エネというのは地球規模の話であり

○委員長（大久保

優君）

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。

ますから、そういった部分も含めてなお一

お答えをいたしま

層、町職員としてもいろいろな部分での協力
もしていかなきゃいけませんし、率先してそ

す。
議員御提案のノーマイカーデーですか、

ういった部分で今後いろいろな部分で検討し

個々具体的な提案でありますから検討してま

てまいりたいと思いますので、御理解を願い

いりたいと思います。

たいと思います。

ただ、足寄町としてはこの間、木質バイオ

○委員長（大久保

優君）

１３番

高道洋

マスから始まって省エネの部分でいけばペ

子君。

レット導入、暖房に対してペレット導入をし

○１３番（高道洋子君）

ていると、そういった意味で全体予算では７

行動ですから、職員の方１人１人の意識と

００万程度の燃料費を見ていますけれども、

か、そうだという認識とか、そういうものが

化石燃料をたかないでそういった部分にシフ

ないことには行動には移らないことだと思い

トをしている。

ます。

これは人間がやる

さらに冷房についても、役場職員、皆さん

ですから折を見て、機会を見て、そういう

も御承知のとおり、これ冬期間の太陽光をい

職員の方とも話し合いを重ねてこういう、と

かに取り入れるかということでそういった部

いうのは、役場も一番町としては大きな職場

分で設計した建物ですから、かなり冬期間は

でもあるし、その役場の職員がそういう率先

暖かい、そのかわり夏も暖かいといったこと

して行動に、お１人お１人がそういう行動を

で、冷房が入ってない中では、大変暖かくて

とるということが、大きく町民の方、またそ

執務にも多少影響しているところであります

こで働く民間の会社、またいろんな従業員の

けれども、そういった部分でのそれも入れて

方たちの認識、町民の方、そういう人たちの

ないわけですから、それも言ってみれば省エ

すごく意識が変えていかれる大きなきっかけ

ネになるわけで、これがこのまま温暖化が進

にもなると思うんです。

んできたときには、このままの状態で執務に

ですから、そういう意味でぜひ前向きに、

影響があってというそういった大きな問題も

また試行、試みの試行ですね、そういう形で

出てくるとすれば、一定の対応はしていかな

もいいから週１回とか、それは厳しいかもし

きゃいけませんけれども、そういったことで

れませんど、月１度とか、また年に数回と

大きな部分での省エネ対応というのは、役場

か、そういう形で取り組むことも可能ではな

組織としても取り組んでいるんだというふう

いかなと、意見を重ねましてぜひやっていた

に思っています。

だきたいと思うところです。それを要望しま

具体的に、じゃあ役場職員がノーマイカー

して、以上で終わります。

デーということで言われておりますけれど

○委員長（大久保

も、例えば昼休みを家に帰る時間を徒歩で

せんか。

あったり自転車でということになるんですけ

４番

優君）

ほかにございま

井脇昌美君。

れども、実際は４５分でありますから、その

○４番（井脇昌美君）

中で徒歩で行って帰ってきて昼食ができるの

理加工にかかわることで、収支のことも含め
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ちょっと畜産物の処

てお伺いをしたいんですけど、たまたま夕べ

とおり、７００万強の赤字が出るという見込

勉強をさせてもらってたら、そこの中で勝毎

みだということでございます。

の新聞の記事がまた手元に出てきまして、勝

そこで、にもかかわらず、なぜ継続という

毎さんの。農産公社の２月末に臨時株主総会

ことになったのかということにつきまして

があったと、そこに細かく、まあ予測として

は、行政報告、あるいは御質問のところでも

ですけど、７１６万円の４期連続の赤字であ

お答えしたとおり、ある意味、会社の体制の

りながらも改善計画がなされて計画されて、

刷新といいますか立て直し、さらには国の事

大きな活字で事業の存続・継続だと。

業の二つの事業に乗れることを前提に、臨時

それほどやはり白抜きで活字があらわされ

株主総会でも、まあ、その道があるんだとす

ていたほど、事のある意味においては重大さ

れば何とか残していこうやという意思確認が

というか、重さと、また関心の大きさを、隣

できたということで、詳細のいわば再建計画

近所の人もやっぱり次の日言ってましたよ

なるものは、まだできてないということでご

ね、やるんだってねというようなやはり地域

ざいます。

の、特に足寄、この３町も興味を持ったやは

以上でございます。

り関心であるということがうかがえるんで

○委員長（大久保

す。

君。

その中で、町長からも３日の日に、行政報

優君）

○４番（井脇昌美君）

４番

井脇昌美

最低、やっぱり私

告ということで農産公社の存続ということで

は、町がこれだけの血税をやはりかかわって

報告なされております。今ももろもろのほか

るわけですから、所管のまず常任委員会さん

の議員さんからも、委員会のあり方等々も

の方に、数値等々も含めた私は改善計画が報

ちょっと問われておったんですけど、このよ

告をされて当たり前だと思うんですよ。

ような重大な本当に関心の重いこのあり方に

このような大変な数値で４年間というの

ついて、これ町長からの存続ということで概

を、まずいろんな関心の中で事業を継続され

略、大まかなとらえ方はきっちりと報告はさ

て、それにはいろんな皆さんが御苦労なされ

れて、何となく理解はし得た。

てきた結果なんですけど、改善計画もなし

また、今回もちょっと少し質問もさせてい

に、ただ臨時の株主総会やられた。

ただいた中で、よく考えてみると、これ改善

まあ理事さんも、何かちらっと名前見る

計画というのは、このことが存続について出

と、立派な人らばかりですから、もう心配は

されていたのかいないのか、ちょっとお聞き

ないと思うんですけど、ちょっと首のかしげ

したいんです。この改善計画、改善計画書み

るとこもあるんですけど、まあ、そのことよ

たいなこういうのもなかったんですか、今

りも、私は、数値的にきっちりとやっぱり改

回、この事業の。それをまずお伺いしたいん

善計画をうたわれて、今年度はこのような数

ですよ。

字を目標とし、このような数値として平成の

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。

２１年度は事業をやっていきますという基本

お答えをいたしま

的な僕、大概改善計画というのは、普通、会
社でも出すんですけどね、大きな株式会社と

す。
過日の質問でもお答えしたとおり、これは

いっても各出先の改善計画というのは、これ

基本的に会社の経営ということですから会社

はきちっとしたいわば中系統の本社からでも

ということでございますけれども、参考まで

出先であっても、我々出すシステムになって

に申し上げますと、過日、臨時株主総会も開

るんですよね、数字の改善計画。

催をしたわけであります。その中で、これは

それがないという、臨時株主総会でただ協

議会でも、参考までにということで報告した

議されて、そして、いや、まあ頑張りましょ
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うと、努力しましょうということで何の、総

論があったわけでありまして、ともかく今

会の議案書があったにしても、何の改善とい

期、平成２０年度の中でともかく立て直しし

うとこにそこに発生しないこと自体が私、危

なければ、もう会社の存亡にかかわる問題だ

険だというか、非常に疑問にちょっと感ずる

ということで、そういう意味で製造計画等々

んですよ。それほど甘く事業を見てるのかな

も立てながら、もちろん社長以下、もちろん

と。

取締役会議でも何回も、従前に増して取締役

町長は、社長でもなければ、もちろん何で
もない、株主ということだけなんですけど

会議も開催をしながら、いろいろ対応をして
きました。

ね、それにしたって、そこに立場だけでなく

さらには、ある意味では越権行為と叱られ

て貴重な血税というのがそれであれされてる

るかもしれませんけれども、一応町から製造

わけですから、どうもその辺が私ね、随分し

委託をしてチーズをつくってるというこうい

かし、そんなことでしかし農産公社がまた簡

う契約も結んでるという観点から、途中から

単に存続だなんて決定したもんだなと。

は、担当の経済課の職員も毎日行けというよ

私もいろんなもろもろの言葉では上手に

うな指示も出しまして現場との連携を密にさ

言っても、これから先、あの道の駅そのもの

せていただきながら、何とか今期の赤字幅、

が、交通量が高速道路が発達すればするほ

圧縮できないかということを最大の努力をさ

ど、なおさらあそこは過疎の場所だ、いろん

せてきたつもりでありますけれども、結果と

なことを考えたら、これから先も含めて、車

しては、一口で言えば売り物ができなかった

両が通行が多くるなんていう場所でないわけ

ということなんです、売り物が。廃棄が多

ですから、よほどの違う形からあそこの存続

かったということなんですね。

ということも、先を見据えた経営ということ

ですから、今期の製造計画も全然もう及び

をしっかり私は考えておかないと、やったで

もつかなかったということで、先日も補正予

すけどこの結果こんなんですという、僕はそ

算で減額予算という大きな額を計上させてい

んな感じのイメージで結果終わるんでないか

ただいたわけでありますけれども、ともかく

なと思うんですけど、改善計画も何も、経済

売り物がなかったら、これちょっと勝負にな

課でも指導もしなかったし、それ向こうの株

らないという世界でございます。

主の方からも町の方にも出てきてないという

そんなことを含めて、経営診断の結果も含
めて、正直言って、高橋議員さんの御質問

ことですね、そしたら。
町長、答弁。

だったと思いますけれども、お答えしたとい

先ほどもお答えし

うふうに思っておりますけれども、まともに

たとおり、まず再建に向けた改善計画という

考えたら、もう継続困難と、いわば大口株主

のはまだ、もちろん今期の株主総会、まだ

としてはそう言わざるを得ない状況だったと

やっておりませんから、まだきちっとしたも

いうことで、そういう意味では悩み苦しみま

のはでき上がっておりません。

した。

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

もっと言えば、さかのぼれば、前期の総会

それが合ってるのかなと。やっぱり血税

終わった時点で、一部、棚卸資産のちょっと

２,０００万の出資をしてるわけであります

誤りもあったということも含めて、議会で報

から、これがゼロになてしまうといううこと

告したときには６００万強の赤字、棚卸資産

だけは避けたいという思いもありました。

の間違いもあって、実質は７００万強の赤字

そこで、前にもお答えしたとおり、国から

という決算に終わったということで、これは

の補正事業を含めてこれを活用できる事業が

大変なことだよということも含めて取締役会

見つかったということがあるものですから、

の中から、あるいは株主総会でも物すごい議

ですからある意味、議員御指摘のとおり、再
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建計画もなく、よくそんな結果・結論に達し

字の計画ということは改善じゃないわけです

たなという、これ言われることもよくわかる

から、その辺もよく踏まえて、年度越しには

わけでありますけれども、ともかく何とか存

まず所管の総務産業さんの方に改善計画とい

続をさせるために、この二つの方法が見つ

うものをきっちりと報告して、またそこで協

かったということで、これに乗れれば何とか

議していただき、このことは所管が違うから

いけるなと、少し時間的な余裕もあるなとい

といってそれで始末しないで、ぜひ他の常任

うような判断で、これは最終的には株主総会

委員会の方にも、これは改善計画というのは

でどうなるかわかりませんけれども、一応予

きっちりと提出してもらうということを約束

算についてもお認めをいただいた上で、当然

していただきまして、私、この案件について

そのことは臨時株主総会でも言っておりま

は終わらせてもらいます。

す。

○委員長（大久保

議会での議決もいただいた後に、これを最

優君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
当然この間も、経

終的には株主総会で継続というようなことに

営診断の中間報告等々も含めてこれは所管の

なるんだということも言わせていただいてま

委員会には説明を、経過報告という形で説明

すんで、ちょっと奥歯に物挟まったような答

をさせていただいているところであります

弁で申しわけございませんけれども、また議

し、もっと言えば、地方自治法上、当然大き

員の御指摘のとおり、改善計画もない中での

な出資をしているわけでありますから、これ

継続ということで、余りにも軽々でないかと

は地方自治法上、これ議会にもこの決算状況

いうこともわかりますけれども、しかし、現

については報告しなくちゃいけないというこ

実としてはもうそれだけ厳しい状況というこ

とになってますから、これはもう株主総会が

とだということでございますので、ぜひ御理

終わり次第、直近の議会にはその報告をさせ

解いただきたい。

ていただきたいというふうに思っておりま

なお今後、株主総会に向けて、これはもち
ろん町長という立場ではなくて取締役という

す。
以上でございます。

立場の中で、そういった議論もしっかりさせ

○委員長（大久保

てもらいながら、何とか継続できるように努

ませんか。

優君）

他に総括、あり

（「なし」と呼ぶ者あり）

力をしてまいりたいというふうに考えてます
ので、御理解をいただきたいというふうに思

○委員長（大久保

います。

ページに戻ります。第２表債務負担行為１
優君）

４番

（「なし」と呼ぶ者あり）

井脇昌美

○委員長（大久保

君。
○４番（井脇昌美君）

それでは、６

件、質疑ございませんか。

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

経過として町長が

優君）

第３表地方債８

件、ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

今、今日までの流れ、株主総会がまだ終わっ
てないんだという、その後としてそのことが

○委員長（大久保

あらわれて出てくると思うんです。改善計画

ます。第４条一時借入金、ありませんか。
８番

等々も含めて。
そして、町長もお話の中であったように、
赤字の縮小を目指せと、赤字を少しでも少な

優君）

１ページに戻り

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

４条の一時借入金に

ついてちょっとお尋ねします。

くするんだという、もちろんそれはもう大事

これは昨年はたしか２０億でしたよね。昨

なことで、大変なことだけど大事なことであ

年は２０億の議会議決と承知しております

るんですけど、この改善計画というのは、赤

が、現実問題として、２０年度の２０億の一
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時借入金の議決でね、従来、私が議員になっ

という思いはしておったんですよ。

て１０年か１５年ぐらいまでは、国との補助

だけど種々事情の中で、今の経済状況です

事業なんか、特に補助金の歳入がなくて当時

けども、最悪の場合、年度末の段階の中で一

の収入役ね、業者にお支払いするのにいろい

定の支払いができなくなったって、国・道も

ろと苦労された実態、よく承知してますけど

ろもろの起債ももちろんそうですけどね、そ

ね、現在はどんな状況になっているのかね、

ういうことわかるわけですけれども、今の資

ちょっとお示しをいただきたいんですが。

金運用と基金の状況からいけば、十二分に総

○委員長（大久保

務課長答弁されたようにできるんでないかな

優君）

総務課長、答

と、過大な議決を求めてるなと、昨年なんか

弁。
○総務課長（大塚博正君）

お答え申し上げ

特に思ったんですね。
従来だったら、何も別に私そういうふうに

ます。
予算上の１５億でございますが、資金需要

思わないんですね、執行状況もよく承知して

として年間的に横目で見てみますと、ここま

たんですから。だけど今最近ずっと、少なく

で到達していないというのが現状でございま

とも安久津さんが町長に就任されてからは

して、また今、一時借入金等の一時借入の利

さ、そんな中で資金運用して２０億もして一

息等もありまして、基金運用というような手

時借入してやりくりしなきゃならなんていう

法も講じておりますので、最高需要で２０年

そんなことでもあっていけないし、あるいは

度でも７億強ぐらいの運用状況というのが最

他会計に対しても、従来はよく他会計、特に

高で一定ですので、ちょっと５億減額してご

公営企業あたりもね、公営企業あたりも指定

ざいますが、１５億というのは、ちょっと事

金融機関と、少しでもコストを下げるという

業的な予算額等からいけば、ちょっと大目か

意味でね、コストを下げるという意味でいろ

なというのもございますけれども、国庫支出

んなことが、やっぱり同じ公共団体の中で許

金なり町債なりというのがどうしても年度末

容される、あるいは含めてやれるわけですか

というような歳入状況というのが崩れており

らね、だからそういうことを考えたら、

ませんので、この辺の今年度町債にしても７

ちょっと過大な議決を求めてるなというふう

億強、それと国庫補助金等につきましても道

に昨年は思ってます。

補助金等、いろいろと入る想定額というのも

今年度５億減額になってますんで、それで

相当な額になってございますので、そういっ

も多いなという思いはしてますけど、この辺

たこともありますけれども、今の段階では、

も含めて実際の執行を踏まえた中で、適切な

この経済情勢でいけば一気に借入になるとい

やっぱりまた次年度に当たって提案していた

うようなことはないと思いますが、一応安全

だくべきかなと、このように思うんです。こ

上ということでの１５億ということの押さえ

の辺は町長はどうですか。

で、５億減額した中での運用ということで計

○委員長（大久保

上させていただいておりますので、御理解い

○町長（安久津勝彦君）

ただきたいと思います。

課長が答弁したとおりでございますけれど

○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

優君）

町長、答弁。
これは先ほど総務

も、議員仰せのとおり、おかげさまで基金の
残高も減らさないで、もっと言えば、幸運と

君。
今、総務課長答弁し

いいますか、神風も含めてあったりしてある

たような実情だと思うんですね。本来の基金

もんですから、一番は、経費の節減も含めて

の状況なり資金運用を考えると、一時借入金

繰りかえ運用というのが合ってるのかなとい

を１５億もね、昨年の平成２０年で２０億な

うそんな思いをしておりますし、これは財政

んていうのは、何を考えて提案してるのかな

担当もそういう共通認識でおりますんで、で

○８番（高橋幸雄君）
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きるだけこの経費については削減できるよう

町長査定終わった、その時点で一定の積み上

な形、もっと言えば、一借も必要最小限度に

げになってるものを、あなたの持ってる理念

とどめていく中で、財政運営をしてまいりた

と一定の執行方針の指針に基づいて最終意思

いというふうに考えてますので、御理解いた

決定をしたというふうに私は受けとめてるん

だきたいというふうに思います。

ですよ。そこでやはり骨太的なものが私ある
と思うんですね。

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

他にございませ

定の約束事ありますよね。先へ向けての約束

んか。

事ありますよね。例えば補助費であるなら

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

優君）

第５条歳出予算

については一切補助しないと、すべてゼロ査

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（大久保

ば、補助費であるならば、飲食とか、本来事
業体とか、そういうものの人件費めいたもの

の流用、ありませんか。
優君）

次に総括、あり

定から始まるんだというそういう種のものが
あって人件費もしかり、ずうっと各項目あり

ませんか。
８番

例えば、従来の自律プランに当たっての一

ますよね。だからそのことがどのようなこと

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

まず第１点目、総論

的にお尋ねいたしますが、２１年度予算編成

の中で予算編成方針に立脚して予算されたの
かなと。

に当たった一番の留意点、予算編成方針と申

ハード的なことはわかるんだ、ハード的な

しましょうかね、この点についての、行政報

ことはね。総合計画にもございますし。ハー

告内にあることについては熟読しております

ド的なことはそれを順次適切に一定の事業を

んで、すべて頭の中へ入っておりますんで、

進めていくと、歳入歳出、歳出財源の関係も

基本的な予算編成方針についてお示しをいた

ありますんでね、だけど一番の理念が私はお

だきたいと思います。

示しいただきたいんですね。理念を、この執

○委員長（大久保

優君）

町長、答弁。

行方針に当たった理念をね。

基本的には行政報

それは行政報告、行政執行方針にずうっと

告で申し上げた重点施策といいますか、これ

熟読をいたして、当然執行方針に示されたと

は特に目新しいということよりも、平成２０

きも御拝聴させていただきましたし、その後

年度からの継続ということを意識をし予算編

もきちっとそれ私なりに一定の自律プランか

成ということで、それをもう最大ともといい

らすべてを照合しながらね、そして新年度予

ますか、もうちょっと言わせていただきます

算もきちっと熟読して、そして頭の中に整理

と、これは行政報告でも触れていたというふ

をさせていただいたんですね。２１年度予

うに思いますけれども、やはり第５次の総合

算って何だったのかなということをね。

○町長（安久津勝彦君）

計画、さらには自律プランに基づく確実な予

例えば人件費、給与費だってどうしたのか

算編成というようなことで、それぞれ会議を

なとか、いろんなことありますよね。そうい

開催をしながら編成に当たったということで

うことの理念というものは、執行方針の中で

ございますので、御理解いただきたいという

あなたがこの議会に提案する前段で意思決定

ふうに思います。

した理念は何ですかと、こう聞いてるんです
よ。

以上でございます。
○委員長（大久保

優君）

８番

高橋幸雄

事業のことは皆記載されてますんでね、そ
れはわかるんですけど、そのことによってど

君。
この執行方針はあれ

ういう効果が生まれて、どういうことがこの

ですね、町長が２月の１４日、１５、１６日

予算ににじみ出てるんですよって、こんなこ

○８番（高橋幸雄君）
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とを首長からちょっとお聞かせ願いたいもん

いといいますか、これは何かというと、継続

だなと、この議決をする前にね。いかがです

だということで、これは１期目のときにお話

か。

を申し上げました環境を意識したい、繰り返

○委員長（大久保

優君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。

しになりますけれども、町民皆さん方の知

お答えをいたしま

恵、英知を結集して協働のまちづくりを進め
ていきたい、まあまあ、いわばもう一言で言

す。
先ほどもお話し申し上げたとおり、特に目

えば、本当に繰り返しになりますけども、こ

玉的なものというのは打ち出していないとい

の町に住んでいてよかったと言えるようなま

うふうに受け取っていただいてるとおりだと

ちづくり、あるいはそういった政策予算もつ

いうふうに思ってます。

けていきたいというようなことでやってきた

私自身はなぜ継続ということをお話しして

ということでございます。

るかといいますと、私は今、２期目のちょう

そういう意味で今年度の予算編成のとき、

ど折り返しを間もなく迎えるということであ

これは決して目新しいことじゃありませんけ

りますけれども、町長選挙に挑戦をしたいと

れども、やっぱり意識したのは、やっぱり農

いうところで掲げたそこで言う理念といいま

に対する予算づけ、あるいは林、さらには子

すか、やっぱり環境だとか循環ということを

育て支援というようなことを先ほど申し上げ

意識して町政を進めていきたい、そしてもっ

たことと連携をさせながら、そういったこと

と言えば、これは言い過ぎかもしれませんけ

をやっぱり自分自身では意識をしながらやっ

れども、仮に人口減になっても、やっぱりこ

てきたつもりであります。

の町に住んでよかったという、そういう思え

とりわけ、先ほども予算の中で、林に関し

るようなまちづくりをしていきたいというこ

ては高橋議員からも御質問いただきました。

とで、これはもう２期目のときも一貫して変

それから星議員からも御質問いただきまし

わってないということでございます。

た。もうちょっとこれ造林何とかならないの

これはなぜかといいますと、２期目のとき

かというお話も実はした経過もございますけ

にも、たしか熊澤議員さんの御質問にもお答

れども、そこでもあったのが、苗木が実はな

えしたというふうに記憶しておりますけれど

いというこんなことも担当者からも聞いたり

も、やはり２期目のときにも、いろいろ今全

もしておりました。

国的に言われてるのは、マニフェストだと

いずれにしましても、持続できるまちづく

か、そういうことも含めてこういう御質問も

りのために今年度も、２１年度も、限られた

いただきましたけれども、正直言って、私も

予算ではありますけれども、しっかりと編成

そのマニフェストなるものをつくるべきかな

をしながら取り組んでいきたいという考えで

というふうにも考えたこともありますけれど

ございますので、御理解いただきたいという

も、これは総花的にこれは羅列するという意

ふうに思います。

味では極めて、ある意味ちょっと言葉悪いか

以上でございます。

もしれないんですけど、簡単なことかなとい

○委員長（大久保

優君）

ういうふうに思いますけれども、しかし、昨

君。

今のやっぱりこういった経済状況の中からい

○８番（高橋幸雄君）

けば、こんなこともやりたい、こんなことも

言及しないでおきます。

８番

高橋幸雄

総論理念はこれ以上

やりますと言っても、これは打ち上げ花火で

次に、具体的にちょっとお尋ねしますね。

終わってしまったんじゃ、これ何も意味がな

本予算について人件費に対してどういう認識

いという意味も含めて、そのときにも、２期

を持って予算編成されたか、その辺はいかが

目のときにも公約らしい公約を打ち出してな

ですか。一番わかる、これは副町長だって、
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町長でなくてもいい、どちらでも結構ですけ

用者は入れかえも含めてですけれども３名と

ど、町長ならなおさらよろしいんですけど、

いうことで、そういう意味では差し引き７

どうぞ。

名、実質減るわけであります。

○委員長（大久保

優君）

そういう意味でいきますと、総額でどれぐ

町長、答弁。
これは人件費につ

らいじゃあ減ってるのということになります

きましても、いろいろこの間、十勝管内のラ

と、独自削減、もうやめるということですか

スの状況だとか、いろんな御意見もいただい

ら、実際は対前年比で２,１００万ぐらいで

ているところでございます。

すね、２１００万強が対前年比削減というこ

○町長（安久津勝彦君）

なお、私が特にやっぱり注目、注目といい

とで、そういう意味では、退職者が多い割に

ますか、見ていただきたいなというふうに思

は少ないんではないかという見方もあるかな

うのは、私が首長に就任、平成１５年の５月

というふうには思いますけれども、そんなこ

にして以降、これは自律プランでも明確にう

とで予定をしてるということで、これはも

たってるとおり、退職者の不補充ということ

う、自律プランの計画をいい意味で上回って

で、５人やめて初めて１人採用だということ

るような形で人件費についても対応できてる

で、総体の職員数を減らしていきたいという

かなと、こんなふうに自分自身でとらえてい

ことで町民の皆さん方にも明らかにさせてい

るところでございます。

ただいて、そのとおりやってきたということ

以上でございます。

で、そういう意味では、総体の人件費でいけ

○委員長（大久保

優君）

ば、相当の額が削減がされてきているという

君。

状況。

○８番（高橋幸雄君）

８番

高橋幸雄

考え方二つあるんで

あわせて、平成１６年から職員に対しまし

すよね。人件費がどうなってるかというん

て給与の切り下げ、まあ独自削減、さらには

で、この人件費だって、別に職員給与費だけ

諸手当の廃止ということで、今現在、手元に

でないんです、すべて我々の議員、みんなす

ちょっと資料持ってませんから、幾つの手当

べて包括されてるんですね。だから別に私、

を廃止したかというのはちょっと記憶にござ

職員給与費がどうなってるかとお尋ねしたわ

いませんけれども、いち早くそういった手当

けではないんですよね。だけどせっかくの御

の削減等々もさせていただいて、１６年から

答弁いただきましたからね。

２０年まで５年続けて、独自削減も取り組み

仮に給与費に限定してみてもね、一つ言え

をさせていただいたということでございま

ることは、独自削減の５年間の３億でもあ

す。

り、また対前年比、今現在２１年度２,１０

この５年間の単年度ごと、手当は廃止し

０万、それは職員不補充を含めてということ

たって、これは未来永劫に廃止ですから、こ

ですけども、現実問題として、この５年間で

れを足し算してカウントという方法もありま

不補充も含めた数字は相当数値に上るんです

すけれども、そうじゃなくて、単年度単年度

よね。

の足し算をしていっても、５年間で実質、職

僕、そこでね、きちっと押さえなきゃなら

員が本来もらえるべき俸給、手当等々を含め

ないのは、人件費は減ってますよという反

て、これが実質３億強の削減効果があったと

面、それは不補充で減ってることと、今、職

いうふうに思っております。そういう意味で

をなしてる職員の独自削減に軽減してるのと

は、２１年度につきましては独自削減は現在

相まる場合もあるし、全く別なことなんです

のところ考えておりません。

ね。

ですから、退職者が１０名ですか、１０名

一定の人件費という議論からいえば、それ

退職して、これは入れかえも含めて、中途採

はトータル的なことを意味をなすんですけど
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ね、だから私、午前の質疑の中にも、町職員

差し控えたいと思いますけどね、私はそうい

組合が１,２００万の今のプレミアム商品券

う意味で、我々これ予算審議等も含めてね、

の決断をされたと、職員給与あたり解消が３

きちっとなすべきことはやっぱりなさなきゃ

％という数字見てね、３％独自削減やめて、

ならんのかなという思いをしてるんですよ。

結果的には身売りはそれなりの決断されたの

だから、これからについても同じ経済の循

かなという、職員の皆さん方が決断されたの

環性考えたら、町の単独収支はそんなことで

かなって、それはやはり一定のこれから町を

もってよくなるけども、基本的にはやっぱり

（不明）要するに自分たちだけでなくて、全

経済の循環性考えたらそういうこともならな

町的に全体にやっぱり地域振興を考える一つ

いんですよね。だからその辺はやっぱり大枠

の一定の職員組合の意思決定だね。

をとらえてやっていただきたいなというふう

もう一言、余分なことを言わせていただけ

に思います。

れば、町長や副町長が執行者に、労働組合の

そこで問題は、これから不補充がどこまで

幹部にいたときは、そんな発想が一度も私は

いって、一定のプランニングどおりずうっと

自分の経験則では全くないと、このことを付

いくのか、そのためによって前段の歳入歳出

言しておきたいと思うんですけどさ、それで

の総括質疑の中で申し上げましたようにね、

だからって批判してるわけじゃないんです

一定の配置基準の問題もありますし、その行

よ。やっぱり一つの置かれてる時代の要求な

政を執行にするに当たって一定の職員の減の

のかな。

分、どのように仕事を携わって、町民の負託

滝川市市職労のあの決断、これもまた大き
いですよね、滝川市の市職労の決断。やっぱ

にこたえて行政の停滞なくしてやっていける
のかね、いかなきゃならんのか。

り僕は以前にも、安久津町長さんがそこに

それと同時に、従来はやっぱり同じ発想

座ってから申し上げた、かつての私の富田町

は、右肩上がり経済の中は予算審議なんかも

政のころの議論だと、発言の趣旨だと思いま

見て感じるのは、やっぱりエビでタイを釣る

すけどね、すべてのそれぞれの立場の中で分

方式でね、だけどそんなことで例えば私が

捕り合戦でね、まだ経済右肩上がりだからい

なったとき学園誘致構想であるとかね、だか

いけども、最終的には歳入は無限じゃないわ

ら例の余暇開発センター、あの立川の通産省

けですから、結果的に国家も地方もなります

の外郭団体、当時の町長さん小林弘道さん

よと、まあまあ、その時点に御破算で願いま

ね、昭和５０年の年ですけどね、三宅坂にあ

してはという状況が今なんですよね。

るとこ、自民党本部のあるとこ、あれに行っ

だから問題は、やっぱりそういうプロセス

てきていろんな話をして、当時、小坂山開発

の中でいかにやはりその辺をきちっと政策判

構想とか出まして、あのころはそういうこと

断、労使ともに、町民も含めて、我々議会人

だったんですよ。

も含めてやることがそういう事態を招かな

だけど、今はエビでタイは釣れんけども、
少なくてもエビでイワシでもいいから、サン

かっのかなと。
ただ、私たるもの議会サイドに言わせてい

マでもいいから釣るような意欲で職員１人１

ただけば、ある公共団体に全然チェックのメ

人が町長以下やっていただかないと、予算厳

スが入らなかったと、これはもう識者から言

しいからって何もいいんだいいんだと、イン

われてますよね。議会に理事者が提案され

ターネットで情報集めなさいと、いい情報を

たって、議会が一滴の見識さえ示してきちっ

ピックアップしておれんとこへ持ってこい

と予算を議決しないで否決をしてれば、その

と、それを何とかうちの町で具現化できない

状況が、背景はわかりますよ、具体的に言う

かっていったって、私はそれは議会サイドも

と、どこの公共団体だということわかるから

同じだと思う、従来から、私が議員になった
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ころから今は、情報社会は全く一変しまし

すよ。
そこでさらに、この人件費やめましょう。

た。
だけど、やっぱりそれでもその現地へ行っ

補助費の関係、補助費、補助費。これは先ほ

てね、エビでタイつかまなくてもいいから、

ど各公共的組織も団体も含めて一定の考え方

エビでサンマでもイワシでも、要するに歳出

を示して進めてきましたよね。相当今の自律

より歳入が上回れば、町民にとってプラスに

プラン以降なくなってますよね、補助的予算

なること間違いないわけですから、先ほど町

というのがね。この記載されてる通常の公益

長がいみじくもおっしゃったように議会に対

的なものの以外に余りないような気をしてる

する参与席の問題、その対応だって私ね、

んですけども、その辺のとらえ方はいかがで

やっぱり従来と全然違うと思うんですね。

すか、今回予算提案してる分だけ、限定し

従来は、やっぱり担当課の今そこにお座り

て。

になってるから、それリタイアした人が一定

○委員長（大久保

優君）

副町長、答弁。

の係長ぐらいにいたときね、それは町長やな

○副町長（田中幸壽君）

んかもあるけど、予算審議あったら、もう書

ては、昨年度当初計上額に比べて１億２,０

類、どこで審議があって、用意してたもんで

００万ほどふえております。

補助費につきまし

ふえた主な理由というのは、今手元の資料

すよ、もう。
今この状態で今のきょうのこの状態わかり

では、病院に対する負担金が６,０００万円

ますけど、以前だったら、それは課長のやる

ほどふえております。あと、後期高齢者、消

仕事だということで割り切っちゃって、割り

防負担金、新規就農負担金等々ふえているの

切ったのは、あなた方も平にいたときどうか

もございますし、若干ふえてます。国営関係

わりません、そこまで私言うのは失礼だから

が減っていますので１億２,０００万の増

言いませんけどね、でも、時代は我々のこと

と。

（不明）今はやっぱりどうなのか、その感性

議員おっしゃられたように具体的に申し上

がね、そういう職員の対応が悪いとか姿勢が

げれませんけれども、基本的には、従来の部

悪いと言う前に、時代がそうさせてるのか

分が継続してるというのが大半でございま

な、だけど時代のはそういうことを要求して

す。

ないなって、この地方公共団体の実情から

以上です。
○委員長（大久保

いってね。
だから、その参与席等の今後の対応につい

優君）

８番

高橋幸雄

君。

て、それは理事者が考えることで、私どもが

○８番（高橋幸雄君）

予算質疑の時間よろ

要求することでありませんからね、それは話

しいんですか、質疑続行して。４時、よろし

別にしますけど、いずれにしても、そんなこ

いんですか。

との中でやっぱり人件費対応というのをき
◎

ちっとしていかなければならないなと。
とかくやっぱり行政委員会等も、いろいろ
と議論がいろいろ出てますね、道段階なり
ね。だから我々も含めてやっぱりこれはき
ちっと心して、我々は我々の分できちっと

○委員長（大久保

優君）

皆さんにお諮り

します。
本日はこれで延会としたいと思いますが、
御異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

やっていかなきゃならん、単なる職員の皆さ
んの話ばかりしてるんじゃなくて、我々みず

○委員長（大久保

からもそういうことを考えなければならない

ます。

という状況かなと、このように思ってるんで

延会の議決

優君）

異議なしと認め

したがって、本日はこれで延会とすること
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に決定いたしました。
◎
○委員長（大久保

延会宣告
優君）

本日は、これで

延会します。
午後

３時４８分

延会
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