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日程第１

一般質問＜Ｐ３〜Ｐ２０＞
榊 原 深 雪 議 員Ｐ３〜Ｐ１５
高 道 洋 子 議 員Ｐ１５〜Ｐ２０

追加日程第１

報告第１２号

株式会社あしょろ農産公社の経営状況の報告について＜Ｐ２１
〜Ｐ３２＞

追加日程第２

議案第６７号

平成２２年度足寄町一般会計補正予算（第２号）＜Ｐ３２〜
Ｐ５２＞

追加日程第３

議案第６８号

平成２２年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
１号）＜Ｐ３２〜Ｐ５２＞

追加日程第４

議案第６９号

平成２２年度足寄町老人保健特別会計補正予算（第１号）
＜Ｐ３２〜Ｐ５２＞

追加日程第５

議案第７０号

平成２２年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第１号）
＜Ｐ３２〜Ｐ５２＞

追加日程第６

議案第７１号

平成２２年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理
事業特別会計補正予算（第２号）＜Ｐ３２〜Ｐ５２＞

追加日程第７

議案第７２号

平成２２年度足寄町上水道事業会計補正予算（第１号）＜Ｐ
３２〜Ｐ５２＞
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午前１０時００分

１、ホームページの利点である迅速な情報

開議

発信や更新が可能ですが、各課からの情報発
◎

信や情報内容の更新に対してはどのような過

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

全員の出席でござい

程をたどるのか、伺います。
２、どんなホームページでも、見る人は最

ます。
これから、本日の会議を開きます。

低２回訪れると言われています。最初は、ど

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

んなのか見てみよう、次は、あのホームペー
ジはどうなっているのかと、２度目のアクセ

です。

スをしても更新されていなければ、もう二度
◎

とアクセスすることはないと言われていま

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

象情報をピンポイントで日がわりで発信す

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

す。リピーター確保には、地域の観光地の気
る、季節に合った観光地情報、道路交通情報

井脇昌美君。
先

を適切に速やかに発信することが重要です。

日６月１１日に開催されました議会運営委員

それがあれば、圏外、圏内のアクセス数がふ

会の協議の結果を報告いたします。

えると考えますが、このことについてのお考

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

えをお聞かせください。

本日６月１６日は一般質問を行います。

３、人間の基本的な要求である衣・食・住

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

のうち、住の確保は、生活の拠点ともなり、
難しいものがあります。空き家情報について

委員会委員長の報告を終わります。

は、町内者に限らず、町外からも移り住む希
◎

望が聞かれるこのごろ、空き家・空き室情報

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第１

一般質問

の提供は有効であり、近隣の町村でも積極的
に取り組み、町のホームページに掲載されて

を行います。
順番に発言を許します。

います。今後の足寄町では掲載の予定がある

２番

のか、伺います。

榊原深雪君。
議長のお許しをいた

４、行政情報を知るために、フロントペー

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

ジから訪問しますが、政策や計画、各課の業

て質問させていただきます。

務内容が詳しく住民目線で提供することが望

○２番（榊原深雪君）

町のホームページの充実について。

まれます。このことについてはどのように取

１９９５年ごろから、自治体においても

り組まれているのか、お聞かせ願います。
次に、町有財産の無償配布の方法につい

ホームページの開設が盛んになり始めていま
す。こうした状況の中で、ホームページの初

て。
平成２２年４月２４日土曜日に、あしょろ

めのページにある項目は、ほぼ似通っていま

足寄銀河ホール２１の周辺整備で不用になっ

す。
ホームページで何よりも大事なことは、情

た平板ブロックの無料配布がありました。今

報の更新だと思います。足寄町のホームペー

回も前回同様に、早い者勝ちの方法としてい

ジのリピーターを確保するための考え方と行

ることから大変な混乱がありました。居合わ

政への住民参加という視点から、より有効な

せた町民の方から、次回からの配布方法の改

ホームページを目指すために力を注いでもら

善を求める声が多くありました。幸い、けが

いたいと考え、次の質問をさせていただきま

人もなく無事に終了したが、配布方法につい

す。

てはさらに疑問を抱く結果となりました。
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そこで、改善策として、町民の方の次の声

日々の更新は困難でございます。町のホーム

を届けたいと思います。

ページに外部データ提供機関の情報を表示さ

１、あらかじめ町民から希望枚数を受け付け

せる方法も技術的にはございますが、責任を

する。

持った情報発信とはならないため、不適当と

２、町民の希望枚数が配布枚数を超えること

考えております。
それらにつきましては、それらを得意とす

が予想されるので、低価格で有償とし、町の
収入とする。

るホームページがあり、だれでも簡単にアク

３、配布枚数と希望枚数及び価格の調整は行

セスできますので、そちらを閲覧していただ

政が行い、希望者に納得のいく内容で、けが

きたいと考えているところでございます。
次に、３点目のホームページへの空き家・

や争い、町外者が運ぶなどの不平・不安・不

空き室情報の掲載についてお答えをいたしま

満がない方法を講ずる。

す。

以上です。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

安久津町長、答弁。

町のホームページに掲載する内容について

榊原議員の一般質

は、町で責任の持てる内容でなければならな
いと考えております。町では、空き家・空き

問にお答えいたします。
まず、町のホームページの充実についての

室情報を保有しておらず、仮に掲載を希望す

御質問の１点目、各課からの情報発信や内容

る方を募って掲載することにいたしまして

の更新の過程につきましては、各担当課が掲

も、その内容は日々変化するもので、その内

載が必要と判断した事項をホームページの管

容更新の基本情報は空き家・空き室の所有者

理を担当している総務課に依頼をいたしまし

に１００％依存するため、情報内容に責任を

て、掲載するという形をとっております。内

持った発信とはならず、困難であると考えて

容の更新につきましても同様で、各担当課が

おります。

更新が必要となった事項を総務課に連絡を

なお、移住を検討されている方にとって住

し、総務課が更新をするという形にしており

居の確保は最も重要な課題でありますので、

ます。

そのほかの足寄町に関するさまざまな情報提

２点目のホームページへの来訪、リピー

供とともに、足寄町への移住を検討されてい

ターの確保のために、観光地のピンポイント

る方の御希望をお聞きして、きめ細やかな対

での気象情報の日がわり発信、季節に合った

応をしてまいります。

観光地情報、道路交通情報を適切に速やかに

４点目の政策や計画、各課の業務内容を詳

発信することにつきましてお答えをいたしま

しく住民目線で提供することにつきまして

す。

は、議員仰せのとおりであるべきと考えてお

ホームページの管理につきましては、より

ります。町のホームページにおきましては、

簡便な管理となるよう、日々変化する情報の

住民に対する情報としては、特に住民に密接

掲載は、町民の安全・安心にかかわる防災無

な項目として、町内の案内図、保健・福祉情

線の内容と町内の出来事をお知らせする広報

報、雌阿寒岳防災マップ、ごみ分別データ

のコーナー「足寄ルポ」のみとしておりま

ベース、子どもセンター、町議会、町監査委

す。

員などの項目についてコーナーをつくって掲

より多くの町外の方に足寄町に関心を持っ

載しているほかに、お知らせコーナーで時系

ていただくため、ホームページへの来訪者は

列的に住民の皆様にお知らせしたい事項を掲

多いほうがよりよいとは考えますが、気象情

載しております。

報や町道以外の道路交通情報については、町

今後も、住民の方が知りたいと思ったこと

の情報としては持ち合わせていないため、

が掲載されているようなホームページにして
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私どもといたしましては、さきに説明いた

まいりたいと考えておりますので、御理解を

しましたとおり、町民の皆様への還元として

賜りますようお願い申し上げます。
次に、御質問の町有財産の無償配布の方法

このようなことを企画したのでございます
が、仮に町外の方が参加していたとすれば、

についてお答えをいたします。
平板ブロックに関しましては、あしょろ銀

非常に残念であります。今回の平板ブロック

河ホール２１の周辺整備で不用となったもの

の無償配布は、前回と違って予想をはるかに

を、平成２２年４月２４日午前８時３０分か

超える方たちが参加され、また、工事中との

ら、銀河ホール南側駐車場において、町民限

こともあり配布スペースが狭く、平板ブロッ

定で無料配布したものであります。この配布

クの移動に苦労されましたが、無事終了した

は２度目でございまして、昨年１１月３日に

ととらえております。

同様の方法で実施をいたしましたが、今回の

今後、このような無償配布を企画すること

配布枚数は５,０００枚程度と、前回の約半

がありましても、これまでの手法を大きく変

分で、約１００名の方に参加をしていただき

えるつもりはございませんが、住民の皆様の

ました。

安全に十分配慮をし、実行してまいりたいと

議員御指摘のあらかじめ希望枚数を受け付

思います。
以上で、榊原議員の一般質問に対しての答

けするという点ですが、町民の皆様が必ず目
を通すこととお年寄りにもわかりやすいこと

弁とさせていただきます。

を踏まえ、周知方法としては自治会回覧とい

○議長（吉田敏男君）
２番

たしましたが、回覧順番で周知時間に不公平

再質問を許します。

榊原深雪君。

が生じてしまうため、受け付けは厳しいと判

○２番（榊原深雪君）

断をいたしました。

きます。

再質問させていただ

また、当日は、あらかじめ平板ブロックを

１点目は、素早い情報の更新ということ

囲むように、開始時間まで待機をしていただ

で、私がホームページのことを質問しようと

き、その間に注意事項等の確認をし配布を行

思って、二、三週間前に、このようなホーム

いましたが、早い者勝ちという感じではな

ページに関してちょっと副町長なりにお話し

かったと思っております。

したのですけれども、そのときに何点か更新

また、低価格で有償として町の収入とする

されていた部分もありました。ですが、まだ

案でございますが、この平板ブロックは、駅

更新されていない部分がたくさんあるのです

周辺で使用されていたものなので、品質的に

ね。それは「足寄町は広い」という部分で

均等なものばかりではなく、欠けていたり割

「全国２,８００市区町村」ということがあ

れていたりしたものが多く含まれていたこと

りますけれども、３月１日現在では１,７２

から無償といたしました。町収入という点か

７市区町村なのです。今、ちょっと羅列して

らは、不用品ということで売り払いも検討い

みますので。

たしましたが、昨今の経済的に厳しい中、町

それと、きのう新聞にも載っておりました

民の皆様には庭いじりやガーデニングに気軽

けれども、足寄町は、現地調査として滝のこ

に励んでいただきたく、このような方法を

とを調査されておりました。でも、ホーム

とったところでございます。

ページでは滝が何カ所か載っておりまして、

担当者からは、参加してくださった方には

その中で、その滝がどこにあるか地名を書い

できるだけ声をかけて感想を聞いたというこ

ていない。その滝がどこにあるかとか、不明

とでございましたが、皆さん大変喜んでいた

確なところがたくさんあったのですね。その

というふうに報告を受けているところでござ

中で屏風岩のことなのですが、「台風１０号

います。

のために道路が遮断されているので御注意く
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ださい」となっておりました。その台風１０

も、なかなかパソコンを開いていないという

号というのは何年の台風１０号だったのかと

のを率直に申し上げざるを得ないのですけれ

いうことですね。そして、名所でそれを載せ

ども、そんなことを含めて、御指摘の点、非

るのであれば、いつごろ通りやすくなります

常に申しわけなく思います。

とか、改善されて見れますよという情報を、

これは先ほどお答えしたとおり、それぞれ

やはり足寄町を訪れる人は見たいと思うので

の担当課からの情報も含めて、ホームページ

すね。

を管理をしています総務課電算担当のほうと

そういうことやら、エーゼルケーゼ館の中

今後しっかりと連携を密にして、情報の確認

でメイプルさんのことが載っておりました。

もしながら、やはり正しい情報を伝える。そ

農家の奥さんたちがおいしいお料理をつくっ

うでなければ、ホームページに載せている意

てくれますよと。でも、現在やっておられな

味がございませんので、もっと言えば、間

いというお話も聞いております。そういう情

違った情報を伝えるということにもつながり

報も、間違った情報というのか、入っており

ますので、御指摘の点、大いに反省をさせて

ました。それは、町職員の方はごらんになっ

いただいて、早急にそこら辺の確認も含めて

たことがないのか、それをホームページ作成

対処してまいりたいというふうに思いますの

する方に伝えているのかどうなのかというこ

で、御理解いただきたいというふうに思いま

とも私はちょっと疑問に思ったところなので

す。

すね。

○議長（吉田敏男君）

２番

○２番（榊原深雪君）

ありがとうございま

そして、情報更新ということは、だれを対
象にしてするかということなのですね。町内

す。
今の町長の答弁で、これからもホームペー

の方を重く見てターゲットにするのか、町外
の方、足寄出身の方に見てもらいたいのか。

榊原深雪君。

ジに取り組んでいただきたいと思います。

その中で、足寄町出身の方も世界各地にもい

それと、今ターゲットをどのようにするか

らっしゃいます。それで、インターネットの

ということですね、ホームページを見ていた

ホームページというのは、やはりどこにいて

だく方。町内の方に見てもらおうとすると、

も情報が見られるということで、自分のふる

私はフロントページを見ました。そうした

さとは今どのような状況になっているのだろ

ら、募集随時というので看護師さんの募集と

うかと。でも、町内の方に発信する場合は、

かいろいろありますよね。そして、その中で

もっと細かい情報が必要だと思います。

左のほうに、町行政に関しては福祉課がトッ

今、何点か違った情報のことに関しては、

ピングしてあるのですね、最初にというか、

町長はどのようにお感じになっておりますで

項目のところに。そのことに関してなんです

しょうか。

けど、福祉課だけではなくて、行政全体の項

○議長（吉田敏男君）

目が欲しいのですね、町民の目線からする

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

お答えいたしま

と。そして、お知らせのところに行政の機構
が載ります、毎年１回。あれは、福祉課がこ

す。
今、榊原議員から御指摘ございました。数

うなって、福祉課長がこうですとかという機

点項目を挙げられて、正確な情報でないもの

構のことなのですけれど、私たちが知りたい

が更新されないでそのまま載っているという

のは、町の何課でどんなことを担当してやっ

ことをお聞きしまして、大変私自身も申しわ

ているのだろうということなんですね。窓口

けないなと。率直に申し上げて、私もなかな

へ来ても、たらい回しに５カ所歩いたとか、

か自分のところのホームページ、本来であれ

何カ所か歩いたということがあるのです。

ば日々確認すればいいことでありますけれど
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今現在、ホームページを開いてする方はな

かなか少ないと思いますけど、これから多く

て、ここに電話すればすぐわかるというよう

なるということを想定して今お話ししている

な、そういう病院の情報なんかもそうなんで

ことなのです。確実に多くなるんですね。そ

すね。そして、保育・教育のことに関しては

の中で、行政の業務内容を知りたいというの

教育委員会のどこそこに電話するとすぐわか

が、町民の目線からすると行政はどういう分

るというふうに、行政機構の中で行政の細か

担で、どういう役割をしていて、自分の悩み

い業務のことを載せているところはたくさん

に対してどこへ行けばいいのだろうというこ

あるんです。そういうことが親切なホーム

とが明確にわかるような方法がホームページ

ページであり、見やすい、そして人気のある

でされるといいと思うんです。印刷されたも

ホームページではないかと思うんです。

のでしたらそのまま更新されませんけれど

それで、市町村の、自治体のホームページ

も、この場合、ホームページの特典としまし

のベスト２０の中に北海道の町で一つだけ

ては、情報が真っさらなのが出てくるという

入っているのがあったんですけれど、見まし

ことですね。

たら、やはり本当に中身が見やすいのです、

そういうことで、掲示板なんかもそうです

フロントページから入りやすいんですね。そ

けど、町の入り口のところに掲示板がありま

ういうところもいろいろ研修していただきた

すよね。ああいうものはどなたが見るので

いと思うんですけれども、町民向けにする場

しょうかね。この車社会で、通り過ぎるだけ

合に、業務内容を事細かくきちっと知らせる

で、あそこを歩いて掲示板をこうやって眺め

ということが大切だと思いますが、町長はど

る人はなかなかいらっしゃらないと思うんで

ういう所見をお持ちでしょうか。

すね。そして、私たちは眼鏡かけないと見え

○議長（吉田敏男君）

ないものですから、何が書いてあるかわから

○町長（安久津勝彦君）

ないという状況の中で、やはりこのホーム

す。

町長、答弁。
お答えいたしま

ページに掲示板というところがあるといいな

今、本当に議員仰せのとおり情報化時代、

とか、見たら、こういうことを取り入れてほ

とりわけパソコンなんかも一般家庭にも相当

しいということがたくさんたくさんあるんで

普及をしてきているという状況の中で、こう

す。

いった行政の情報をしっかり伝えるという意

そして、町の内容を知りたければ広報を見
ればいいのじゃないかというお気持ちがある

味では、有効な手段の一つだというふうに私
も認識をしているところでございます。

かもしれませんけれど、広報は広報で各課か

そこで、何点か今、議員からお話がござい

ら出たものを出しますよね。そして、取りま

ました。掲載されている内容、機構の関係で

とめして広報に載せますけれど、結局、建設

いけば、機構図なんかどうでもいいんだと、

課なり福祉課なり総務課なりの発信する情報

問題は、担当課でどんな仕事をしているのか

は、ワープロで打ったものをそのまま直接載

というようなことを書き込みすべきでないの

せれるのがこのホームページのいいところな

か、あるいは、どこにどういう電話をすれば

んですね。だから、内容も、より必要なこと

すぐ業務内容もわかるんだというようなこ

は、写真やら情報がいかに細かく載っている

と、そういう意味では、ホームページに掲載

かということが大切なことではないかと思う

をする内容といいますか、情報をお伝えする

んです。

内容、これは議員御指摘の部分があれば、そ

それで、行政の中身ですね。直通の電話が

の都度担当のほうにも遠慮なくどんどんどん

ありますよね。そういう電話も電話帳で探す

どん言っていただきたいなというふうに思っ

けれども、なかなか見つけにくいというとこ

ております。

ろなんですね。足寄町の病院は３カ所あっ
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それで、私どもも、せっかくホームページ

を持っているわけでありますから、的確な情

も検討をさせていただきました。町民の方が

報を伝えたいなという思いもありますし、そ

来られたときに、その担当窓口に来ればすべ

の点についてはぜひ御指導もいただきたいな

てのところ、１００％とは言いませんけれど

というふうに思っております。

も、ほとんどはそこで用事を済ませることが

この部分はちょっと言いわけになりますけ

できるというようなこともちょっと検討もさ

ども、今、私どものホームページを担当して

せていただきましたけども、現実問題として

いるセクションについては、実は専任の電算

は、なかなかそれは難しいなということにな

係というのは１名しか配置しておりません。

りまして、そこで私が職員の皆さん方にお願

前年度までは２名配置をしておりました。業

いしたのは、職員一人一人が総合窓口になっ

務内容というのは、もちろんホームページも

てくれと。要するに、町民の方がどこへ行っ

担当しているわけでありますけども、組織の

たらいいかわからないという町民の方が来ら

電算の部分すべてを担当しているということ

れたときには、できるだけ声をかけていただ

でございます。理想としては、ホームページ

いて、どういう用件で役場のほうに来られた

を専門に管理するような担当者を配置できれ

のか、そのことをしっかりお聞きをし、そし

ば一番いいというふうには思っているんです

てそこの担当課までできれば案内をしていた

けども、御案内のとおり、人もどんどんどん

だきたいと、そして、一人一人が窓口なろう

どん減らしてきているということもあって、

やということでお願いをしてきた経過もござ

そういう専任職員を配置するという状況には

います。

ないということも事実でございますから。で

先ほど議員のお話がございました今現在で

すから、この部分をどうやって補完するかと

もそうやってたらい回しという現実が仮にあ

いう部分につきましては、もちろん私どもの

るんだとすれば、リアルタイムでそのことも

役割として、あるいはそれぞれ職員がたくさ

ぜひ御指摘いただきたいなと。いついつこん

んいるわけでありますけども、先ほどもお答

なことがあったよということをぜひ情報とし

えしたとおりに、担当課から的確な情報を

ていただければ、私のほうからもそれぞれの

しっかりと管理する側に伝えて、それをリア

職員にまた周知徹底。日ごろからそういうこ

ルタイムでホームページに掲載をしていくと

との呼びかけはしているつもりでございます

いうことこと。それから、もちろん議員のほ

けども、そのことがあったとすれば、リアル

うからも、こんな状況だよと、ここはこうで

タイムでぜひ情報をいただきたいなというこ

ないかというような御指導もいただければ、

と、これをまたお願いしておきたいというふ

その点もクリアしていけるのかなと、短時間

うに思います。

の中でそういった更新もしていけるのかな

以上でございます。

と、そんなふうにも思いますから、この点は

○議長（吉田敏男君）

２番

ぜひお願いをしておきたいなというふうに

○２番（榊原深雪君）

お答えありがとうご

思っております。

ざいました。

榊原深雪君。

それから、もう一つ気になった部分で、役

私もインターネットは初心者ですので、そ

場に来たときに、担当課をたらい回し、４カ

んなに人にアドバイスするとかはできません

所も５カ所もというお話もございました。実

けれども、この質問に当たりましても、やは

は、この点につきましては、私が首長に平成

り町民の方の声を聞いて私はいつも質問して

１５年に就任したときも、その点については

いるんです。だから、リアルタイムではない

職員にもしっかりお話をさせていただきまし

けど、過去形の部分もありますけれども、こ

たし、それからもう一つ、この役場新庁舎を

のホームページは一応だれがつくったのだろ

建てるときに、実は窓口の集中化ということ

うと。インターネットのあれを見ますと、だ
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れがつくったかはっきりしていない。これは

いということで、機会がありましたら見てい

業者任せにしているホームページではないか

ただきたいのですけど、やはり項目でダブっ

と、足寄町のホームページに対してそういう

ている部分、これは一まとめにしたらいいの

ことも書いていらした方もいるんですよ。だ

でないかとかというところもたくさんあるの

から、そういうことではなくて、やはり職域

ですけれどもね。「お知らせ」という部分で

の中でやられているのであればもっと責任を

も、６年ぐらい前のこともお知らせになって

持って、自分がつくったものがどうなってい

いるのですね。それを、項目を入れちゃうと

るかということ、どれだけアクセス数がある

いうか、そういうふうな振り分けをきちっと

のだろうと、それぐらいの責任を持ってやっ

して、緊急な情報は情報、新着情報は情報、

ていただかないと、やはり経費をかけてやっ

募集は随時ということできちっと、それこそ

ているわけですからね。

町長が毎日でも目で見て、これはちょっとこ

その中で、一つの例を挙げますと、広報誌

こに振り分けたほうがいいのじゃないかとか

のことなんですけれども、ぽっと広報誌のと

ということをアドバイスされるぐらいのほう

ころをあけるとしますね。そうしたら、来年

がいいのではないかと思うんですね。

の３月までカミングスーン・カミングスーン

そこで、これは前置きになりましたけれど

となっているのですよね。カミングスーンと

も、３番目の空き室・空き家情報なんです。

いうのは、もうすぐということですよね。も

他町でもそれをされているところはたくさん

うすぐということがどうして来年の３月まで

あるのですけれども、町の空き家が潤うこと

カミングスーンで、ばっと一面に載らなきゃ

によって町も活性すると思うんですね。民間

ならないのかなと、私もちょっと笑ってしま

が活性化することによって町も活性化すると

えるようなホームページになっちゃってるん

いうことの始まりなんですけれども、今多い

です、足寄町のホームページは。やっぱり比

のは、春先なんかもそうなんですけれども、

較するのによそのを見ますよね。そうした

転勤した方が住む家がないと、すごく右往左

ら、広報誌は３カ月から４カ月ぐらいのをぽ

往して探す場面もたくさんあるんですね。そ

んと載せて、そこから入って、バックナン

の中で、やはりこういうところに情報が載っ

バーはバックナンバーでできるというふうな

ていればいいなと思う。先ほどのお答えで

方法になるのですけれども、どうして来年の

は、町は責任がなかなか持てないというお

３月までカミングスーンと、ここに載せます

話、情報もなかなか変動するということでし

よということだけど、もうすぐという言葉が

たけれども、そうではなくて、町はただ空き

出てくるのかなと、私も本当に笑ってしまい

室・空き家情報を載せてくださいよという、

ましたね、素人でも。

窓口になるわけですよね。そして、あとは借

だから、そういうところがやはり一人一人
の責任がないというのか、ちゃんとアドバイ

家人あるいは大家さんが責任を持ってやりと
りするという中身なんです。

スしてあげる。外部の者ももちろんアドバイ

以前にも少しお話ししたことがありました

スもしますけれど、本当は職員の方たちで、

けれども、こういうことをやることによっ

ここはこうしたほうがいいのじゃないかとい

て、あそこで何カ月か住んでみようかなとい

うアドバイスもしてあげないと、こういうこ

うことも広がってくると思うんですけれども

とはそれでいいのかということになっちゃい

ね。もう一度そういうことも、どういった方

ますのでね。それは全国、世界に発信される

法がいいのだろうということを検討という

わけですから、そこのところを注意していた

か、実現に向けて取り組んでいっていただき

だきたいなと思うわけです。

たいと思うんですけれども、どのように進め

もう一度。町長は余りごらんになっていな

ていかれるおつもりか、お願いいたします。
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○議長（吉田敏男君）

ございますけれども、それもまだまだ研究段

総務課長、答弁。

○総務課長（大塚博正君）

私のほうからお

階でございます。
なお、今、町内にある住宅等々につきまし

答えを申し上げます。
空き家・空き室の対策の前段でお話のあり

ても、不動産会社を経由しているものですと

ました、まずその点からでございますが、本

か、直接家主の方が契約されているものだと

町のホームページの開設に当たりましては、

かというさまざまなものがありまして、それ

平成１０年から開設というふうに記憶してご

ら、だれがどこの家の所有者かということ自

ざいまして、そのときは業者委託で基本的な

体も、そういったことは個人情報でございま

ものをつくり上げて、町報が始まったという

すから、町がそこを先頭を切って借家・借地

ことでございまして、その後、先ほど町長が

等、そういった不動産業法的なことを直接

一人で対応していると申し上げましたけれど

ホームページにはできない。議員おっしゃる

も、現在の専門の職員が情報検定という資格

とおり、リンクしてやっていくという手法で

を持っていますので、そういった資格を生か

そこに載せていただければということなんで

した中での今のホームページのつくり上げに

すけれども、手間暇をかけて町がホームペー

かえてきていると。今の形態ができ上がった

ジで更新していくというようなことでやって

ということになってございまして、職員の力

くことは、まだ私どもとしてはその考えまで

でやっているのが現状の形でございますの

には至っていないというのが現状でございま

で、このホームページの作成に対してお金を

すので、御理解いただきたいと思います。

かけているというものに対しては、今のとこ

○議長（吉田敏男君）

２番

ろはないということでございますので、御認

○２番（榊原深雪君）

ホームページの作成

識いただきたいと思います。

について、担当がなかなか手が回らないとか

榊原深雪君。

それで、空き室・空き家の答弁のほうに入

いろいろお話がありましたけれども、ホーム

らせていただきますが、足寄町では、移住対

ページというのは小学生でもつくれるんです

策とも絡んでくるのですけれども、現在のと

ね。資格云々ではないんですよね。やはり気

ころ、まだ本町は本腰を入れたそういった移

持ちなのですね。

住対策を打ち出しているわけではございませ

ホームページということは、町外者に向け

んけれども、本年度から全道の協議会に参画

ては自分たちの町をもっと知ってもらおうと

をして、そういった事業の情報収集を行うと

か、町の中ではこういったことを行政がやっ

いうことで、今年度議会にお諮りし、予算を

ているんだという、もっと知らしめるという

認められて、協議会の負担金を納入するとい

ことで大いに活用。経費がかかっていないん

うようなことで、協議会に加入するというこ

であればなおさら、もっと充実させた中身で

とになってございます。

してほしいと思うんですね。

移住対策については、まだそういったこと

そして、町長は、ことしの行政執行方針の

で手がける初年度というような状況の中でご

中でも観光施策のことでお話がありました。

ざいまして、私どもとしてもこれから手探り

グリーン・ツーリズムのこともお話しされま

の中で進んでいきますけれども、市街地に限

した。その中で、リンクすればこのグリー

定すれば、空き家・空き室等々、観光されて

ン・ツーリズムはこういうふうになっていま

そこを拠点にめぐるというのが今ブームとい

すと、こういうところに泊まる場所が、農家

うか、一つのはやりにもなってきていますの

に民泊ができますということも、ある部分で

で、そういった面では定住人口、また滞留人

はありますけれど、一つの例を出しますと、

口といいますか、数週間、数カ月でも足寄町

そういう知らせ方ですね。

にいてくれれば経済効果があるということで

私たちの町にはたくさんの有名人が出てい
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ますね。その中には、大きくは松山千春さ

出していくのかというのは、これはある意味

ん、鈴木宗男さん、石川知裕さんとかという

無限大ですよね。いろんな発想、それぞれ

話は結構出ますけれども、そのほかにも脚本

個々人の発想によっていろんなところに広

家である尾西兼一さんとか、豆腐で有名な雲

がっていくのだろうというふうに思っており

田さんとか、出身者がいらっしゃいます。そ

ます。それは私も認識をしております。

ういった興味を持って見てもらえるような、

今、私どもが答弁しているのは、現状も含

足寄町ってこういう人が出ているんだという

めて答弁をさせていただいているわけであり

ふうなことで、何回もアクセスして、おもし

ます。議員提案のある事柄についても、もち

ろいなって見てもらえるようなホームページ

ろん大変有効な一つの方法だなというふうに

にしてほしいなというのが希望で私は今回質

も思うところでございます。そういった部分

問しているのですけれども、熊田さんの豆腐

も参考にさせていただきながら、今後の足寄

につきましては、この間も海外ドラマを見て

町のホームページをどう更新をし、どう充実

いましたら出てくるんですね。豆腐の料理が

をさせていくのかということは、当然検討さ

出てきて、そういうふうなことで、日本の食

せていただきたいなというふうに思っており

材がこんなふうにドラマに流れて、結構何千

ます。

万の人がそのドラマを見ているわけですか

ただ、今の現状は職員１人で担っていただ

ら、それが足寄町出身だったら鼻高々に宣伝

いているわけでありますから、本当に経費も

してもおかしくないと思うんですね。そうい

最少の経費の中でやっているということでご

う宣伝不足というのがすごくあると思うんで

ざいます。さらに充実をしていくということ

す。

にれば、理想は先ほど言ったとおり無限大に

今、総務課長がお話ししたように、経費が

広がるわけでありますから、専任職員を１人

かかってないならば、宣伝を大いにしても

配置するぐらいの体制がとれれば、もっと

らって、足寄町という名前を広げていただき

もっといろんな情報も発信できるのかなと、

たいなと思うんです。

そんな思いもございますけれども、しかし、

そして、先ほどの町長の観光施策の部分で

現状は現状として厳しい状況もしっかりとら

のリンクしてあちこちに探せるというとこ

えながら、どういう形でそこら辺のやりとり

ろ、そういうところも、足寄町ってグリー

といいますか、整合性をとりながらホーム

ン・ツーリズムでどんな対策をしているのだ

ページを充実させていくのかということは、

ろう、どんなことをしているのだろうという

今後の検討課題とさせていただきたいという

取り組み状況なども載せてほしいと思うんで

ことをお答えし、御理解いただきたいなとい

すけど、そこのところのお考えを伺いたいと

うふうに思います。
以上でございます。

思います。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君）

別に新しい課をつく

るとかそういうことで、大げさなことを言っ

す。
先ほど冒頭にもお答えをしたとおり、パソ

ているわけじゃないんですね。１人の方に仕

コンといいますか、情報機器の発展に伴って

事の中で頼んでいるのであれば、課ごとにみ

本当にいろんな情報を発信できますし、今後

んなで協力して、おもしろいホームページに

においてもますますこれを活用しない手はな

していこうという気持ちがあれば、いいもの

いなというふうには認識をしているところで

ができると思うんですね。
広報あしょろの中にも、いろいろな行政に

ございます。
問題は、どういった情報をどういうふうに

かかわることの情報がいっぱいあります。そ
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れは各課から出てきますよね。そのことでい

なんですね。ある方は３５枚欲しいと思っ

いんですよ。細かい行政の業務内容のところ

て、一つのブロックは重いですが、よけます

で、そういう各課出てくるものがホームペー

よね。よけたけれども、見たら１０枚ぐらい

ジでぱっと見られれば、一番おもしろいわけ

減っていたと。そういう状況もあったりと

ですよね。そういうことも、これから参考と

か、足を踏まれて「おばさん、痛い痛い」と

して皆さんで練って、楽しいホームページに

言っているんだけども、自分はそっちのほう

つくり上げていくよう努力していただきたい

に向いているもんだから、その足を全然のけ

と思います。

てくれなかったとか。でも、その人は別に１

そこで、次の質問にかわります。

０枚減ったからってわめき叫ぶこともなく、

先ほどの答弁の中で、今後このやり方を変

静かに帰ったけれども、そういう人たちの声

える気持ちはないというお話でしたけれど

を聞いたら、そうだったんですね。そして、

も、昨年よりは枚数は少なかったんですけ

持っていく人は大型のトラックで来て、１０

ど、人数は昨年とどうでしたか、お伺いいた

０枚積んでいったとかね。事業所が足寄に

します。

あって、そこに勤めている他町村の方が持っ

○議長（吉田敏男君）

ていったと、そういうことなんですね、さっ

総務課長、答弁。

○総務課長（大塚博正君）

お答えを申し上

きの他町から来ているとい話は。
だから、そういうことをきちっとするため

げます。
平板ブロックの配布状況、２回目が４月と

には、やはり無償じゃないほうが、せっかく

いうことでございましたけれども、昨年のと

町の財産だったんだからと。これは全部町民

きよりは人数は多かったと聞いております。

の方の声なんです、私の声は代弁者ですか

申し込み人数とかそういったものは掌握して

ら。それで、これは当たり前に買えば５００

いない状況で、その場でお集まりをいただい

円のものなんだから、５,０００枚というこ

て、その場で配布しておりますので、確たる

とは金額にしたら２５０万円ですよね。だめ

人数の掌握というのは担当のほうでも押さえ

なものもありますよ。その価格は、先ほど質

ておりませんけれども、総体的に見た中で

問の中で言ったように、行政が決めればいい

は、２回目が多かったというふうに聞いてご

です。１０円だって５０円だっていいわけで

ざいます。

す。そういうほうが混乱しないのじゃないか

○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

という町民の方の声があったのですよね。

そうなんです、多

だから、そういうことをきちっとしない

かったんですね、去年よりも。それで、同じ

と、これから何も手だてをしませんというこ

方法でやれば混乱するのは、私は当然だと思

とで始まるんであれば、また同じことの繰り

うんですね。それで、無償ということで、す

返しで、町民の不満・不平もまた募ってくる

ごく町民の方もありがたいということで、

と思うんですね。それはしょっちゅうあるこ

きっと口コミで広がったこともあろうかと思

とじゃないですけどね。

○２番（榊原深雪君）

結局、これは何で見ているかということ

います。
そこで、お年寄りの方が取りに行ったんだ

は、この平板ブロックのことだけじゃないん

けど、あの勢いには負けて、一枚ももらえず

ですよね。行政のやり方に進歩がないという

に帰っていったという方もいて、それを聞い

ことを町民の方は言うんですよ。結局はやり

た方が、何とかしてあげないとかわいそうだ

方がうまくない、上手じゃないんじゃないか

わと、せっかく行ったのにと、並んで待って

と。これは「はい、どうぞと」言って、８時

いたのに、とてもじゃないけど、混乱して、

半にうわっと言ったら、だれだってそれは早

はじき飛ばされちゃってだめだったという話

い者勝ちになりますよ。もちろん、ただでい
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ただいたらありがたいですよね、町民の方

回覧が終わらないというような状況もあるだ

は。でも、気持ちは、こういうやり方ではだ

とか、いろんな自治会それぞれの回り方に

めだということをお話しされているわけで

よって、申し込みをとっていたら早い者勝ち

す、何人もの方が。

になるとすれば、そこでまた町民の方には不

今、ここでも使用料、ここでも使用料っ

満が出るだろうということで、当日、欲しい

て、財政のことを言いますと、町の財政に理

方は集まっていただくという公平な周知方法

解を示して、パークゴルフなりで使用料を納

がいいだろうということで、欲しい方にはま

めて皆さんやっていますよね、いろんなとこ

ず集まっていただいたということでございま

ろで。でも、こういうところで、町のもと財

す。

産であったものが、２５０万円のものが無償

それと、大変な混乱というお言葉でござい

でいただくのはとてもありがたいことなんで

ますけれども、当日、私は現場にいませんで

すけれども、果たして大ざっぱなこんなやり

した。室長以下担当でそこの配布等を行った

方がいいんだろうかという疑問符を持ってい

わけでございますけれども、注意事項等申し

る方がたくさんいたんですよ。

上げながら、秩序あるとり方でということで

そこで、改めてまた質問させていただくの

お願いもしてございますし、物が物でござい

は、このような方法ではだめだということ

ますので、ぶつかったり落としたりというよ

で。町外者がお持ちになったということも住

うな非常に危険なものでございますから、取

所を書けばわかることですしね。そして、希

り扱いには十分注意を払っていただきたいと

望者も、１０枚だったら上げられる。お年寄

いうことでございます。

りがせっかく来たのに、１０枚ももらえない

かえって、そういったものですので、５

でしょげて帰っていったという話も聞いた。

枚、１０枚と一遍に持てるものではございま

そして、１００枚もらう人は、勢いよくばっ

せんので、自分のわきによけてくださいとい

と持っていったとか。交通違反になるところ

うことで、配布する山と自分がよけた山、先

に車をとめて運んでいったとかという話が

ほど議員さん仰せのとおり、自分がせっかく

いっぱいあるんですよね。そういうことでは

積んだ山からなくなったというようなお話も

なくて、希望枚数をきちっと。時間がない、

ございましたけれども、一応そういったこと

回覧板のあれだとかという話ではないんです

で、一たんはおのおのが欲しい枚数を町が配

よね。もうちょっときちっとやり方を、方法

布するその山から取っていって積んでいただ

を考えれば、こんな混乱を招くようなことは

いて、その後、落ちついたらというか、自分

なかったと思うんですよね。そこのところで

が欲しいという枚数が確保できたのであれば

もう一度お伺いいたします。

自分の車に順次運ぶというようなことで、現

○議長（吉田敏男君）

在工事中の場所でございますから非常に狭く

総務課長、答弁。

○総務課長（大塚博正君）

お答え申し上げ

てあれでしたけれども、現場で出たものとい
うことで、そこから搬入せず、その場所で配

ます。
配布方法につきましては、担当のほうとも

布したということもございます。

種々検討いたしましたけれども、町長のほう

私どもの感覚としては、そういったこと

から答弁ありましたように、無償で配布する

で、１枚もしくは２枚程度しか持てないだろ

ということで決定し、町内に回覧をしたとい

うということで、それを持ち上げて山から去

いますのは、そこで希望をとるという手法を

れば、また次の人が入ってきてというふうに

とらなかったというのは、先ほども申し上げ

順繰り順繰り一定程度の枚数、そしてまた、

ましたが、回覧が自治会なりでは非常に周り

それぞれの欲しい枚数があろうかと思います

方が不均一でありまして、その配布日までに

ので、１００枚、５０枚、３０枚、２０枚と
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かいろいろあろうかと思いますけれども、そ

○２番（榊原深雪君）

今のお話の中では有

ういったことで、我々職員の側もどうだった

償ということがクローズアップされますけれ

のかということを聞けば、さほど混乱もな

ども、違うんですよね。もちろん有償でも無

く、無償であることに対しては喜んでおられ

償でも、格安でいただければありがたいこと

たということであります。

なんです。町民の方はもちろん喜んでいるん

ただ、どなたが町外者なのかということ

ですよ、そういうことの配慮に対してはあり

は、その場では判別つきませんので、そのこ

がたく思ってはいるんですけれども、結局、

とに関しては、非常に私どもとしては残念に

方法なんですね。自治会回覧も時間がかかる

思っているわけでございますけれども、町民

ということだったら、先ほどのホームページ

に回覧したものがなぜ町外者が知り得たのか

に載せることも可能であろうし、集まった方

ということも、私どもとしては疑問を抱くと

に希望枚数を募ればいいんですよ。そして、

ころでございます。そういったこともいろい

自分が欲しい枚数より足りない場合は、買っ

ろありますけれども、町外者がいたというこ

たってプール計算で安くなりますよね、当た

とは非常に残念であるということしか言いよ

り前のものを買っても。１００枚希望なんだ

うがございません。

けれども、本当は５０枚しか当たりませんよ

それと、価格の問題でございますが、先ほ

と言えば、その方はお店であと５０枚買っ

ど町長のほうから申し上げたように、ひびが

たって、別にただで５０枚もらって、あと５

入ったもの、割れたもの、それからほぼ完全

０枚買って１００枚になれば安いことなんで

のような形のものとございますから、枚数を

すね。とてもありがたいことなんです。

一々行政側で値段をつけて有料で配布すると

だから、来た方だけでもそうした希望枚数

いうことに関しましては、あそこで工事の整

を書いたりとかと、方法は幾らでもあると思

備をしているということで、一定程度の期間

うんですけど、何でこの意味がわかっていた

内に整理をするという中においては、町民に

だけないのか。だから、ここで町民の方の考

還元できればということの発想での無料配布

え方とすれ違いができるのかなと思うんです

ということにさせていただきましたし、もし

けれどね。

これが要らないとなった状況においては、産

８時半に集合ですよね。そうしたら、７時

廃処理をしなきゃいけないという状況もある

なり８時なりに集まってもらって、ある程度

わけでございますから、その辺で町民に還元

の枚数を聞いてもらうと。壊れたものもあり

するという意味で無料配布とさせていただい

ますよと、もちろん理解してもらってすると

たということで、割れていても、成形的にほ

いう方法もできる。そして、そこに来た人に

ぼ形のいいものも、ひびの入ったものもすべ

名前を書いてもらったって、別におかしくな

て枚数の中で持っていっていただいて、全部

いですよね。そういうことがなぜ前向きな方

が処理できたという状況でございます。

法じゃなくて、そういった答えが出てくるの

職員がブロック１枚１枚に値段をつけて、
その値段ごとの山をつくって、枚数希望を

かなと思って、私はそこのところでちょっと
納得いかないところなんですけれども。

とって、これをまた配布して、そして現金を

これからもこういうことがあろうかと思い

いただいてということ、これは正しいやり方

ますけれど、そこそこの担当する課において

なのかもしれませんけれども、私どもとして

こういう町有財産を処分するに当たって、以

は、一括町民の方に還元ということで無料と

前にこういう話がありました。体育館の横に

いう考え方を持ったということでございます

あったごみ箱が何日も何カ月も雨ざらしに

ので、御理解をいただきたいと思います。

なっていて、これを欲しいという人があるの

○議長（吉田敏男君）

ですけどと言ったら、それは差し上げれませ

２番

榊原深雪君。

― 14 ―

ん、管財課のほうにあれしてと、町長も御存

とった呼び名です。このヒブインフルエンザ

じだと思いますけれど、そういう話がありま

菌を私たちは日常的には、成人は５％から１

した。なかなかそういうことは大変なんです

０％を保菌しており、また抵抗力の最も弱い

よねと、町の財産を処分するのはという話も

乳幼児が５０％も保菌すると言われ、我が国

聞いたことがありました。

の５歳未満の乳幼児の２,０００人に１人が

だから、そういうこともあるのに、こうい
うことに関しては割と大ざっぱにしてみたり

発症する、乳幼児にとっては大変危険なイン
フルエンザです。

とか、大ざっぱというか、町民の声がこれだ

保菌が最も多い乳幼児がヒブ菌に感染しま

けたくさん出ているのに、いや、そうではな

すと、細菌が脳や脊髄を覆う髄膜の中に入り

かった、いや、ありがったかったと言ってく

込み、脳と中枢神経を侵し、２５％が聴覚障

れたとかと、そういうことじゃないんです。

害やてんかん、発達のおくれ、重度の脳障害

それはありがたいんですよ。町民の気持ちを

のおそれがある後、ある後遺症が残る細菌性

酌み取ると、ありがたいのが一番ですよ、無

髄膜炎を発症し、発症者の５％が死に至りま

償でいただいたら。だけど、方法があるんで

す。

ないか、もっと改善してほしいということを

近年、日本国内で注目されるヒブ予防ワク
チン問題は、世界においては、発展途上国を

お伝えしたまででございます。
これからも、より進歩のある方法を考えて

含め１００カ国以上の国が既に定期接種に組

いただきまして、きょうの質問は終わらせて

み込まれ実施されているのに対し、我が国は

いただきます。

２００７年にようやく厚生労働省が認可し、

○議長（吉田敏男君）

これにて、２番榊原

２００８年１２月から接種ができるようにな
りました。世界の実施諸国では全額国が負担

深雪君の一般質問を終わります。
ここで、暫時休憩をいたします。１０分間

する定期接種を実施しているのに対し、我が

休憩をいたします。１１時１０分再開といた

国は国の定期接種ではなく、個々人の判断

します。

と、個人が全額負担する任意接種となってい
ます。

午前１１時００分

休憩

午前１１時１０分

再開

日本は、ワクチン接種の後進国と言われて

休憩を閉じ、会議を

いますが、ただいま述べたように、乳幼児に

○議長（吉田敏男君）

とって、また子育て世代にとり脅威となるヒ

再開いたします。
一般質問を続行いたします。

ブ感染の予防を、私は子育て支援策として、

１３番

予防接種の促進と予防接種時の費用助成を積

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

通告書に従いまし

極的にすべきと考えます。町長の御所見を伺
います。

て、一般質問をさせていただきます。
乳幼児のヒブ感染を予防するワクチン接種

○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

の費用助成について。
ヒブとは、インフルエンザ菌ｂ型のこと

高道議員の一般質

問にお答えをいたします。

で、毎年冬季に猛威を振るうインフルエンザ

乳幼児のヒブ感染を予防するワクチン接種

ウイルスとは、名前が似ていますが全く別の

の費用助成についての御質問でございます

菌で、ヘモフィルス・インフルエンザ菌ｂ型

が、議員仰せのとおり、ヒブ菌とはヘモフィ

の細菌のことです。

ルス・インフルエンザ菌ｂ型という細菌のこ

このヒブの細菌は、日常的にのどや鼻に在

とを言い、１８９０年にインフルエンザ患者

菌しており、ヒブと呼ばれるのはヘモフィル

からこの菌が発見されたため、インフルエン

ス・インフルエンザ菌ｂ型のイニシャルを

ザ菌と命名されたという由来がございます。

― 15 ―

なお、ヒブ感染症とは細菌により発症する

による接種が進まない状況にあります。

感染症で、冬に流行するインフルエンザ等は

全道の公費助成状況といたしましては、５

ウイルスによることから、いわゆるインフル

月末で、ヒブワクチンが３５市町村、ＰＣＶ

エンザとは全く別の感染症でございます。先

７ワクチンにあっては６市町村において一部

ほど、議員の質問の中に大変危険なインフル

もしくは全額の公費助成を実施するという状

エンザという表現もございましたけれども、

況にあり、子宮頸がん予防ワクチンにおいて

これは大事なことでありますから、インフル

も、先日報道発表のあった幕別町を初めとし

エンザとは全く違うということで、ぜひ御認

た７市町村において一部もしくは全額の公費

識をいただきたいというふうに思います。

助成の実施状況と、増加をしてきておりま

そこで、ヒブ菌につきましては、人から人

す。また、他の市町村においても、公費助成

へと飛沫感染し、日常的に鼻喉腔に保菌され

に向けた検討着手に入っていると聞き及んで

ているとされ、この菌が知らないうちに血液

おります。

内に侵入し、肺炎や喉頭外炎、敗血症、細菌

今年度、十勝圏活性化推進期成会におい

性髄膜炎などの重い病気を引き起こします。

て、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチ

特に、細菌性髄膜炎は、治療を受けていても

ン、ＰＣＶ７ワクチン接種に関する公費助成

乳幼児の約５％、日本で年間約３０人が死亡

の実施に向け、国、道に対し要請を行うこと

し、約２５％、日本で年間約１５０人に発達

を決定し、近日中に要請行動を行う計画にあ

障害や知能障害、聴力障害などの重い後遺症

ります。

が残る重篤性の高い感染症で、原因となる細

このような状況の中、当町も保健予防と子
育て支援の拡充に向け、第１回定例会におけ

菌の６割強はヒブ菌とされております。
５歳未満の乳幼児は免疫力が低いことか

る高道議員からの子宮頸がんの予防ワクチン

ら、症状の進行が早く、さらに初期症状は風

接種に対する質疑、さらには４月上旬の公明

邪との区別がつきにくく、的確な診断が困難

党足寄女性局からの署名を添えた同様の御要

と言われ、重症化の末に病院小児科での髄液

望などを踏まえた上で、特に重症化につなが

検査による確定診断の後に専門治療が施され

る感染症に対する予防ワクチンの有効性に着

ますが、抗生物質の効かない耐性菌がふえて

目した検討を開始しております。

いることもあり、確定診断後の治療が難しく

個人責任のもとでの任意の予防接種ではあ

なってきていることからも、乳幼児にとって

りますが、感染症に対する十分な理解の啓発

最も怖い病気の一つとされ、ヒブワクチンの

や予防に対する正しい知識、情報等の発信、

接種による予防が非常に有効と言われており

副作用等のリスクと救済保障の低いこと等に

ます。

対する住民理解を得る中で、一つには、乳幼

細菌性髄膜炎の防止に向けては、ヒブワク

児の健康と将来の子孫を守る環境づくり、一

チンが平成２０年１２月に、小児用７価肺炎

つとして、小児科がなく発症時の受診が困難

球菌結合型ワクチン（ＰＣＶ７ワクチン）が

な環境への対策、一つとして、子育て世代の

平成２２年２月にそれぞれ認可され、この２

不安と経済的高負担への対策、一つとして、

種類のワクチンの接種により細菌性髄膜炎の

町財政を見据えた公費助成と個人負担のあり

９割近くを予防できる環境が整いました。し

方、一つとして、町内医療機関での接種実施

かし、任意の予防接種であることから、副作

の可能性、一つとして、予防接種を任意から

用等への健康被害に対する救済保障が低く、

法定とすように国へ要請等々を主眼として、

接種料金も、ヒブワクチンの場合、４回接種

３種類の予防ワクチンの任意接種に向けた公

で３万円以上、ＰＣＶ７ワクチンの場合、４

費助成のあり方について、議会の御意見も伺

回接種で４万円以上と高額なことから、個人

いながら前向きに検討したいと考えておりま

― 16 ―

感染し、そして不幸にしてとうとい命を失

す。
町の未来を担う子供たち命と健康を守るこ

い、また今も重度の障害の後遺症で苦しんで

とで、この町に住んでいてよかった、この町

いることは、心が痛みます。現在に至って

に生まれてよかったと思える町づくりに向

も、我が国がヒブワクチン接種を国の責任で

け、一層の子育て支援に向けた努力をしてま

実施し、全額負担する定期接種に踏み込んで

いる所存でありますので、御理解をいただき

いないことは、まことに残念なことでござい

まようお願い申し上げ、高道議員に対する答

ます。
ヒブによる重症感染症になる年齢は、７０

弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
１３番

再質問を許します。

％がゼロ歳から１歳未満の乳幼児と言われま
す。その感染源は、のどや鼻についた菌が血

高道洋子君。
ただいま町長のほ

液内に入り込み、菌は頭部の大脳・小脳・脊

うから大変前向きな、公費助成に対する検討

髄などの中枢神経に入り込んで細菌性髄膜炎

をしていると。公費助成を、今後細かな検討

の病気になります。細菌性髄膜炎を発病する

事項も踏まえた前向きの御答弁がございまし

と、発熱し、頭痛、嘔吐、けいれんを起こ

た。

し、またさらに喉頭外炎になると処置が大変

○１３番（高道洋子君）

また、大変詳しく御答弁がございましたけ

難しい。喉頭と気管を締め、呼吸困難で数分

れども、私からも、乳幼児にとりまして、ま

で窒息に至ると言われております。ヒブは、

た子育て世代に脅威となっているこのヒブに

病気が完治しても重い後遺症が残り、また、

ついて、いま一歩町長に理解をしていただく

喉頭外炎に進むととうとい命を失うなど、乳

ために、再度具体的な質問をいたしたいと

幼児にとって大変恐ろしい病気と認識すべき

思っております。

と思います。

ＷＨＯ（世界保健機構）は２０００年に、

また、このヒブが恐ろしいのは、乳幼児が

乳幼児の死亡に対して、問題として次の発表

ヒブに感染すると、発熱と頭痛、意識障害と

をしております。それは、世界の中で乳幼児

なっても、幼い乳幼児が頭痛などを訴えるこ

が、ワクチンの接種で防げるにもかかわら

とができないということです。このことを考

ず、はしかにかかり約７８万人が死亡し、ま

えただけでも、母親が幾ら我が子を注意深く

た次に、ヒブに感染して４６万人のとうとい

観察していましても、素人の母親が我が子が

乳幼児の命が失われていると発表されていま

ヒブに感染したなど知り得るすべはないと思

す。

います。ヒブ髄膜炎は、医者も初期症状で診

平成１９年にやっと我が国がヒブワクチン

断が大変難しい病気と言われ、またヒブを発

を認可する以前は、ヒブの脅威から我が子を

病してしまうと、現在、抗生物質がなかなか

守りたいと考え、個人でワクチン先進国から

効かないヒブがふえていて、乳幼児のヒブ髄

ワクチンを輸入し、我が子に接種したいと

膜炎治療が大変難しい病気を何としても予防

思っても実現できない状況が続いていまし

で抑えることが必要です。

た。平成１９年以前、ワクチンを輸入するこ

１問目でも申し上げましたが、日本国内で

とも接種することもできない国は、東南アジ

乳幼児２,０００人に１人にヒブが発生して

アでは日本と北朝鮮の２カ国であったと聞き

いるのに対し、ワクチン接種の先進国では、

まして、つい数年前まで我が国がそのような

ヒブは極めてまれな病気と言われています。

状況下であったことを知らなかった私は大変

ワクチンを接種した効果の一例を挙げたい
と思います。アメリカでは、２３年前にワク

ショックを受けました。
厚生労働省がヒブワクチン接種の認可をす

チンを認可して、ワクチン接種以降のヒブ感

るまでの間、どれほど多くの乳幼児がヒブに

染者は１００分の１に激減しています。ま
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た、イギリスにおいても、１８年前にワクチ

確実に防ぐことができると書いてあります

ンが認可され、ワクチン接種の６年後には、

が、町長、いかがでしょうか。足寄に住ん

５歳未満の乳幼児のヒブ感染は１０万人当た

で、子育てに頑張っている世代が安心して子

り ０ .６ 人 に 減 少 し た と 報 告 さ れ て お り ま

供を育てることができる環境づくりの一環と

す。

して、ヒブワクチンの接種の啓蒙と、積極的

ただいま申し上げた２カ国間の実態の報告

にヒブワクチンを受けることができる環境づ

で、ヒブに対する予防ワクチンの効果は歴然

くり、先ほどの町長の御答弁の中にも、本当

と思います。くどいようですが、感染初期症

に細かな環境づくり、それから小児科がなく

状に医者も窮するヒブの対策を、我が国は早

発症時の受診が困難な環境への対応とか、経

期にワクチンを認可してワクチン接種を実施

済的高負担への対策とか、また公費助成と個

されていたら、愛する我が子を失うこともな

人負担のあり方等々、具体的な御答弁がござ

く、また我が子が重い障害の後遺症で悩むこ

いましたが、これらをいつごろまでに、時期

ともなかったと考えるとき、本当に残念でな

的なものを言って申しわけないのですけど

りません。

も、私は即刻に、早急に検討されることを望

平成１９年に厚生省がやっとワクチン接種

んでこの質問をさせていただいたんですけれ

の認可をし、ヒブワクチンの予防年齢と接種

ども、いつごろできるのか、お答え願いたい

回数が決められました。これを見ると、ワク

と思います。

チンが予防に有効と言われる接種年齢と回数

○議長（吉田敏男君）

は３段階に分かれていて、第１段階は、生後

○町長（安久津勝彦君）

２カ月から７カ月の乳幼児は４回の接種が必

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

要とし、次に、生後７カ月から１年未満は３

いつごろということでございますけれど

回の接種が必要です。また、生後１年から５

も、条件が整えば、できるだけ早く対応して

歳未満の乳幼児は１回の接種が有効とされて

いきたいなというふうに考えているところで

います。現在、任意で接種するヒブワクチン

ございます。

の接種代金は、ゼロ歳から７カ月の乳幼児が

先ほども答弁の中で申し上げたとおり、今

４回接種するとおおよそ３万４,０００円く

考えているのは、３種類考えているところで

らいかかります。また、生後７カ月から１年

ございます。それは、子宮頸がんのワクチ

未満の３回の接種はおおよそ１万７,０００

ン、さらにはヒブ、さらには７カワクチンと

円ぐらいかかります。生後１年から５歳未満

いうことで。議員が仰せのとおり、予防接種

の１回の接種では８,５００円ぐらいかかる

の効能といいますか、重要性というのは、十

と言われています。こんなワクチンの接種代

勝の活性化期成会、これは帯広市も含む十勝

金は、若い子育て世代にとっては高額な出費

管内の全市町村で構成している活性化期成会

となります。

でありますけれども、本来、こういったこと

既にワクチン接種代金の助成や無料ワクチ

を予防していこうという部分については、

ン接種を開始している先進地の自治体では、

やっぱり公費負担で国がその経費も見ながら

ヒブワクチンはゼロ歳から生後７カ月までの

やっていくべきだろうと、こういう共通認識

乳幼児に４回接種することが最も有効なの

にも立っているわけでございます。

で、我が国が生後３カ月に実施しているジフ

新聞記事に載っていましたけども、今どの

テリア・破傷風・百日ぜき予防の３種混合ワ

ワクチンだったかというのはちょっと記憶に

クチンの４回実施にあわせて、ヒブワクチン

薄いわけでありますけども、一部、厚労省と

を接種しています。

してもそういう検討を始めているという情報

ヒブによる重症感染症は、ワクチンでほぼ

もございます。
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ですから、決して国の結果を待つのではな

れた新生児、はや１歳になった乳幼児もいる

くて、我が町としてどうすべきなのかという

かとも思いますけども、今年の４月、５月の

ことは先ほども御答弁したとおり、議会の御

新生児を加えましても７３名という、単純計

意見も伺いながら、これは文教委員会になる

算で、昨年とことし５月までで７３名おりま

かなというふうに思いますけども、議会と相

す。この人たちにワクチン接種、本来４回で

談もしながら、当然、公費助成をするという

すけれども、１回分の全額負担をしまして

ことになれば、それ相当の財源も必要になっ

も、１回でしたら８,４００円ですから、そ

てくるわけでありますから、そこら辺のこと

れに７３名を掛けましても６３万円。３,０

も含めて検討をさせていただきたいというふ

００円、２,０００円と６０万円を超えるぐ

うに思っているところでございます。

らいの金額ですが、しかし、接種１回だけで

もう一つ、難しいのは、いろんな予防接種

終了する５歳未満の人数を入れますと、おお

の中で後遺症の問題があるんですよね。です

よそ３５０名を超える人数となることから、

から、ここら辺のことも含めてどうなるのか

まずは急ぐこと、個人個人がワクチンを接種

と。例えば、子宮頸がんワクチンについて

しやすい金額にすること。その助成金の対応

も、一定の年齢以下全員を対象にしますよと

で乳幼児を守っていただきたいと願うわけで

言ったときに、方法も含めて、それぞれ病院

ございます。そのために、私も先を急ぐもの

に行ってやってくれと言うのか、当然、これ

ですから、子宮頸がん同様、ならないうち

は病院との相談も必要ですし、あるいは、学

に、なってしまえば大変なことになってしま

校でその他の予防接種を受けるときに対象者

うという、死に至るということもあって、一

は全員やるよと言うのか、いろんな方法論を

般質問に踏み切ったわけでございます。

含めて検討すべきことがかなりありますか

先ほど３４カ町村ですか、管内では新得町

ら、それらを一つ一つ、当然医療機関との相

が接種の一部助成ですね。それから、幌加内

談、あるいは学校との相談を含めて一つずつ

も全道に先駆けて始めております。５月現

整理をかけていきながら、できるだけ早い時

在、三十数自治体があるという御報告があり

期に結論を得たいというふうに思っておりま

ました。足寄においても、一刻も早い取り組

すので、御理解をいただきたいというふうに

みを願うものでございます。
大変具体的に検討されておりますので、少

思います。

し安心しましたけども、我が町が、乳幼児を

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１３番

高道洋子

り組むかという考えで質問いたしましたけど

君。
○１３番（高道洋子君）

危険な菌から守るのだという思いからどう取

町長から前向きな

も、最後にもう一度町長の所信を伺って、終
わりたいと思います。

力強い御答弁がございました。
こういう問題は、他町村がどうのこうのと

○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

か、隣がやったから我が町がやるということ

○町長（安久津勝彦君）

決意のほどは先ほ

ではなく、国費でやる定期接種はあるわけで

どからお答えしているとおりでございます。

すが、国費に先駆けて我が町が子育て支援の

答弁の中で、既に検討も開始しているのだ

ために実施するということが大事かと思うわ

ということも申し上げました。一部では、検

けです。

討するということはやらないということだと

足寄町における昨年度の新生児は６３名で

いう、そんな話も冗談半分にありますから、

した。今年度に入りまして４月に３名生まれ

原課のほうで、この三つのワクチンを仮に全

ました。５月に７名の新生児が誕生しており

額やった場合にどの程度の費用がかかるのか

ます。単純な計算をいたしますと、昨年生ま

というのは、もう既に試算もしていますか
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ら、参考までに担当課長のほうからちょっと

まだどういう形でいこうかということについ

そのことを答弁させていただいて、答弁にか

ては、そこまでについては踏み込んだ議論は

えたいというふうに思いますので、御理解い

まだされていません。
それと、先ほどのヒブワクチン等の接種時

ただきたいというふうに思います。
○議長（吉田敏男君）

期の話なんですけれども、通常言われており

福祉課長、答弁。
参考までに、３

ます３種混合ワクチンと同時接種ができると

種類のワクチンを全員に接種した場合の経費

いうことなものですから、これについては町

について御報告したいと思います。

内の３医療機関でワクチン接種が実施されて

○福祉課長（堀井昭治君）

まず、ヒブワクチンでございますけれど

おります。ですから、個々の病院それぞれに

も、１回当たりの単価を９,０００円と仮定

お願いをして、問診なり何なりしていただい

して計算しております。ゼロ歳から４歳ま

て、一緒に打っていただくという環境が整え

で、それぞれ３回、２回、１回という形の中

ば、足寄町のお母さんたちにおきましても、

でワクチンの接種という形になります。これ

わざわざ帯広とか札幌とかに行かなくても町

を全員に仮に打った場合ということの計算で

内で接種ができるということなものですか

いきますと、４３６万５,０００円の金額に

ら、その辺も研究を進めても、できればそう

なります。全員が仮に１００％打った場合で

いう形の中で同時接種ができればいいなと。

すね。もう一つの小児用の肺炎球菌７価ワク

もう一つの子宮頸がん予防ワクチンにつき

チン、これはゼロ歳から７歳までが推奨年齢

ましては、本来であれば学校現場で一斉ワク

ということになっております。これもまた１

チン接種ができれば一番いいのでしょうけれ

回から４回の接種が必要になってくると。仮

ども、なかなかその辺については、学校現場

にこれも全員の方が打った場合、４月末現在

の問題でございますとか、当然ワクチンでご

の人口でございますけれども、人数的に４８

ざいますから、打ってもいいと思う方、打ち

７人ということで１,２５８万５,０００円。

たくないと思う方、いろんな方がおられま

子宮頸がんワクチンにおきましては、これは

す。そういったことで、強制的な一斉なこと

１１歳から１４歳までの中学生の女子という

はできないということから、これもどのよう

ことで設定しております。１１３人で３回仮

にしていったらいいのか、これからの検討課

に打った場合、１００％接種で５０８万５,

題ということで時間をいただきたいなと思い

０００円。トータルで２,２０３万５,０００

ます。よろしくお願いします。
以上です。

円という試算の結果になっております。
今までのこういった任意のワクチンの接種

○議長（吉田敏男君）

率というのが、平均で見ていきますと６５％

君。

程度になっているんですね。６５％で仮に計

○１３番（高道洋子君）

算した場合、１,４３２万２,７５０円という

ました。

１３番

高道洋子

ありがとうござい

安久津町長の目玉商品、行政の執行の協働

数字になります。
特に、小さなお子様の場合ですと、体調の

のまちづくりと子育て支援ということも最初

管理もなかなか難しいということが一つござ

から伺っておりますので、どうかこの子育て

います。そういったことで、打ちたくても打

支援ですね、ワクチン接種を一日も早く実施

てない状況が相当数出てくるのかな、熱が出

されることを希望しまして、終わりたいと思

たりとかそういったことでですね。そういう

います。

ことで、もう少し接種率が下がるのでないか

○議長（吉田敏男君）

なと思いますけれども、これらの細かい検討

道洋子君の一般質問を終わります。

というのはこれからの話ということで、まだ

これにて、１３番高

これで、一般質問を終了いたします。
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ここで、暫時休憩をいたします。休憩中に
議会運営委員会をお開きいただきたいと存じ

本件について報告を求めます。
経済課長渡辺俊一君。
○経済課長（渡辺俊一君）

ます。

ただいま議題と

午前１１時４３分

休憩

なりました報告第１２号株式会社あしょろ農

午後

再開

産公社の経営状況の報告について御説明を申

○議長（吉田敏男君）

１時００分

休憩を閉じ、会議を

し上げます。
株式会社あしょろ農産公社の経営状況につ

再開いたします。

いて、地方自治法第２４３条の３第２項の規
◎

定により、別紙のとおり報告するものでござ

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

株式会社あしょろ農産公社の経営状況でご

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

います。
ざいますが、前期平成２０年度につきまして

井脇昌美君。
午

は、衛生管理上の点検及び確認のため製造を

前中に開催されました議会運営委員会の協議

一時休止したことから、大幅な製造数の減少

の結果を報告いたします。

を招くとともに、一時的に直販店での在庫不

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

これより、本日の日程に追加し、報告第１

足が生じたことが影響し、大幅な赤字額の計
上を余儀なくされました。

２号の報告を受けたいと思います。
次に、議案第６７号から議案第７２号まで

今期平成２１年度は、国のふるさと雇用再

の平成２２年度補正予算の提案説明を受けた

生特別対策推進事業補助金を活用し、地域ブ

後、即決で審議いたします。

ランド商品の開発や販路開拓に取り組むた

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

め、製造部門、営業部門に各１名を雇用する
とともに、付加価値をつけた地域ブランド化
の確立のため、製造部門の研修を積極的に行

委員会委員長の報告を終わります。

い、あわせてふるさと地域力発掘支援モデル
◎

事業導入による放牧ブランドを確立し、地域

日程追加の議決

○議長（吉田敏男君）

お諮りをいたしま

に愛される新製品の開発と地産地消に向けた
町民を対象とした乳製品づくりの体験実習

す。
足寄町議会会議規則第２２条の規定によ

と、各種交付金を活用した事業展開による営

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

業外収益の増加と経常経費の圧縮により、当

程に追加し、審議することにしたいと思いま

期純利益は２１７万９,０００円と５年ぶり

す。これに御異議ございませんか。

の黒字決算とし、当期未処分損失につきまし
ては１,２５７万５,０００円まで圧縮が図ら

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

れました。
また、町といたしましても、前年度赤字決

す。
したがって、追加議事日程のとおりに日程

算の要因となった製造及び衛生管理の改善が

に追加し、審議することに決定をいたしまし

製品の安定化を図る上で重要な課題となった

た。

ことから、国の交付金事業を導入し、内部改
修工事による対策を実施するとともに、製造
◎

技術の向上を図る観点から、十勝チーズ協議

報告第１２号
報告

会の協力による管内チーズ工房からの技術指

第１２号株式会社あしょろ農産公社の経営状

導要請や職員の各種研修など、側面的な支援

況の報告についての件を議題といたします。

を実施いたしました。

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１

― 21 ―

次期平成２２年度につきましても、カマン

実績が４万３,１０７ということで、計画対

ベールチーズやゴーダーチーズ等、主力製品

比は９２.７％だったということでございま

の製造の安定化を図り、あしょろ農産公社な

す。

らではの放牧チーズの一層のブランド化を進

以上でございます。

め、販売戦略の構築、製造技術の向上に努

○議長（吉田敏男君）

２番

め、事業拡大を目指すことで経営環境や財政

○２番（榊原深雪君）

売り上げ計画のこと

構造、販売、生産、情報管理等の抜本的な経

だったのですけど、それでよろしいですか。

営改善を実施し、魅力ある商品開発と販売戦

売り上げ計画の中で、２１年度実績があり

力の充実により健全経営への転換を図るとと

ますよね。そして、今年度の計画があります

もに、３年計画の２年目となるふるさと雇用

ね。そして、この２１年度の実績が計画と対

再生特別対策推進事業を引き続き実施し、安

比してどのようなパーセンテージになってい

定した収入の確保を図ることで盤石な経営基

るかということをお聞きしたかったんです。

盤を確立していくことが、総会で確認されま

これでいいですか。わかりました。そうした

した。

ら、９２.７％ととらえてよろしいですね。

榊原深雪君。

町民の皆様に愛され、また魅力ある商品開

そうしたら、今度のチーズ類の売り上げが

発と安定した製品づくりのために、町として

５００万弱計上されておりますけれども、こ

も今後も引き続き経営改善に向けた支援をし

れの意気込みというか、売り上げ計画の実績

てまいります。

が出るというところは、どういうところであ

なお、２ページからの平成２１年度第１８

りますでしょうか、この金額の。

期の決算報告書、それから６ページからの平

○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

成２２年度第１９期の事業計画及び経営計画

○町長（安久津勝彦君）

につきましては、去る６月４日に開催されま

の報告の冒頭にもあったとおり、前期１７期

した株主総会において議案として提案され、

につきましては、製品に雑菌が入ってしまっ

承認されております。

たということで、いっとき売れるものがな

先ほどの２１年度

以上で、株式会社あしょろ農産公社の経営

かったという状況がございまして、先ほど申

状況に関する報告とさせていただきますの

し上げたような実績に終わってしまったと。

で、よろしく御審議のほどお願いいたしま

ただ、一部、当然、昨年工場を改修した
り、あるいは技術研修したりして、後半はあ

す。
ただいまの報告に対

る程度製造も回復はしてきたのですけども、

し質疑を行います。質疑はございませんか。

そこと比較したときには、技術指導も昨年後

○議長（吉田敏男君）
２番

半から月１遍ペースで現地に技術者に来てい

榊原深雪君。
この議案書、今ずっ

ただいて指導を受けたやつを、今期からは月

と目を通したところでありますけれども、７

に２回から３回来ていただいて現地指導をい

ページ、売り上げ計画の中で２１年度の実績

ただくと。とりわけゴーダー、放牧チーズを

が書いてありますけれども、この実績は、２

中心に技術指導を受けるというようなことに

１年度の計画と比べて、対比がどのようにあ

なっていますから。ですから、これは計画と

らわれているんでしょうか。

いうことで載せておりますけども、順調に計

○議長（吉田敏男君）

画どおりいけば達成可能だろうと。

○２番（榊原深雪君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
私のほうからお答

ただ、問題は、やはり実績として売り上げ
が落ちてきていますから、こういうものとい

えをいたします。
２１年度の計画につきましては、４万６,

うのは、これまでの関係するお得意様といい

５００という計画に対しまして、２１年度の

ますか、そことの信頼関係をまずはしっかり
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回復しなくちゃいけないという、そういう難

そこで、先ほども課長の報告にあったとお

しさもありますけども、しかし、総会の中で

り、３年間の交付金事業のことしは２年目だ

もそこのところは会社としても新規開拓も含

ということなんです。ですから、総会の中で

めてしっかりと取り組んでいきたいというこ

も、会社のほうから、もう１年あるといって

とで、決して難しい計画ではないんだという

も、ことしはそこのところをしっかりやって

ことで確認しておりますので、私どもとして

めどをつけなければ、ずばり議員御指摘のと

も、このとおりいくように側面支援も必要な

おり、じゃ、３年過ぎた後どうなっちゃうの

のかなと、こんなふうに思っているところで

という、先が見えないということにもつなが

ございます。

りかねませんので、会社の決意としても、今
年度中にまずはしっかりしたいいものをつく

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
９番

る、そして販売にしっかりとつなげる。

他に。

それから、営業の関係につきましても、先

矢野利恵子君。
国のふるさと雇用

ほど報告したとおり、技術のほうに１名、そ

再生特別対策推進事業補助金があるから黒字

れから営業部門に１名雇用しましたというこ

になったということで、この補助金はたしか

とで報告しているとおり、そういった体制も

３年ぐらいしか続かないと聞いているので、

整えつつありますので、その点も含めてしっ

その３年後は一体どうするのか、また赤字に

かりと取り組んでいけるものだというふうに

なってしまうのか、そういうことが差し引き

私の立場からも期待もしておりますし、もち

すると予想されるので。

ろん、先ほど申し上げたとおり、町としても

○９番（矢野利恵子君）

聞くところによると、物販のほうの２階の

可能な支援をしていきたいなと、側面支援を

部分は赤字じゃないんだ、黒字をしているん

していきたいというふうに思っているところ

だと。問題は、チーズが売れないと。そうし

でございますので、御理解をいただきたいと

たら、チーズを売るために、例えばどんな企

いうふうに思います。

業でも営業して歩く人がいる。ここでも、営

以上でございます。

業して歩く人がいなければだめだと、ただ

○議長（吉田敏男君）

じっとお客さんを待っていただけでは、チー

君。

ズは売れない。頑張って、こんな料理の仕方

○９番（矢野利恵子君）

がありますよだとかって、売って歩く人を置

入れたんですか、それともことし。去年入れ

かなければいけないと思うわけだけれども、

て、この５００万の赤字なんですか。もっと

そういう対策というのはとられているのかど

営業する人を考えたほうがいいのかなという

うか、お聞きしたいと思います。

感じもするわけですけれども、やはり赤字に

○議長（吉田敏男君）

しないで、とんとんぐらいにいくだけの営業

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

９番

矢野利恵子

営業の１人は去年

をできる人というのは、いきなりは無理なの
かもしれないけれども、営業に本当に力を入

す。
議員おっしゃるとおり、先ほども課長の報

れていかなければだめだから、何とかその点

告の中にも触れておりましたとおり、国の交

をしっかりとやっていっていただきたいとい

付金事業を導入したと。この交付金が約７２

うことで、聞くことは終わらせていただきま

０万円ぐらい歳入として計上してございま

す。

す。ですから、仮にこれがなかったとすれ

○議長（吉田敏男君）

ば、大ざっぱな引き算で５００万ぐらいまた

○８番（高橋幸雄君）

赤だったのかなという、そんなことでござい

おっしゃいましたように、この事業、政府の

ます。

助成、補助金がございまして、こういう状況
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８番

高橋幸雄君。

先ほど９番議員も

は、実質町長が答弁されたように、事業外収

ですよ。

益をオンした上でこの状況ですよね。御案内

例えば、帯広の若者は、高速道路も今度２

のとおり、町長も答弁されていましたが、３

８日から無料化になりますのでなおさらのこ

カ年ということでありますれば、今、当該年

とですけど、今の現状でさえ、３時間ぐらい

度の事業計画も２００万円強ぐらいの黒字。

で札幌へお食事に行こうなんていう感じの時

税引き前の純利益の事業計画を組んでおりま

代背景ですので、ましてや交通アクセスが変

すよね。ということは、２１年度については

わってまいりますと、やはりリピーターの流

一定の工場内部のいろいろな問題、これは一

れが変わってまいりますよね。観光客の流れ

定の前年対比の売り上げの減額理由もわかる

が変わってまいりますんでね。

んですが、ただ、しかしながら、新年度の事

そういうことをかんがみたときに、この事

業計画も、２２年度の事業計画もこういう事

業外収益を見るのは３カ年ということで限定

業計画だといたしますれば、それほど前進し

されている。そして、なおかつ当該年度、つ

てないのかなと。２１年度と同様の事業状況

まり２２年度の事業計画が今示されているよ

でないにかかわらず、また当該年度の事業計

うな数字であるとすれば、かなり憂慮すべき

画を見ましても、税引き前の純利益が同様な

事態だなと。

額。要するに、同様な額と申し上げるのは、

私は、経営の方法論の中で９番議員が申し

営業外収益を入れてこの数字ということで見

上げたような手法があるのか、そういうこと

込むといたしましたら、何ら当該年度と変

もありましょうけど、いずれにしても、現状

わってないんだ。つまり、２１年度と変わっ

で報告を得た状況からいけば、かなり憂慮せ

てないんでないかと、こういう思いをいたす

ざるを得ないと。しかも、この事業について

んですよね。

は、３カ年ということの中で存廃も含めてや

まず、我々の任期中は、今回のこの事業に

ろうとして、この３カ年が正念場だと。つま

対しての報告について質疑できるのはきょう

り、３カ年が正念場というよりも、今２２年

だけなんですよね。決算年度があり、それか

度が私は正念場かなと思っているんですよ。

ら議会に対する地方自治法に基づく報告の時

３カ年の来年の２３年度ではなくて、２２年

期というのは６月定例会になりますのでね。

度が正念場かなと。そうすると、今、監査の

そういう意味からいきますと、これから１年

報告もちょっと見ましたが、財務的な、営業

先、しかも我々の任期中これが最後というこ

的なことが全く記載されていません。配付さ

とになるわけですよね。そういう観点から

れたのは先ほどですから、午前中にちょっと

も、我々議会としても一定の見識を示すべき

議会運営委員会で示されて初めてこの報告書

でないかという意味合いで今質疑をさせてい

を見せていただくので、まだ財務分析を私は

ただいているんですけど。

全くしておりませんけども、いとまがないと

新聞報道にありますように、高速道路の関

いうことで、もちろんわかりませんけれど

係によって道の駅、あそこのわんわんランド

も、ただ、さっと速読することによりますれ

というのでなくて、かけっこランドですか、

ば、かなりやっぱり危険ラインなのかなとい

たまたまあそこを利用させていただいて、最

う思いをしてならないんですよね。

近、とみに通いさせていただいている経過が

ただ、何回も申し上げますように、事業外

あるんですけども、日曜、土曜、平日も行っ

収益を得て、最終的なトータルが２００万強

ておりますと、一般の観光客の入りがどの程

の黒字で５カ年ぶりと言っているけれども、

度あるのかなというと、それほどやっぱり。

財務では確かにそのとおりでしょう。だけ

交通アクセスの関係によって流れが変わって

ど、内容はそうじゃないですよね。

きているんでないかなという思いもいたすん
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したがって、２１年度はそんなことの中

で、先ほどの前年対比の事業実績の話も出ま

とも少し、どうなんだというお話もさせてい

したけど、確かにそういう一定の理由づけは

ただいたところでございます。

ありましょうけども、しからば当該年度だっ

まず、先にそこのところでありますけれど

たら全くそのことの影響はないわけですか

も、先ほどもお答えしたとおり、昨年、施設

ら、事業計画にはね返ってくるのかなと思っ

の改修もしながら、また一方で技術指導。こ

てずっとページをめくってまいりますと、２

れは何かといいますと、昨年のときにも報告

１年度の分の実績は事業計画で２２.７％だ

したとおり、前社長イコール製造技術者が退

とおっしゃいますけど、それじゃ、今の２２

任をされて、新しい社長には前農協の組合長

年度の真っさらの状況でいきますれば、こん

の中野さんが就任いただいたということで、

な財務のあり方で私はいかがなものだろうか

実質技術者といいますか、一人前の技術者が

という思いがしてならないんですよ。それに

１名しか残らなかったということで、新たに

かかわる方は一生懸命お仕事に励んでいるこ

本当に即戦力の技術者ということも相当求め

とはよくわかりますけれども、その励んでい

たわけであります。

る方が云々ではなくて、やっぱりこういう時

具体的に何人かにもアタックしたわけであ
りますけども、来てすぐ製造できる技術を

代背景なんですね。
公共団体が一定の公金を投入して公社運営

持っている技術者というのはなかなか見つか

をしているわけですから、何らかの形で、こ

らなかったということで、１名の技術者とい

の１年間できちっと最後の勝負ぐらいの思い

うのは、これまた正直言って、平たい言葉で

でやっていただかないと、この事業計画で

言いますと一人前という方ではなくて、ドイ

いって、事業外収益があって２００万強、前

ツで少しチーズづくりをやってきたという女

年同様で６年度黒字だなんて来年の今ごろ報

性の方ですけども、この方を雇用できたのは

告するようでは、後はないのかなという思い

たしか７月か８月だったかなというふうに記

をしてならないんですが、この辺について首

憶しています。交付金としては、もう４月か

長としてどの程度の認識をお持ちなのか、

ら雇用していいよということだったんですけ

ちょっとお示しをいただくべきかと思います

ども、なかなか適任者が見つからなかったと

けれども、いかがでしょうか。

いうこともあって、そこまでずれ込んだと。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

いずれにしましても、製造の責任という

町長、答弁。
お答えをいたしま

か、職員としては２名ということになりまし
たけども、２名とも、じゃ一人前にしっかり

す。
今、まさに高橋議員からるるお話しいただ

できるのかというとそうではなくて、改めて

いたことを、私も取締役の一員として実は取

また御本人たちも１からということでいろん

締役会でも申し上げてきたところでございま

なところへの研修の派遣。それから、先ほど

す。

も報告したとおり、十勝のチーズ協議会でも

そこで、まず昨年の国の交付金事業が入っ

非常に足寄のチーズ工房というのは歴史も深

た上で、これは先ほど７００万強という歳

いということもあって、心配をいただいて、

入、それを入れて差し引きして２００万強の

いろんな御支援もいただいて、先ほど申し上

黒字計上。２２年度の計画はとなりますと、

げたとおり、昨年は後半だったですけども、

そこに二、三十万ぐらいオンされた利益しか

現場に来て指導してもらうのが一番だという

見ていないという、これはもうまさしくそこ

ことで、月に大体１遍ペースで来ていただい

だけの数字をとらえると本当にこのままで大

た。

丈夫なのかという疑問を抱くというのも、あ

これまた３月でしたか、私も帯広に行っ

る意味そうなのかなと。私自身も実はそのこ

て、協議会の方と社長と一緒にちょっとお話
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をさせていただいたんですけども、月に１遍

ふうに思います。

じゃまだまだ十分でないだろうということも

以上でございます。

アドバイスしていただいて、何とか月に２回

○議長（吉田敏男君）

８番

から３回来ていただけないかということで要

○８番（高橋幸雄君）

企業診断をしていた

請をしながら、これも実現ができたというこ

だいたり、そのことが今の事業展開に。企業

とで、今現在はもう月に３回ぐらい来ていた

診断していただいたら、たまたま政府の一定

だいているということでございます。

の補助政策があったと。それをオンして、３

高橋幸雄君。

ですから、計画としても、本当は私どもと

カ年で事業収益を得ると。これだと、まるっ

しても、交付金なしでもとんとんというとこ

きり私が診断士の資格なくても大体わかるよ

ろまではいってほしいなという思いもありま

うな話ですよね。大体小学生レベルの話。

したけれども、しかし、会社としては一足飛

ただ、そういうことは一定の国の施策、今

びにそこまでというのは、まだ技術指導も受

この事業を存続しているゆえの主要たる事業

けているということですから、そこまではな

収益として大事なこと。私はこのことについ

かなか書き切れないというようなことで、私

ては全く否定しませんし、この事業の問題に

自身も取締役会の中でもこの数字で了とした

ついて、きょう議会で一定のまないたに載せ

ところでございます。

たときの町長が今答弁されたような経過、そ

ただ、一方では、議員も仰せのとおり、私

のとおりですね。

も、あと２年この交付金事業が残っているけ

私は、それぞれ担っている人方に対して論

れども、ことしが正念場ですよと。そもそも

評するようなことを申し上げたくないんです

前期で大きな赤字を出したときに、これはも

よ。今一定の加工乳にかかわる職員の方、そ

う町としても存廃議論に入らざるを得ないよ

れからトップの方、いろいろなお話が今答弁

ということで、議会にも無理にお願いをし、

の中に出ましたけど、そのことに対して私は

経営診断なんかも予算を認めていただいて、

論評する気は毛頭ございません。

そんなこともくぐりながら、そこで国のこう

ただ、我々議会議員として、議会として一

いった交付金事業があるよというのがあった

定のこれだけの事業展開の中で血税を投入し

ものですから、議会でもこの交付金事業、あ

て、資本金注入している事業ということでご

るいは昨年の総会の時点でも、この交付金事

ざいますので、そういう視点からいきますれ

業が導入できるという前提であればというこ

ば、この事業体そのものが、先ほどちょっと

とで、そんな強い言い方もさせていただい

触れさせていただきましたけど、監査役がこ

た。幸いにして交付決定をいただいたという

の状況を踏まえて、町長も含む取締役、執行

ことなものですから、この３年間の中で何と

する方々に対して、この事業に対する御所見

しても立て直しをしようと。もっと言えば、

を示しているのか、その辺もちょっとお聞か

３年間の中間年に当たることしの２２年、こ

せ願いたいんですよね。

こがもうまさしく正念場だということで、こ

会社法が変わりまして、事業執行の中では

れは総会の場でも申し上げましたし、取締役

同等の、一定の責務があるはずなんだ、法律

会の中では特に私は声を大きくし申し上げ

的にも。どのようなコメントが取締役会に監

て、現中野社長も私の意を体していただい

査役から出て、そして、そのことが今の事業

て、ともかく社員一丸となって２２年度で何

に反映されていくのか、それが当該年度の先

としても黒字。もっと言えば、ここに数字を

に向かって、つまり今年度の分について反映

挙げているやつを上回るようなことでやって

されていくのか。これは全部明らかなわけで

いくという強い決意だということでございま

すから、町長も答弁されましたように、昨年

すので、ぜひ御理解をいただきたいなという

は７２％強、一定のチーズ工場のいろんなこ
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とがありまして製造実績がありませんでし

申し上げたのも一つの手法でございましょう

た。それはいいでしよう。だけども、今年度

けどね。そういうことも相あわせて、やっぱ

についての事業経過は全くない、もうきれい

りきちっと一体となってやっていかなければ

になったわけですから。町も普通の民間企業

困るんでないかなと。

では考えられないような血税を投入して、一

来年のこの時期になったら残り１年になり

定の製造に係る投資をいたしましたよね。こ

ますよね。一歩譲って３カ年はとりあえずい

れは資本金と全く関係なくやった経過、昨年

いでしょう、この状況で。翌年度はどうする

度やりましたね。そういうことで、今は万全

んですかということ。だから、昨年度、国の

になったわけですよ。普通の企業だったらそ

事業のふるさと雇用再生特別対策推進事業補

うではないですね。借り入れするか、何かの

助金をいただいて、この事業全廃も含めて

形で減価償却し、引き当てして落とすわけで

やっていく。この間にやるということは議会

すから。そうでなくて、これをやりました。

でも明言しておりますし、やっぱりそれに携

そういう実態があるもんですから、ことしは

わる方も一定の認識の一致点を見て、役員会

中間年であることは町長も私と同じ認識、正

で相当議論をして。
何せ経済行為なものですから。学者の学説

念場であることも認識ですけどね。
先ほどから申し上げている私の状況からい

は、一定の説を申し上げても、変わったら変

きますれば、２２年の状況を踏まえて、今の

わったなりで、また学者らしくそれに変わっ

質疑を踏まえて、来年、６月定例会でこの状

た理由を申し上げて職をなしている、評論家

況の報告があって審議できるかどうかについ

もそうですけどね。だけど、経済行為はそう

ては全く不確定なものですから、この際、明

でございませんよね。町民の血税も入れてい

確に申し上げておかなければならない。あな

ることは否めない事実なもんですから、これ

たが就任する前から一定の経過もございます

を踏まえて、規則に基づいて３回発言する機

ので、この辺から明らかにして、その辺の経

会がございますけれども、この程度にとどめ

営陣の認識の一致点をやっぱり見出していっ

て、それを踏まえて町長の御答弁をいただき

ていただかなければならないのかなと。町長

たいと存じます。

も、２２年度は当該年度のそういう状況の決

○議長（吉田敏男君）

算で、事業外収益を国からの助成金を入れて

○町長（安久津勝彦君）

２２０万強。それにオンすること３０万円ぐ

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

らいしか見ていないわけですから、私はこん

まず、とりわけ監査委員さんのこの事業運

な数字に何でなるのかなという思いをしてい

営に対する、特にここに載っていないこと以

るんですよ。

外のコメントということでございますけど

したがって、このことは専門家の目から見

も、総会のときにも経営全般に関することは

ても、先ほどの交通アクセスの問題、つまり

特に発言はございませんでしたけども、取締

高速道路の状況の整備を踏まえての交通量の

役会の中では、当然監査委員さんにも出席を

問題、交通量が多いのとないのでは、当然一

していただいて、それこそ削減できるものは

定の中で、それがどれだけこの施設に寄って

しっかり削減しなきゃいけないだとか、ここ

いただけるかどうかは別としても、一般論か

はこうだという、事細かく会社の社長とのや

らいくと多ければ多いほど有利で、使用率が

りとりの状況なんかも随時報告されているわ

仮に低くても多いということにつながるわけ

けでございます。

ですね。一方で、それに対応するのだった

当然、お二人の監査委員の方についても私

ら、やっぱり外販ですよね。それにどういう

ども取締役と同様に、ことしが正念場だとい

形で取り組んでいくのか。さっき９番議員が

う認識は共通認識として持っていただいてお
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りますし、今後においても、事務の進め方、

卸価格というのがございますから、しかし、

あるいは営業の進め方、あるいは営業経費の

そのことも含めて今年度はしっかりとそのこ

関係も含めて逐次しっかりと監査をいただき

とをやっていく。すなわち、売れるもの、い

ながら、この経営についての御指摘をいただ

いものをつくるということでございます。

けるものだというふうに思っております。

それと、先ほどの答弁にもう一つつけ加え

それから、先ほどちょっと答弁漏れしてし

させていただきますと、数字的になぜここに

まいましたけども、議員に御心配いただいて

あわられないのだということ。これをもう

おります、そもそも諸条件の変更、とりわけ

ちょっと説明させていただきますと、特に

高速道路ができたことによっての訪問者とい

ゴーダーチーズの８キロというやつは、熟成

いますか、来客者の数について先ほど申し上

に実は６カ月かかるということなんですよ。

げませんでした。

先ほどから申し上げているとおり、技術指導

これも総会の中で報告されているわけであ

を受けながらつくっていっているんですけど

りますけども、前年ついては２万６,９３５

も、今現在も在庫もあって、少しずつ商品に

名がレジを通過しております。それが、前

出していっているということなんですけど

期、昨年は２万６,０５８名と若干、８５０

も、これを自信を持って１００％大丈夫だよ

名程度下回っているということで、これにつ

というのは、前年の関係もあるものですか

いては、会社のほうとしても思った以上に

ら、工場なんかを全部改修しましたからさほ

減ってはいないなと。高速道路が１６年に開

ど心配はないのかなというふうに、淡い期待

通しましたから、まだまだ落ち込むのかなと

と言われたらそれまでかもしれませんけど

いうそんな思いもあったわけでありますけれ

も、いま一つ、やっぱり製造している工場長

ども、わずかな減少。パーセントであらわし

も絶対大丈夫だよということにはなかなかい

ますと３.３％の減少にとどまったというこ

かないということもあって、数字だけ見たら

とでございます。

本当にこれで大丈夫かと御心配いただくこと

また一方で、お買い上げをいただいている

につながっちゃうわけでありますけども、そ

客単価につきましては、２０年度は１,１９

んなこともあるんだということでございま

８円に対しまして、２１年度は１,２０７円

す。

ということで、お買い上げいただいている客

総会のときには、参加者には一応カマン

単価については、若干ではありますけども上

ベールチーズと放牧チーズを少量であります

がっているというような報告を承っておりま

けどもお配りをし、私はそこで私の分をあけ

す。

て、皆さんにとりあえず食べてみてというこ

部門別の決算のこともあれなんですけど

とをやったんですけど、なかなかよくなって

も、直売店は、先ほど矢野議員さんからお話

きているんでないかという評価もいただいて

もあったとおり、決してチーズ製品だけでは

いますから、このまま順調にいけば、当然売

ありませんけども、あそこの範囲では、むし

れるものはできるのかなと。あとは、矢野議

ろ赤字どころかちゃんと利益は出しているん

員さんも御指摘あったように、どうやって営

ですが、特に落ち込みが激しかったというの

業をしっかりやって、販売増につなげるかに

は、先ほどから申し上げているとおり、売る

かかっているなというふうに思っておりま

ものがなかったという状況がいっときあった

す。

ということで、外販部門が少し落ち込んだと

引き続き、私も取締役の一員でありますか

いうことでございます。ただ、利益率からい

ら、取締役会の中でも逐次その経過等々につ

くと、あそこの店で直接売るのが一番利益率

いても確認をしながら、今年度まさしく勝負

が高いのですね。やっぱり外販できますと、

の年、途中経過でことしの実績程度に終わっ
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てしまうということであれば、次年度、本当

はベストでないということも、相あわせて申

にこのまま継続していいのかという議論も、

し上げておきたいと思いますけどね。

場合によっては取締役会の中でもしていかな

それから、エーゼルケーゼ館の上なんか

くちゃいけないのかなと、そんなふうな思い

は、今から１０日ぐらい前ですかね、下刈り

もしております。そうならないように、私自

なんかして、旗も夜通し立っていると思うん

身もしっかりと意見等々を反映していきたい

ですけどね。朝８時ごろ行ったらもう立って

というふうに思っておりますので、御理解、

いますということは、朝に立てているんじゃ

さらには御指導もいただければということ

ないなということはわかります。細かいこと

で、御答弁とさせていただきます。

を申し上げるつもりでありませんけど、あの

○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

エリアを一体化して使って、事業の保守管理

○８番（高橋幸雄君）

２回でいいかと思い

のあり方も、恐らく今の事業公社にお任せし

ましたけど、町長の答弁に客単価の話もいろ

て一体管理をされているんだなというふうに

いろ出ましたり、詳細について御答弁いただ

認識しておりますけどね、そういうかかわる

きました。

分については。あわせて、あの辺の今の状

私は、各論についてこれ以上お尋ねいたし

況、例えば観光客があそこに寄ったときに、

ません。何せこの報告書を先ほどもらったば

普通、上まで上がる方はいますけど、下でと

かりですから、まだ何も目を通していないん

まる方ももちろんおって、階段上がって行く

で、質疑する状況ではないんですよね、事前

場合もある。

配付だったら、相当勉強させていただいたん

この間、上がって、しばらく見て、ずっと
一周した。別に業務執行を見るという、そう

ですけども。
そこで、最後に、３回目ですのでちょっと

いう気持ちではなくて見てまいりましたけど

お尋ねしたいんですけど、まず、今の全体計

も、ただ、我々議会の視察等でよそのいろん

画は正念場だと。今の事業収益は国からのふ

な施設にお邪魔したときに、非常に環境整備

るさと雇用再生補助金は来年度で終わりだ

が整っているなという思いで、客をお迎えし

と。しかしながら、先に向けて何とかやっぱ

て一定の収益を上げようとする施設等は、特

り持続していくべきだと思っているんですよ

にやっぱりそういう留意点が必要かなと思っ

ね。それと同時に、そのことを考えたとき

ているんですよ。

に、道の駅になっておりますんで、あの周辺

だから、あの辺一体化して、犬のわんわん

に最近行く機会が相当ございますので、あの

ランドの隣の施設は、（不明）のシラカバだ

辺の環境整備でありますとか、それから同時

けやっているあの場所はあいていますよね。

に建設した、きょう２番議員のホームページ

片方はわんわんランドで使って、私も使わせ

の関係でも出ました隣接の施設ですね、あれ

ていただいているんですけど、それを含めて

は建設時の段階の議会審議を僕は思い起こし

やっぱり周辺に相当人が来ている。５月以降

ているんですけれど、確かにあそこは地域の

でも書き切れないぐらいいっぱいになりまし

集会施設、多目的施設も併設し事業でありま

て、町内より町外が多いですね。黙って見て

すけど、一方で今みたいな状況で果たしてい

ますと、あそこの自動販売機のジュースを飲

いのかなという思いもしているんですよ。

んだり、時間が早い関係もあって、９時から

それからもう一つは、やっぱり道の駅に

の開店なもんですから食事ということにまい

なって、エーゼルケーゼ館の下側の、昔は水

りませんけど、上がっていく方は少ないなと

を流すべく設計して、今はあの中に草が生え

いう思いをしたけど、昼の食事どきに行け

ているんだね。草生えているからどうのこう

ば、友人が本州から来たとき一緒に食事に

の私は言うつもりはないんですよ。そのこと

行ったら、そのとき島田議員さんがお食事し
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ていて一緒にお会いしたことがありますけ

ることが、今の本体事業の展開にも一つのい

ど、いずれにしても、環境をもうちょっと一

い影響をもたらすのかなと、このように思う

体化して、お金を取って商売しているんだと

んですが、その辺についての見識を示してい

いうことをもうちょっと何らかの形で。その

ただきたいと思うが、いかがでしょうか。

ことによって、事業コストの問題もあります

○議長（吉田敏男君）

から、そのことも相あわせてやっぱり継続で

○町長（安久津勝彦君）

きるようなことをね。

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

ただ、私もこの議会の中で、財務を中心と

まず周辺の状況、チーズ工場外で、今、議

して、このような中途半端で９０％強の実績

員御指摘のとおり、周りに大きな変化といい

だったけど、ことしはそれでも２,１００万

ますか、まずはレークサイド２１が実は昨年

ぐらい、ことしの計画で３０万上乗せにな

撤退をせざるを得ないということで撤退をさ

る、そういうようなことばかりに終始するつ

れたということで、あそこの利活用も含めて

もりはないんですけど、いかにそのことの本

どうするのだと、どうあるべきかということ

体事業も持続しながら、全体のエリアという

も、原課を中心にいろいろ、あるいは地元の

ものを、あれだけやっぱり投資をしてやった

方々とも少し相談をさせていただいたところ

今までの歴史的経過もあるもんですから。

でありますけども、レークサイド２１自体で

仮に一歩譲って、あれがだめになって、公
社やめますとなったら、何に利用するんです

の再開というのはもう無理だという結論に達
しました。

かとなりますよね。間違っても３年後はそん

あの施設は御案内のとおりの施設でござい

なことにならないように、ことしと来年、そ

ますから、平たい話、だれかやらないかいと

の次の年のことを私は今申し上げているんで

いう、そういう簡単な話でもないということ

すけれどもね。だから、そういうことを踏ま

もございまして、ここは少し知恵を出さなく

えて、やっぱり一体的なこともね。もちろ

ちゃいけないなと。そういう意味では、少し

ん、事業そのものは取締役も含めて、トップ

時間がかかってしまうのかなというのが一つ

も含めて、公金を注入している足寄町長とし

ございます。

ても当然取締役の一員だから、このことは当

それとあと、つくった当時はあそこに、議

然必須要件ですけど、それを相あわせて全体

員お話しのとおり、少し水が流れるようなこ

のエリアをね。

とになっていて、ここ数年、実は流しており

そういう意味では、今の状況ではいかがな

ません。確かに、私の記憶では水源の問題も

ものだろうかという思いもちょっといたしま

あったというふうに思っていますけど、最近

すので、その場合のコストのかけ方ですよ

はちょっと確認を怠っております。

ね。といいますのは、設計がどうのこうのな

それから、ドッグランについても、あそこ

んて言っているほうがおかしな話ですから、

はもともとレークサイド２１でやっていただ

今の現状の中で、いかにもう一度行ってみた

いたわけでありますけども、これが撤退をさ

い施設の一つぐらいにね。

れるということの中で、これもだめかよとい

今、町長は、交通アクセスの高速道路は１

うふうに思ったんですが、ここは幸いにして

６年度から供用しているけど、３％ぐらい

利用者の方々、地域の方も含めて、何とか運

だ、微減だとおっしゃっているけども、すべ

営していただけるということになっていると

てそういうことになりますれば、この数字で

いうふうに聞いていますから、そこのところ

おさまるかどうかね、何せ観光客の流れが

は一つありますけれども、いずれにしまして

ちょっと変わっているような専門家の見識も

も、議員御指摘のとおり、あそこのチーズ工

ありますんで、その辺をトータルにひとつや

場周辺の環境整備も含めてどうあるべきなの

― 30 ―

かというのは、やっぱり近々に少し議論を

な報告も取締役会の中で社長から受けて、そ

し、少し方向性を持たなくちゃいけないのか

れにはまず社長あれたよね、ありがたい話だ

なというふうに思っております。

けれども、まずはあしょろ農産公社のまさし

当面としては、最近議員も行ったというこ

くブランド化を図りたいという、足寄は放牧

とでありますから、現場を見ていただいてい

のゴーダーチーズだよと、うちのチーズ工場

ると思いますけども、下から上がっていく階

も参加するから一緒になってやりたいと胸

段なんかも実は木でつくっていたんですけれ

張って言いたいよねという、そんな話もして

ども、これがやっぱりちょっと劣化をしてい

いるということも事実でございますから、い

るということもあって、一部それこそ平板も

ずれにしても、今、社長を先頭に、部長を含

持っていったりして利活用もしながら、近々

めて一丸となって、まさしく２２年度は正念

たしか階段の整備をし直すということになっ

場だということ。

ておりますので、そのことはそのこととしな

資料には添付しておりませんけども、総会

がら、周辺全体をどうするのかということ

議案の事業報告の中では、その決意の一端も

も、チーズ工場とは切り離して、行政として

述べられておりまして、総会の中でもそのこ

あの地区をどうするのかということは、早急

とをしっかりと株主の皆さん方にもお伝えを

に検討しながら方向づけをしていきたいなと

しているということでございますから、私自

いうふうに思っております。

身も首長という立場でいけば、取締役と兼ね

それからまた、もう一つ心配をいただいて

ていますからなかなか表現は難しいんですけ

います本体の部分の、２２年度が正念場だと

ども、首長の立場としては、ともかくことし

言っているが、本当に大丈夫かということで

に期待をして、また取締役の一員としては、

ございますけれども、もう一つあるのは、こ

ともかくことし、来年はないぞなんていうこ

れまた十勝のチーズ協議会の中で、前からう

とにならないように、私自身も努力をしてま

ちのチーズ工場も協議会には加盟をしていた

いりたいというふうに考えておりますので、

ようでありますけども、私もちょっと承知し

御理解賜りたいというふうに思います。

ていなかったんですが、余り参加していな

以上でございます。

かったと。ところが、社長がかわったことに

○議長（吉田敏男君）

よって、足寄は大丈夫かということで声がか

せんか。

かって、やっぱり入っているんだから参加を

１２番

他に質疑はございま

大久保優君。

せというようなことで、今の社長になってか

○１２番（大久保

優君）

らともかく参加をさせていただいて、その中

もいろいろそういう話。

今、８番議員等

でいろんなアドバイスもいただきながら、先

製造の一番大事なことは、やはり製造原価

ほど申し上げた技術指導のところにもつな

の低減と品質の向上、販路の拡大ですよね。

がっていると。

これが最大の原則です。農産公社がこれから

今、チーズ協議会自体としても、それぞれ

長く営業していくためには、その努力を怠る

十勝に工房が結構あるんですが、それぞれの

と多分中断、何もできなくなると思うんで

工房が競争し合うということも一つあると。

す。

だけど、お互いが売るときに、例えばイベン

それで、要するに道路環境の問題のいろい

ト等で十勝のチーズということで、固まって

ろ話がありましたけど、社会環境と同じく、

まとまってやれば経費の節減にもなるだろう

人の流動というのは常に変わりますよね。自

と。ただ、その前提は、それぞれの工房が、

社の物販に頼る販売だと、すごく弱い体質だ

我が工房のチーズはこれだよと自慢できるよ

と思います。だから、いかに外販をするか、

うなものができて初めてということで、そん

表で販売してもらうかがこれからの営業の第
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一条件だと思います。今、半分以下にも至っ

いろいろチーズ協議会のほうからもアドバイ

てないですよね。必ず営業して外販してもら

スを社長自身も受けているようでありますけ

うと。これにウエートを持っていかないと、

ども、本当は製造している者が販売にかかわ

これから成り立たんと思います。

る。すなわち、製造過程なんかの説明もしな

そして、２年間の間に企業体質を改善する

がら売っていくというのが一番いいのだよと

こと。当然、管理者も好ましいと言えないよ

いう、こんなアドバイスもいただいているよ

うな顔ぶれだし、そして、これから将来的に

うでございます。そのことを含めて、社長に

どうするかということは、やはりこの農産公

もいろんな考えがあるというふうに思ってお

社が独立してやっていく方向で持っていくこ

りますから、そのことはまた取締役会の中で

と。いつまでも町がタッチする三セクの公社

もしっかりと一員として意見を言いながら、

でやらないように体質改善をしていくこと。

一刻も早くいいものをまずはつくる。そし

早くこの農産公社を企業改善して、独立して

て、売り先をしっかり確保するというような

やる方向に持っていくことがベストだと思い

ことに努めてまいりたいというふうに思いま

ます。

すので、御理解いただきたいといふうに思い

それで、これからあと２年、融資があって

ます。

やるわけなんですけども、その間にできるだ

以上でございます。

け技術者の育成と販路の拡大をやって、独立

○議長（吉田敏男君）

させることが最後の目的だと思いますんで、

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

それを今後に向けてしっかりとやっていって
ほしいんですけど。外販が最大の仕事だと思

○議長（吉田敏男君）

いますので、その辺心得てやっていただきた

ります。

○町長（安久津勝彦君）

これで、質疑を終わ

これをもって、報告を終わります。

いと思います。
○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

町長、答弁。
議員御指摘のとお

◎

議案第６７号から議案第７２号まで

り、まず首長という立場でいきますと、現下

○議長（吉田敏男君）

の状況からいきますと、三セク方式というの

第６７号平成２２年度足寄町一般会計補正予

は、可能であればできるだけ早いうちに解消

算（第２号）の件から追加日程第７

していきたいなという思いを持っているのは

７２号平成２２年度足寄町上水道事業会計補

事実でございます。

正予算（第１号）までの６件を一括議題とい

ただ、今の状況でいきますと、現実、出資

議案
議案第

たします。
本件について、提案理由の説明を求めま

金に手がついているような状況でございます
から、目下はまさしく先ほどから言っている

追加日程第２

す。

とおり、ことしが正念場と言っておりますけ

町長安久津勝彦君。

ども、ともかく出資金に手をついているやつ

○町長（安久津勝彦君）

をもとに戻すと。もとに戻すと言ったら

りました議案第６７号平成２２年度足寄町一

ちょっと表現が悪いですけども、繰越損失を

般会計補正予算（第２号）から議案第７２号

一刻も早く解消するということが一番肝要な

平成２２年度足寄町上水道事業会計補正予算

ことだというふうに思っております。

（第１号）まで、一括提案理由の御説明を申

それから、昨年、ちょっと売り物がなく

ただいま議題とな

し上げます。

て、外販が大きな落ち込みということになっ

なお、今回からちょっと説明の仕方を従来

ておりますけども、取締役の立場としては、

と少し変えまして、事前配付されているとい

やはりしっかりと営業体制をとって、これも

うこともありますから、少し大ざっぱな提案
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説明となるということで御理解を賜りたいと

般４３万１,０００円程度を計上させていた

いうふうに思います。

だきました。

それでは、１ページをお願いいたします。

次に、１６ページになります。１６ペー

議案第６７号平成２２年度足寄町一般会計補

ジ、農林水産業費、林業費におきまして、Ｊ

正予算（第２号）について御説明申し上げま

−ＶＥＲ制度に伴います交付金の積立金を計

す。

上いたしました。さらに、土木費、土木管理

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

費、地籍調査費におきまして、地籍調査地番

億５,９６２万３,０００円を追加し、歳入歳

図の移動修正業務を行う経費を計上いたして

出予算の総額を歳入歳出それぞれ７９億１,

おります。

６５６万５,０００円とするものでございま

次に、１８ページになりますが、本年度か
ら平成２７年度完成を目途として豊栄橋かけ

す。
歳出の主な事項から御説明申し上げます。

かえ事業に着手する運びとなり、本年度の予

まずもって、行政報告もさせていただきま

備設計、地質調査費の事業費負担金といたし

したけれども、Ｊ−ＶＥＲ制度によります温

まして北海道より提示がありましたので、道

室効果ガス排出削減のクレジット算出の認証

路橋梁費、道路新設改良費に８６７万９,０

に当たり、ペレットボイラーに電力量計を設

００円を計上させていただきました。

置し、明確な二酸化炭素削減量を測定すると

次に、都市計画費、都市計画総務費におき

ともに、クレジット量の増加を目指すため

まして、常盤のパークゴルフ場拡張に伴う里

に、庁舎及び子どもセンターのペレットボイ

見が丘公園都市計画決定変更業務経費、さら

ラーに取りつける費用といたしまして、１２

にはまちづくり交付金事業費におきまして、

ページの総務費、総務管理費、庁舎管理費の

銀河ホール２１改修工事といたしまして建物

中で役場庁舎のペレットボイラーにつける機

本体の改修工事費、この改修工事費につきま

械ということで１０万８,０００円を計上し

しては１億７,１５４万９,０００円を計上さ

ておりますし、さらには１４ページ、民生

せていただきました。

費、児童福祉費、子どもセンター運営費にお
きまして５万５,０００円という、それぞれ

以上で歳出の説明を終わらせていただき、
歳入の説明をさせていただきます。
８ページにお戻りください。８ページにお

所要の額を計上させていただきました。
次に、銀河ホール周辺整備等にかかわりま

きまして、歳出の財源といたしまして、まち

す旧ふるさと銀河線用地を土地開発基金で購

づくり交付金事業費に伴います交付金、繰入

入しておりますものを買い戻す予算といたし

金といたしまして、土地区画整理基金条例の

まして、１２ページの総務費、総務管理費、

基金保有額の変更によります基金繰入金、銀

財産管理費において１３５万４,０００円、

河ホール改修経費のためにふるさと銀河線跡

さらには１８ページの土木費、都市計画費、

地活用等振興基金の繰り入れ、あわせて過疎

まちづくり交付金事業費において４,０９４

対策事業債を見込んでおります。また、森林

万３,０００円を計上させていただいており

バイオマス吸収量活用事業交付金が主な歳入

ます。

となっております。

次に、１４ページになります。１４ページ

次に、４ページにお戻りをいただきたいと

において、衛生費、保健衛生費におきまし

いうふうに思います。４ページ、第２表にお

て、本年度から福祉課参事を配置し、医療と

きまして、地方債補正、変更１件をお願いし

介護・福祉等の連携システムの構築を図るこ

てございます。

ととしておりますが、この事業遂行の事務費
については未計上でありましたことから、今

以上で、一般会計の補正予算の説明とさせ
ていただきます。

― 33 ―

次に、特別会計について御説明を申し上げ

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,８９
７万４,０００円とするものでございます。

ます。
２１ページをお願いいたします。２１ペー

歳出につきましては、土地区画整理事業に

ジ、議案第６８号平成２２年度足寄町国民健

伴います区画道路整備工事、水道配水管拡張

康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

工事負担金、移転補償費を計上しておりま

いて御説明を申し上げます。

す。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３
５５万１,０００円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ１１億３,７７２

歳入につきましては、一般会計からの繰入
金、町債で財源調整をいたしております。
５４ページをお願いします。５４ページに
おきまして、第２表地方債補正、変更１件を

万１,０００円とするものでございます。
補正の内容でございますが、歳入歳出とも
特に説明すべき事項がございませんので、説

お願いしております。
次に、６１ページをお願いいたします。６
１ページ、議案第７２号平成２２年度足寄町

明を省略させていただきます。
次に、２９ページをお願いいたします。２
９ページ、議案第６９号平成２２年度足寄町
老人保健特別会計補正予算（第１号）につい

上水道事業会計補正予算（第１号）について
御説明申し上げます。
資本的収入及び支出の総額に、資本的収入
額１,４０８万円、資本的支出額２,２７３万

て御説明を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

３,０００円をそれぞれ追加し、資本的収入

５４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

の総額を６,７１４万円に、資本的支出の総

入歳出それぞれ３６１万３,０００円とする

額を１億２,８２９万８,０００円とするもの

ものでございます。

でございます。資本的収入額が資本的支出額

補正の内容でございますが、歳入歳出とも

に対して不足する額６,１１５万８,０００円

特に説明すべき事項がございませんので、説

は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的

明を省略させていただきます。

収支調整額を３５８万６,０００円に、建設

次に、３７ページをお願いいたします。３
７ページ、議案第７０号平成２２年度足寄町
介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

改良積立金を２,６３０万３,０００円にそれ
ぞれ改め、補てんするものであります。
補正の内容につきましては、土地区画整理
事業における道路整備にかかわる配水管の移

て御説明を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

設・拡張工事費であります。

５３万２,０００円を追加し、歳入歳出予算

以上で、議案第６７号平成２２年度足寄町

の総額を歳入歳出それぞれ６億９,２６６万

一般会計補正予算（第２号）から議案第７２

９,０００円とするものでございます。

号平成２２年度足寄町上水道事業会計補正予

補正の内容につきましては、歳入歳出とも

算（第１号）まで、一括提案理由を申し上げ

特に説明すべき事項がございませんので、説

ました。御審議のほどよろしくお願い申し上

明を省略させていただきます。

げます。

次に、５３ページをお願いいたします。５
３ページ、議案第７１号平成２２年度足寄町

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業

これから、議案第６７号平成２２年度足寄

特別会計補正予算（第２号）について御説明

町一般会計補正予算（第２号）の件の質疑を

を申し上げます。

行います。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
３,４３５万７,０００円を追加し、歳入歳出

１２ページをお開きください。歳出から始
めます。款で進めます。
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第２款総務費、質疑はございませんか。

ているわけなんですけれども、ここでのいろ

（「なし」と呼ぶ者あり）

いろな政策に向けた協議、こういったものが

○議長（吉田敏男君）

第３款民生費、質疑

ということで、相当新しい情報でございます

はございませんか。

とかこういったものが得られることが期待さ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第４款衛生費、質疑

れます。まず、ここで何かのそういった研修
会等があるときに行ってみようというのが、

はございませんか。
１３番

直接厚労省のほうとのパイプになってくれる

東京のまず第一の考え方でございます。

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

衛生費のところで

あと、消耗品それから負担金につきまして
は、これもまるっきり想定なんでございます

お伺いいたします。
衛生費の中で、今回、医療と介護・福祉な

けれども、仮にこういった地域連携等にかか

どの連携システム構築事業の旅費として４３

わる会議が札幌等で開催されたときに、必要

万１,０００円が計上されておりますが、私

となるだろうと思われる負担金でございます

の知るところでは、今までの職員が出張する

とか資料代、こういったものを想定して計上

旅費としては結構高額であります。説明資料

しております。ということで、仮にそういっ

によるといろいろ書いてありましたけども、

た会議等がない場合については、減額という

出張先、期間等についてまずお知らせくださ

こともあり得るかなと思います。
旅費については、多分、できる限りそう

い。
また、需用費、負担金も計上されておりま

ら新しいことをやるに当たってのアイデアに

すが、お願いします。
○議長（吉田敏男君）

いった情報収集、それから情報交換、それか

福祉課長、答弁。

○福祉課長（堀井昭治君）

お答えいたしま

対する国の政策として取り上げていただきた
いという要望ですね、こういったことにでき
る限り使っていきたいというふうに考えてお

す。
説 明 資 料 の 中 で 、 旅 費 ４ ０ 万 １ ,０ ０ ０
円、需用費１万５,０００円、負担金補助及
び交付金１万５,０００円ということで記載

ります。
内容については、今言ったとおり、漠然と
しております。
以上、お答えいたします。

されております。
具体的な出張の目的内容、それから期間、

○議長（吉田敏男君）

１３番

高道洋子

行き先等についての御質問でございますが、

君。

何せ初めての事業ということで、いろいろな

○１３番（高道洋子君）

情報の収集でございますとか、それから上部

て、多分これは本州方面なんだろうなという

官庁、特に厚生労働省との打ち合わせ、そう

ことは想定されたんですが、この説明資料を

いったものが想定されるだろうということの

見ますと、高齢者が人口の３３％になったの

前提での旅費の計上でございます。というこ

で、医療と介護・福祉・保健を効果的に連携

とで、内容的には東京方面へ２回ほど、それ

して、高齢者を要介護状態にしないためのシ

からあと札幌の北海道厚生労働部局との打ち

ステムづくりというふうにあります。北海道

合わせに６回ほど計画をしているということ

でも３３％前後の市町村は結構今やあるよう

です。具体的な期間等については、その都度

に思いますが、本州まで行かなくても、道内

ということで、特別に決まってはおりませ

でもそういう先進地なんかがなかったのかど

ん。

うなのか、どうでしょうか。

東京の主な内容といたしましては、福祉自
治体ユニットというところに足寄町も加入し

○議長（吉田敏男君）

金額からいきまし

福祉課長、答弁。

○福祉課長（堀井昭治君）
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お答えします。

この旅費は、いわゆる先進地等の視察でご

おっしゃっていることの趣旨は、今、介護保

ざいますとか研修でございますとか、こう

険制度になってから一定年数経過しています

いったことは想定しておりません。あくまで

よね。それで、一番の質疑をしたい趣旨とい

も上部官庁、それから上部政策団体との意見

うのは、医療と介護・福祉の連携システムの

交換でございますとか、新しくやろうとして

構築事業なものですから、介護制度導入に

いることに対する助言をいただくとか、直接

なってから、こういう連携システムを構築し

のお話ができればという考え方でいるという

ている地方公共団体はないんですかというこ

ことでございます。

となんですよね、視察に行くとか見に行くと
かでなくて。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

１３番

高道洋子

例えば、相当古い話になりますけど、空知
の広域連合なんかは、北という町長さんが、

君。
わかりました。そ

最初に行ったときは議長をやっていました

ういう研修とかを受けに行くということです

が、次に行ったら町長をやっていましたけ

ね。

ど、相当進んでいるんですね、十勝支庁から

○１３番（高道洋子君）

道内でも、退院後の療養環境を保障するシ
ステムということで、何らか取り組んでいる
先進地の調査なんかを今までしたことがある

見ましたら。それはそれで一定の広域の関係
でしたけど。
問題は、今、提案されている予算が何のた

のかどうかだけ伺います。

めの予算かというと、医療と介護と福祉の連

○議長（吉田敏男君）

携システムを構築するための予算ですよとい

福祉課長、答弁。

○福祉課長（堀井昭治君）

お答えいたしま

うことなもんですから、質疑者は、しからば
一定の介護保険制度が経過している昨今、他

す。
介護保険が始まって１０年間ということ

の公共団体でこういうシステムを構築してい

で、いろいろな施策が各町で行われておりま

る先進公共団体はないんでしょうかというこ

す。私も昨年からの福祉課長なものですか

となんですね。もう少し補足して言わせてい

ら、それ以前のことについては詳しくはわ

ただけば、あるとすれば相当。

かっていないんですけれども、福祉課独自で

この種の介護制度導入になってから、当初

医療と福祉と介護との連携に関するいわゆる

の立ち上げのとき、僕もたしか文教委員長

視察とか研修とかそういったものについての

だったか記憶は定かでないけど、北大の前沢

実績は、ないのではないかなというふうに考

教授と一緒に、前沢先生が座長をやって、最

えています。議会の文教厚生常任委員会等の

初は香川町政のころでしたね。一連のいろん

研修、調査の中では、同行して行ってきては

な経過の経験則が私はあるもんですから。今

おりますけれども、福祉課独自では多分やっ

この時代なもんですから、あえてこういうこ

てはいないのかなというふうに思います。

とに取り組む先進事例というのがあって、そ

ただ、道の段階でのそういった町村間の交

して、これはいいと、足寄町もこういうこと

流といいますか、意見交換等の中でお話を聞

で取り組もうということが、高額の旅費を使

いたりとか、こういったことはあるかなと思

わなくてもそれを導入できるような先進地調

います。

査はないんですかという。あるとすれば、こ
の旅費なんていうのはいかがなもんでしょう

以上です。
○議長（吉田敏男君）

他に、衛生費、質疑

かどうか、そういう思いがあるんですね。

はございませんか。
８番

その辺については私自身も承知しておりま

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

かというようなことまで、蛇足の質疑がある

今の１３番議員の

せんので、このシステム構築のある公共団体
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が道内にあるのかどうか、その辺の確認をま
ず最初に。質疑の趣旨はそういうことなもん

ところまで分析をまずしっかりやると。
ですから、特養でところはもう既に調査を

ですから、いかがでしょうかね。

終わって、先日も高齢者福祉のモニター会議

○議長（吉田敏男君）

でも、参事のほうからスライドを使って報告

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
私のほうからお答

を受けました。１００名強の町の人がいらっ
しゃいますけども、じゃ、待っている方で、

えをいたします。
それぞれの自治体でいろんな福祉行政を取

介護認定を受けていますけども、どういう状

り進めているわけでありますから、当然、先

況ですかということも、例えば介護度５の人

進してやっているところもあるということは

が何名ですよ、４の人が何名ですよというこ

承知もしております。ただ、具体的詳細まで

ともつぶさに報告をいただいております。

については、福祉課のほうでどこまで押さえ

それから、足寄町では当然入り切れており

ているかというのは私も１００％掌握はして

ませんから、じゃ、他町村の施設にお世話に

おりませんけども。

なっているお年寄りが何人いるのかというこ

ただ、この考え方をちょっと申し上げたの

とも既に調査が終わっております。一番多い

は私の考えで、残り２期１年ちょっとという

のは、陸別町にお世話になっているという方

中で、３月に開催しました１定の執行方針の

がたくさんいらっしゃるわけであります。

中で触れさせていただいたわけでありますけ

今、一例を申し上げましたけれども、そん

ども、実は介護保険制度もたしか２４年から

なことも含めて、また一方では、今の足寄町

また見直しにかかる予定で、もう既に厚労省

の国保病院は御理解をいただいて療養病床を

としては今年度から見直し作業に着手をする

なくして、一般病床の６０床ということに

というような状況。そういう状況はそれとし

なっておりますけども、１年以上の在院日数

て、私がこのことを打ち出した思いというの

の方が何人いらっしゃるかというと、もう１

何かといいますと、そのときにも申し上げた

０名を超えている状況だと。要するに、行く

というふうに記憶しておりますけども、我が

場所がない。これはちょっと乱暴な言い方か

町の福祉にかかわる、とりわけ高齢者にかか

もしれませんけども、少なくとも一般療養病

わる介護の問題等々含めて見たときに、我が

床だからすぐ出ていけということになりませ

町が他町村との比較、管内状況からいきます

んから、そのことも対応しなくちゃいけな

と、うちの町は劣っているのかというと、決

い。ただ、１年以上超えて置いておけば置い

して私はそう思っておりません。むしろ、子

ておくほど病院の収益も下がるというのも事

育て支援も含めて一定の位置は占めているな

実であります。病院の経営も決していい状況

というふうには思っております。

でありませんし、一般会計から多額の繰り出

ただ、現実問題として、じゃ、今の現状で

しもしているという状況もございます。

町民の皆さん方が、とりわけ介護を必要とす

ですから、そういったことも含めて、現状

るお年寄りの方々が満足できる、あるいは介

をしっかり分析して、仮に足寄町で必要な施

護をしている家族の方々が満足している状況

設、例えばグループホームが必要なのか、あ

にあるのか。一例を挙げますと、今の特別養

るいは特別養護老人ホームが必要なのか、あ

護老人ホームはどういう状況になっているか

るいは十勝でいきますと、鹿追町が今、高齢

というと、５６床持っておりますけども、

者専用住宅の着工になっています。鹿追町長

いっぱいであります。待機者については、数

に、そのうちにちょっと調査に行かせてくれ

だけ言いますと１００名を超えております。

というお願いはしておりますけども、この施

まずは専任者を配置して何をしたいかという

設も、私はある意味おもしろいのかなと。お

と、今の足寄町の現状をもうちょっと細かな

もしろいという表現はよくないかもしれませ
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道内の先進地の事例なんかについても、当

ん。
特別養護老人ホームですとか、あるいはグ

然、情報収集も含めて、現地に行くかどうか

ループホームということになりますと、当然

も含めて、それなりにまた実施をしていく考

介護保険料と密接な関係があるんですね。定

えということでございますので、御理解をい

員がふえて、そこにお世話になるお年寄りが

ただきたいというふうに思います。

ふえると、当然、介護保険料が上がっちゃう

以上でございます。

んですよ。でも、必要だということであれ

○議長（吉田敏男君）

８番

ば、それも選択肢の一つだというふうに思っ

○８番（高橋幸雄君）

今の予算説明資料に

ていますけども、そこら辺の兼ね合いも含め

ある文言でいけば、私も３３％の中に入って

て、さらには一番介護が必要かどうか、介護

いる１人ですよね。また一方で、プライベー

認定も含めて、やっぱり医療機関との連携も

トなことをもう一つつけ加えさせていただけ

必要だということもあって、まずは現状分析

ば、母も特養にお世話になっているという、

から始まって、医療連携をどうするのか。あ

そういう実態。いずれ私は特養よりもお寺さ

るいは、これからますますふえるであろう高

んにお世話になるのが早いかなと私は思って

齢者の方、もっと言えば、介護を必要とする

いますけどね。

高橋幸雄君。

方がますますふえるだろうと想定される。

いずれにいたしましても、全体の中では、

じゃ、そのときに、今の特別養護老人ホー

今、町長もおっしゃって理念に私は全く否定

ム、あるいは民間で運営していただいていま

するものでも何物でもなくて、あってしかる

すケアハウス、あるいはグループホーム、こ

べきかなと、むしろ遅かったんではないのか

れで足りるのか。足りないとすれば何が必要

なという思いをしていますね。

なのかということを、できるできないはまた

ただ、あなたが２期目に打って出たとき

また別でありますけども、可能性を探りたい

に、こういう医療連携がまさに当時始まって

という意味で専任者を配置をしたということ

たわけだよ。こういう（不明）をしながら、

でございます。

今ごろ仕上げていくということのほうが私は

そこで、とりわけ今この予算計上をさせて

ベストでなかったのかなと。

いただいた分については、先進地の情報収集

今、町長が答弁されたことは、一番短絡的

は当然しますけども、とりあえずここで計上

に考えたら、特養の数がたくさんふえて、今

させていただいたというのは、仮に制度・政

の待機とかなんか、他の議員も本会議で言っ

策にかかわる問題、あるいはこの施設が必要

たことがありますけれども、今、国との絡み

であるということになるとすれば、その可能

の中、それから病院の状況だって、医療法の

性も探らなくちゃいけないというようなこと

改正に伴っていろんなことがある。社会的入

でございます。

院なんていう言葉が出るくらいで、嫌という

来月だったというふうに思っていますけ

ほど私は承知しています。ただ、現計の補正

ど、福祉自治体等の総会がございます。ここ

予算でそういう理念とこれから目指す方向づ

には厚労省の幹部職員も皆さん来ますから、

けについては非とするものでは全くないこと

私も一緒に、そこにまずは参事も同行して、

だけ、誤解のないように明確に申し上げてお

まずはそこのつながりをしっかりとっていき

きたい。ただ、執行のあり方としてね。

たいと。そんなことも含めて、今回、当面必

それは、町長に言わせれば、あなた方議会

要であると思われる予算を計上させていただ

だって何なんだと、町民の血税を使ってどれ

いたということでございますので、ぜひその

だけ行政へ反映されているのと、コスト論か

点御理解をいただきたいなというふうに思い

ら言うんだったら、そういうことだって言え

ます。

るんじゃないのということが心の中にあって
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も、答弁の中で言わないのがやっぱり大人の

○建設課長（南岡雄二君）

道路橋梁費の街

世界なのかな、あなたの見識なのかな、そう

路灯設置工事の２９９万３,０００円の件だ

いうことでしょう。

と思いますが、これにつきましては、北通り

ただ、私どもは、こういうことは、この時

とありまして、子どもセンターからジャック

代背景だったら、書籍では相当読んでいます

さんのパチンコ屋さんの通りなんですが、そ

よ。書籍では相当、今この時代で、自分の頭

の間が３５９メーターございまして、子ども

の中に耳学問なり目学問として脳に張りつい

センター付近からこちらの東通りまでの間に

ているけど、我々議会の状況として全くそう

おいて、防犯上の関係その他もございまし

いうことを承知していないのも事実ですよ

て、地域の方から、要するに街灯の設置をお

ね。

願いしたいという要望を受けまして、このた

一方で、こういう提案するからには、まず

び北電柱に共架という形でＬＥＤ街路灯の２

その先にいろいろと、いかにコストを軽減し

５０ワットアーム型というものを６基設置を

ながら本来の目的に向かって行政を執行する

させていただきたいということで、今回予算

こともあってしかるべきだと、こういう一つ

を計上させていただきました。

のポイントから質疑をさせていただいており

○議長（吉田敏男君）

ますので、誤解のないようにひとつ。いずれ

１３番

他に、土木費。

高道洋子君。

お世話になります。よろしくどうぞ。

○１３番（高道洋子君）

○議長（吉田敏男君）

費のところなんですけども、地図データの一

他に衛生費、ござい

元化を図るということで６９８万円となって

ませんか。

おりますが、これは今、補正をする必要があ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

るということで計上されております。これ

次に参ります。

第６款農林水産業費、質疑ありませんか。
第７款商工費、質疑

で全体が終了するのか、お伺いしたいのです

（「なし」と呼ぶ者あり）
４番

が。

第８款土木費。

○議長（吉田敏男君）

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

おりますが。
それで、その進捗状況と、あと何年ぐらい

はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

は、当初から考えられなかったのか。また、
この地図のあれが継続事業のようにも聞いて

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

土木費の地籍調査

第８款の第２項の道

建設課長、答弁。

○建設課長（南岡雄二君）

順番は不同にな

路橋梁費について、ちょっと説明書に記載さ

ると思いますけども、追ってお答えしたいと

れていないもんですから、一応確認の意味も

思います。回答漏れの場合は、またよろしく

あってお聞きしたいんですけど。

お願いしたいと思います。

工事請負費の中で、街路灯の補修事業で約

まず、地籍調査事業の進捗状況でございま

３００万円近く出されておりますね。これは

すが、大変大きな面積を有しておりまして、

恐らく、想像して今お聞きしているんですけ

調査対象面積につきましては５７９.３７平

ど、マイマイ蛾の対策のいわば街路灯取りか

方キロメートル、ただし国有林の８２８.７

えの費用なのか、それとも、補修ですから、

３平方を除くということになってございま

街路灯取りかえの補修費用なんですか、両方

す。現在、調査済みが２２８.５１平方キロ

とも含まれているのか、その辺をちょっと説

メートルでございまして、事業そのものの進

明書でわからないもんですからお聞きしてい

捗率は６０.６％となってございます。
今後に向けてなんですが、一地区が終わっ

るんですけど。
○議長（吉田敏男君）

建設課長、答弁。

た段階で新たな地区に入っていくということ
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に今してございますので、地区は重複しない

て、昔から引き続きそうなっているのか、そ

ように一つ一つ終わってからやっていくと。

ういう実態があるやに聞いておりますが、そ

はっきり言えば、一つの地区に入れば３年間

ういうことはどういう実態なんでしょうか。

いろいろ調査期間が要しますので、４年目に

○議長（吉田敏男君）

新しい地区に入っていくことになります。こ

○建設課長（南岡雄二君）

の状況で今後進めていくとなれば、平成６７

ほどということでないですけども、地籍調査

年度までかかるということになってございま

というものは現地主義になっております。

す。

はっきり言えば、ほかの町みたく公共的な事

建設課長、答弁。
はかればはかる

それから、今回６９８万円という足寄町地

業が入って、いろいろあるんですけども、国

番作成業務というものをお願いさせてもらい

有未開地法とか植民地区画法、たくさんある

ましたけども、地籍調査事業におきまして

んで、そういうものがきちっと入ってやって

は、調査が終わった後の地籍図及び地籍簿に

いるところであれば、維持管理はしっかりし

おいて土地の移動等があった場合について

ていると思います。足寄町の場合には、そう

は、適宜電磁的記録を用いて維持管理をしな

いうのが入った経験が余りありませんので、

さい、そういう義務づけをされておりまし

間縄その他でやっていたという時代もあると

て、それは移動処理と言うのですね。そうい

聞いています。

うものを今手がけているところでございます

ただ、現場に入っていってお互いに、例え

が、その部分につきまして従来から行ってき

ば私と高道先生であれば、２人の今まで維持

てはいるんですが、最近、特に処理のほうが

管理をしてきた畑の境界はどこですか、それ

追いつかない状況になってきたものですか

から山の境界はどこですかと、そういうこと

ら、この際に登記済みの通知書が法務局から

を確認しながら現場主義で位置づけをしてお

送られてきた翌月に、要するに中旬ころに来

りますので、その時点でどちらかが違うこと

るのですが、それを適宜修正をしていき、そ

を言えば、当然そこでお話し合いになります

れを税務室なり、それから財産管理なり、要

けども、はかればはかるほどでないけども、

するに税を賦課しているところ、それから財

終わった後にそういうことがもし起きている

産を維持管理しているところに対して統一的

んであれば問題かもしれませんけども、位置

な図形データ、要するに図面を整備していき

づけをしている段階では、隣接所有者本人と

たい。そういうことで、今回お願いをしたも

も現地で必ず立会しておりますので、そうい

のでございます。

う点はないというふうに私は判断していま

これができ上がりますと、当然、共通の図

す。

面ができ上がりますので、それぞれの課にお

○議長（吉田敏男君）

いて統一した利用、それから維持管理そのも

○町長（安久津勝彦君）

のができるということで、今回お願いをさせ

ちょっと補足をさせていただきます。

私のほうから

とりわけ町の中の実態としては、今、議員

ていただきました。

が言われたとおり、これまで南からはかった

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

１３番

高道洋子

ら１メーター２０こっちにずれたとか、北か
らはかったらこっちにずれたと、これがうち

君。
６７年に完成とい

の町の実態だったんですよ。これを解消すべ

うことで、４５年かかるということなんです

く事業がまさしく地籍調査事業だということ

ね。

ですので、その点御理解いただきたいなと。

○１３番（高道洋子君）

何かあちこちで聞くのは、はかればはかる

この地籍調査事業がきちっといけば、これ

ほど１メートルも何メートルも誤差があっ

は公共的に座標管理していくわけであります
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から、そういった境界争いというのはゼロと

再開いたします。

は言いませんけども、解消されていくことに

第８款土木費、質疑はありませんか。

つながるのだということでございます。

１２番

とりわけ、今回提案させていただいていま

大久保優君。

○１２番（大久保

優君）

高道議員の継続

す、難しい言葉で地図データの一元化なんて

で質問したいんですけども、６７年まで計画

いうことを言っていますけど、我が町の地籍

が残っているということです。それで、あと

調査というのはたしか昭和３０年代からやっ

４５年ですよね。これで、総額でどのぐらい

ているんですが、当然、今やっている測量の

の地籍調査費がかかるか、概算でも計算して

精度なんかも違いますし、もっと言えば、３

いますか。

０年代にやったときに、調査が入った後、国

それと、これをいかに経費を安くできるか

に認証を上げるんですよね。こういうこと

考えていますか。いろんな方策があると思う

で、境界の協議も調いましたということを上

んですけど、その辺ちょっとお聞かせ願いた

げるんですが、この認証をもらう前に土地の

いんですけども。

移動、分筆なんか起きちゃうと、この処理を

○議長（吉田敏男君）

ちゃんとしておかないと、地図が死んじゃう

いたします。

ここで、暫時休憩を

んですよ。せっかく地積図やったやつがだめ

午後

２時５２分

休憩

になっちゃうということもあるんですけど

午後

２時５８分

再開

も、そこら辺の整理も含めて、今、情報化の

○議長（吉田敏男君）

時代ですから電算で管理できるようになって

再開いたします。

いますから、そういったことの修正も含め

休憩を閉じ、会議を

建設課長、答弁。

て、今までたまってきたものも含めて、この

○建設課長（南岡雄二君）

際整理をかけて、これから先に向けてきちっ

を申しわけございませんでした。

としたものにしていこうということでござい

大変貴重な時間

今、手元にございますのが、大変申しわけ
ないんですが、平成２２年度から平成３１年

ますので、御理解いただきたいなと。
地籍調査終了まで、６７年までかかります

度の１０カ年でございまして、その中におけ

よと言うと、ちょっと気が遠くなって、それ

る事業費的なものしか、今は資料を持ってい

こそ先ほどの高橋議員の話でないけど、僕も

ない状況でございます。

生きていないのかななんて思ったりもするん
ですけども、しかし、これは着実にやってい

事業費につきましては、総額で３億８,３
１８万４,０００円となってございます。

かないと、いつまでたってもおれの境界は

事業費の軽減の関係なんですが、５年ほど

こっちだとか、いやいや、おれはこっちから

前から、すべて自分たちで石を担いだり、そ

はかったらこっちだとかということが解消で

れから委託業者に出して測量の業務とかすべ

きませんので、そのことを着実にやっていき

て、石植えもやっていたわけでございますけ

たいというふうに思っていますので、御理解

ども、現地の確認調査もあわせまして委託業

いただきたいなというふうに思います。

務に、国のほうの補助事業に入ったものです

○議長（吉田敏男君）

今、土木費を審議中

から、そういうところで人件費的なもの、要

でありますけれども、ここで休憩をいたした

するに職員体制というものも一時は３名から

いと思います。２時５０分再開といたしま

２名に減らし、その中で地籍調査事業を行っ

す。

てきている、そういう状況になっています。
午後

２時３６分

休憩

ただ、今年度につきましては、まだまだ移

午後

２時５０分

再開

動処理その他もございますので、新人を１人

休憩を閉じ、会議を

つけて、今、育成期間に入っているというこ

○議長（吉田敏男君）
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で、４,０００万ですから、４５年で約１８

とでございます。

億円の事業費がかかるということ。ただ、こ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１２番

大久保優

村負担というのは４０％弱になっております

君。
○１２番（大久保

れは国庫補助の事業でありますから、実質町

優君）

今、１０年間の

ので、７億弱の町負担があるということ。

推計をお聞きしたんですけど、１０年間でこ

先ほど議員が測量の手法等々について、具

れだけかかるということは、山岳部に行くと

体的な部分ではまだ総務課長のほうからお聞

かなり安くなると思うんですよね。宅地のほ

きしておりませんけれども、これは国土調査

うが一番金かかると思う。宅地の地籍調査は

法に基づいての一定の基準の中での測量にな

金がかかると思うんです、山関係はもっとか

りますので、それと、先ほども課長のほうか

からないと思うんですけども。

らお答えしましたけれども、いわゆる現地主

要するに私が言っているのは、４５年もか

義ということで、現地の地権者の方に同意を

かるということは、それなりの長期計画で

いただいて、最終的にくいを入れるというこ

やっていかんきゃならんから。１０年でも３

とですから、ただ単に測量を一方的にやっ

億８,０００万ですか。これは総務課長にも

て、それで終わりというような性格のことで

言ったことがあるんですよね、調査の仕方を

はありませんので、そういった部分ではなか

考えなさいと。

なか時間的にもかかるといったことで長期間

ある町村では、図面から全部作成する測量

になっているわけであります。

士に、１年とか２年とか半年とか委託して

議員のおっしゃられた測量の手法等々、今

やっているんですよ。そういう町村があるん

後、技術革新といいますか、いろんな部分で

で す よ 。 年 間 委 託 し て １ ,０ ０ ０ 万 出 し た

もっと衛星電波といいますか、ＧＩＳだとか

ら、喜んでやってくれるんですよね。測量会

ＧＰＳだとかありますけれども、いろんな部

社から派遣してくるんですよ。そういうこと

分でその内容も変わってくるんでしょうか

をやってくれるところがあるんですよね。そ

ら、それだけロングランの話になると、そう

れを総務課長にも話して、一時は検討します

いったことでいろいろ勉強させていただい

よという話を聞いたんだけどね。

て、できるだけ経費かからない方法、手法に

そういうことで、いかに経費を安くして同

変えてでも期間を短くする方法でできないか

じ効果を上げるかということにもっと専念し

どうか、今後検討してまいりたいと思います

てもらわないと。かなりの額が削減されると

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

思いますので、そういうことをいろいろと調

○議長（吉田敏男君）

べて、一番効率のいい事業を執行してほしい

君。

んですけども、その辺、今後しっかりした検

○１２番（大久保

討材料として真剣にやってもらたいと思うん

１２番

優君）

大久保優

わかりました。

その辺の公的なこともあると思うんで、私

ですけども、その辺、今後どうですかね。

のほうで少し研究してみたいと思いますん

○議長（吉田敏男君）

で、私のほうに負けないように執行者は研究

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
お答えをいたしま

していただきたいと思いますんで、よろしく
お願いいたします。

す。
１０カ年ということで、もっとアバウトな
数字でいけば、今後４５年間かかると。１０
カ年もそうでありますし、総合計画の５カ年

○議長（吉田敏男君）

他に土木費、ござい

ませんか。
９番

矢野利恵子君。

計画でもほぼ年間４,０００万円程度の事業

○９番（矢野利恵子君）

費を計上しているところであります。それ

正予算２億５,９６２万追加されているうち
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今回の一般会計補

ちの８３％を占めるのがまちづくり交付金事

回ほど載っております。そういった基本計画

業、駅の改築に当たっての予算なんですけれ

に基づいて、昨年、実施設計を行ったという

ども、そのうち１億７,１５４万９,０００円

形になっているところであります。

をかけて銀河ホール２１の改修工事をする

千春コーナーにつきましては、もともとは

と。この改修工事の図面を見たら、これは

２階にあったわけで、今回、１階におろすと

ちょっと一般の町民には使いにくいのではな

いうことで、これも総務委員会の中でも一定

いかなと考えられるわけですけれども、この

の議論をいただいていますけれども、千春

設計図をつくってくるに当たって、３月に出

コーナーの位置関係の質問等もあって、その

されたのは千春コーナーがもうちょっと旧線

ときは、今、議員御指摘のとり、ここでいけ

路側にあったのに、また場所を変えている

ば北側になっていたんですけれども、それで

と。

は狭いということで、今回お示しした図面と

こういう形のものをつくるに当たって、や

いうのは、もともと玄関があった分なんです

はり利用者、町民の意見を聞くのがベスト

けども、ここは喫煙室になっていたんですけ

じゃなかったかなと。町民の意見を聞く機会

れども、その喫煙室を取りやめして、ここに

というのを設けてきたのかどうか、どういう

千春コーナーを設けたということで、この部

ふうな人たちでこれを話し合いしてきたのか

分についての合意は、４者の検討委員会の合

なと、そこをお尋ねしたい思います。

意を得て決定をしているところであります。

○議長（吉田敏男君）

ですから、ちょっと話は戻りますけれど

副町長、答弁。
お答えをいたしま

も、住民の意見を聞くというのは、この間、

す。ちょっと長くなりますので、上着を脱が

１７年度以降、各９１自治会に対して駅周辺

せていただきます。

整備事業についての一定の意見徴収もやって

○副町長（田中幸壽君）

町民の意見を聞いているのかというお話で

おりますし、自治会連合会等々の代表者も含

ありますけども、千春コーナーに限ってだけ

めた中での検討委員会というのも２回ほど開

の問題なのかどうかちょっとわかりませんけ

催をしておりますし、そういった面で、私ど

れども、道の駅「あしょろ銀河ホール２１」

もこういった行政の立場からいって、そう

周辺の整備事業につきましては、議員も御存

いったことで住民の意見は十分把握をしてい

じのように、平成１７年４月にふるさと銀河

るという理解に立っておりますので、御理解

線が廃止になった以降、それぞれの団体、自

のほどよろしくお願いしたいと思います。

治会等々の意見を聞いて、さらには議会も総

○議長（吉田敏男君）

務委員会と産経の合同委員会という形の中

君。

で、外構も含めて一定の議論をいただいて提

○９番（矢野利恵子君）

言をいただいているということで、一定の概

て自治会に聞いているということですけど

略構想も取りまとめの上、最終的には検討委

も、私も自治会の役員をやっているけど、一

員会ということで、農協、商工会、足寄観光

度も聞かれたことはないんですよね。どうい

協会、そして行政の４者で具体的な内部検討

う聞き方をしたのか。連合自治会の自治会長

を図るということで、過去１２回の検討委員

さんばっかり集まったところで聞いたのかな

会を行い、さらにはその下部組織としてワー

と。とりあえず下におりていないことは確か

キンググループで具体的な中身を５回検討し

ですよね。

９番

矢野利恵子

駅周辺工事につい

て、この結果については議会に町として行政

そして、この駅をつくるに当たって４者の

報告をしておりますし、一定のまとまった基

検討委員会、役場、農協、観光協会、商工

本設計の構想については、総務委員会にも説

会。観光協会というのは町が委託していると

明をさせていただき、過去議会だよりにも２

ころですよね。あと、商工会にしても農協に
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しても町から補助金をもらっている。そのこ

遅くないので、変えられるような場所があっ

とから考えたら、自分たちの意見をそうそう

たら変えるということで、町民に対してのア

主張できないような弱い立場にあるのではな

ンケート、説明会、そういうようなことを

いかなと。

やってはどうかなと、それをお聞きいたした

私も観光協会に行って、この駅のつくり方

いと思います。

について、昔、バスが線路のところを通るよ

○議長（吉田敏男君）

副町長、答弁。

うにしてくれたらいいねと、そうしたら待合

○副町長（田中幸壽君）

室が駅にあるからずっと待っていることがで

の意見でありますけども、各自治会に対して

きるし、雨風のときにも中で待っていること

そういった意見徴集を求めたことはないとい

ができてとても使いやすいと、本当に何年も

うことを断言されておりました。その結果に

前に言われていたんですけれども、でも、

ついては平成２０年の第１回定例会の行政報

やっぱり線路があったほうが私はいいかなと

告をさせておりますけれども、平成２０年の

思って、線路を残しておいたほうがいいのか

第１回定例会ですから議員も同席をされてい

なとそのとき思ったけど、その後、何人にも

たと思います。町長の行政報告の中で、町民

言われて、そしてバスを利用して足寄に来る

の意見・要望を取り入れることが重要である

人を迎えに行ったりするとき、そして送りに

ことから、９１の自治会に意見・提言を求

行ったりするときも、ああ、そうだなと、中

め、１９自治会から回答を得ましたというこ

にあったほうがずっと使いやすいと。そのほ

とで報告をしておりますし、実際、私どもが

うがお土産屋さんで時間をつぶすこともでき

行ったのは１８年９月１２日から２９日の間

るし、バスが来たらすぐわかるし、とてもそ

で各自治会に意見徴収を求めています。そし

のやり方が使いやすかったのではないか。

て、結果が出ております。

まず、冒頭の議員

町民の意見を聞くに当たって、町から補助

ですから、矢野議員のところは、そういっ

金をもらう団体ばかりに聞くのではなくて、

た部分では提出をしていなかったということ

やはり不特定多数というか、いろいろな人、

かもしれませんけれども、私の先ほどの答弁

駅に来る人、それは町内からの人でもいい

がうそいつわりがあるというのであれば、ど

し、そういう人たちにいかにしてこの駅を使

うぞお調べをしていただきたいというふうに

いやすく、人が集まるような場所になってい

思いますし、私ども責任を持って行政報告を

くのか、それを聞くべきではなかったかな

している立場でありますので、そのことが間

と。

違いだという指摘は当然受け入れることはで

その証拠に、駅の階段は本当に不評なんで
すよね。あんなに階段をおりるほど人はいな

きませんので、誤解のないようにしていただ
きたいということでございます。

いでしょう、そして車いすの上るところがな

それともう一点、これから町民・住民の聞

い。奥のほうにあるとは聞いたけれども、前

けないのかということでありますけれども、

になかったら意味ないんじゃないかと。国道

先ほどから申し上げているように、平成１７

を車いすで来た場合、そうしたらずっと奥の

年にふるさと銀河線が廃止以降、各種団体

ほうまで行って、そして上がらなきゃならな

等々含めて、私どもは自治会も含めてと言っ

いことになるじゃないか、そう言われている

ておりますけれども、それぞれ多くの意見を

わけですよね。そのことを考えたら、二度と

聞き、住民を代表する議会にも一定の経過を

そういうような轍を踏まないためにも、たく

報告し、委員会報告もなされ、議会だよりと

さんの人たちの意見を聞くべきでなかったか

して２回も掲載をされていて、今回平面図で

なと。

すとか一定の配置図を提示しておりますけれ

まだ工事していないことだし、今からでも

ども、これと同様の議会だよりに掲載をされ
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たものが全町民に配られているわけであっ

先ほどから副町長がお答えしているとお

て、それが２年前の話ですから、それを今さ

り、銀河線が残念ながら廃止以降、駅周辺整

ら内容等々について住民に意見を求めるとい

備をどうするんだということでいろんな御意

うことは、今までのルールといいますか、こ

見を聞き、いろんな集まりをし検討してきた

れが行政と議会のルールだというふうに思い

ということでありますから、当然、その検討

ますけれども、一定のルールに基づいて議会

の中では、今、矢野議員さんがおっしゃらた

と行政側で一定のお話し合いが持たれて、そ

線路のところにバスを走らせたらどうかだと

れに基づいて予算計上がされ、議決を得てい

か、あるいは西側にバス停をつくったらどう

る部分についての実行でありますので、もう

かだとか、いろんな案が出されたのは事実で

これ以上、住民に具体的な部分での意見徴集

す。そういういろんな案を出し合っていろい

する気はありませんので、御理解のほどよろ

ろ御検討いただいた結果が、逐次報告をして

しくお願いしたいと思います。

いるとおり、固まってきて、今回実行予算を

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

計上させていただいているということですか
ら、そういう御意見があったということ、そ

君。
住民の意見を反映

んな意見なんかないよということで否定はし

していると言うけれども、住民の意見は反映

ませんけども、実際ありましたよ、それは。

されていないんですよね。それじゃ、なぜ私

それからもう一つ、階段の部分につきまし

はいろんな人に言われなきゃいけないんだ。

ても、今、全面階段になっていますけども、

あの階段は一体何なんだと、何人に言われて

議会にもお示ししたとおり、花壇というとこ

いるかわからない。よくあんなことを議会は

ろでたしか２カ所か３カ所入ったかなと思い

通したねと、町はお金がないお金がないと言

ますけども、私は副町長とも話しているんで

いながらというふうに、いろいろ言われてい

すけども、その花壇整備についてもいろいろ

るわけですよね。これは、住民の意見を聞い

方法があるというふうに思うんです。以前、

たと思い込んでいるだけで、本当は聞いてい

あそこのところはどうなっていたかという

ないのではないかなと。

と、こっちから行ったら壁になっていまし

○９番（矢野利恵子君）

例えば、ここにバスを通してほしいという

て、その上に植栽をしてありました。木を植

その要望にしても、観光協会で働いている方

えっ放しということになると、人的な経費の

に聞いたら、来た人みんなに言われると。私

ことも含めて、雑草が生い茂って、適時、毎

たちの意見は、たしか事務局長さんが役場に

日やっていれば事足りるんですけど、なかな

行っているはずなんだけれどもという話だっ

かそうもならないということもあって、いろ

た。そういう話は出なかったんですか。下の

いろな御批判もちょうだいしたということも

ほうの人の話では、みんなに何回も言われる

あって、私は花壇となる予定のところについ

と、そういうことになっているんですよね。

ては、フラワーポットというのでしょうか、

自治会に聞いたという、その自治会に聞い

そういうやつの中で対応をしていくべきでな

たやつはどんことでやったのか。自治会長あ

いかということで、現実、副町長とも話もさ

てにただアンケートの紙を出しただけです

せていただいております。

か。自治会の人全員が集まって聞いてくださ

それともう一つ御理解いただきたいのは、

いよという形ではなくて、自治会長がただ書

正面からスロープをできないのかということ

くという、そういう形で出したんですか。

で私もお話ししたことがありますけども、御

○議長（吉田敏男君）

案内のとおり、今の現駅舎の高さと、それと

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
前段の部分は私の

ほうからお答えをさせていただきます。

国道の歩道が広がったということで、この間
がとれないんですよ。あそこにスロープをつ
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けるとなったら、とんでもない急勾配になっ

うと。

てしまうんですね。ですから、計画では両サ

そして、第３に、植栽して花壇にしたら処

イド、南側と北側にスロープということに

理が大変だと。駅の花壇は草ばっかりあって

なっていて。

本当に見苦しいねと、私はもう仕事もしてい

ただ、これはある意味大変申しわけないな

なくて、年になって年金暮らしで暇だから、

と思っているんですけども、外構工事がおく

言ってくれればというか、言わなくても、も

れおくれになっているものですから、順番か

し私があそこの草を取っていいんだったら自

らいけば一番最初にスロープをつくれれば一

分が取るのにと、そう言う人もいる。町内で

番よかったんですけども、工事の工程の関係

は幾らでもそういうボランティアでやってく

上なかなかそうはなってないということで、

れる人を募ればある中で、町内の住民の力を

当分の間ちょっと御不便をおかけしますけど

かしてもらえればできるような中で、ただ一

も、今、暫定的にスロープで行けるような形

刀両断に上から目線でそんなことを決めてい

の対応もさせておりますけども、そんなこと

いのかなと。自分たちでよかったら草を私が

で、この間の議論の経過を含めて、正面にス

取れるのにと、でも、勝手に取ったらまずい

ロープができないということも含めて、技術

かしらねというまで私は言われたことがある

的に、何たって現地の高低差の関係がありま

んですよね。ただ単に花壇は処理が大変だ

すから、それから奥行きの関係がありますか

と、そうやって一方的に決めないで、本当に

ら、ここはぜひとも御理解をちょうだいした

住民力、住民の人に意見を聞くべきでなかっ

いなというふうに思っているところでござい

たかなと、このことについて。
最初はポールですね、そのことについて。

ます。
以上で、私のほうからの答弁とさせていた

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

だきます。

副町長、答弁。
今、場所がトイレ

３回終わっておりま

のそばだけと言うと、ちょっと私も自信がな

す。後の討論、総括でお願いをいたします。

いんですが、実はあそこの駐車場整備、さら

○議長（吉田敏男君）

にはイベント広場の整備、そして本体を含め

他に土木費、質疑はございませんか。

て、今、工事中といいますか、最終的には４

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第９款消防費、質疑

中でございます。

はございませんか。

そういった面では、工区分けをして作業を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

歳出総括、ございま

進めておりますので、整備期間としてもまだ
舗装がしていかなったり、階段を上ったとし

せんか。
９番

カ年になりますけれども、３カ年計画で工事

たらその上が一部平板ブロックを外してあっ

矢野利恵子君。
私は、駅のことで

たり等々があって、一応安全策として、とこ

まだもう一つ聞かれることがあります。トイ

ろどころにそういったことでガードロープで

レのそばにいつも通せんぼするような工事中

はないんですけど、バリケードを一定程度置

のポールとバー、あれがずっとトイレのそば

いているということでございます。今残って

だけあるけれども、それはどうしてなのかな

いる部分については、私は安全対策上で必要

とよく聞かれる。

だということで置いているということで理解

○９番（矢野利恵子君）

それと、いろいろな案が出ていたんです
ね。いろいろな案が出ていたのに、それを取

をしているところでありますので、そういう
ことで御理解を願いたいと思います。

り入れないで、使いにくいこの形にしていっ

それと、花壇の関係でありますけども、先

たと。これは一体だれが決めていったんだろ

ほど町長もお答えいたしましたけども、実は
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階段階段と言っていますけど、見た目は階段

外についてもそれだけ、要するに町民の意

なんですが、あれすべてが歩行での階段では

見を反映したと言いながらも反映していなく

ないということで御理解を願いたいと思いま

て、みんなから不満が出てくる。だから、反

す。

映したと思い込んでいるだけで、反映してな

あの階段部分については、何カ所か手すり

いのではないか。この中身についても、やは

を設けてあります。手すりのないところにつ

りもっとたくさんの人々の意見を聞いて反映

いては、基本的にはプランターになると思う

していくべきではないかなと。

んですけれども、そういったことで将来的に

そして、４者の検討委員会でいろいろな案

は花壇の整備をしていくと。さらには、南面

があって、ここはバス停にしたほうがいいと

は大部分がイベント広場に面していわゆる階

いうそういう意見もあったんですね。私もそ

段があって、そこについてはいろいろなイベ

れがいいかなと。半分を定期バスが通って、

ントをやったときに、あの階段をベンチがわ

あとの半分は観光バスがとめれるようにす

りに利用してということで考えての、結果し

る、そういう形にすれば、本当に使いやすく

てはそういうことになるので、すべてどこで

て、人も集まりやすいよい駅になったんじゃ

もここでも上ろうと思ったら上れますので、

ないかなと。

そういった意味では階段でないのかと言えば

売店を向こう側にやってしまったもんだか

それまでなんですけども、一応歩行者の安全

ら、正面から入ったら、本当はすぐ売店に行

対策としては、手すりのある部分を主として

けたのに、今度はもっと奥まで歩いて売店に

階段として利用していただくというようなこ

行かなきゃならなくなってしまう。福原に

とで、あとは、また戻っちゃいますけども、

ずっと近いところになって、ここまで行った

あの階段にはプランターを置いて花壇等の整

ら、福原へ行ったほうが安いかなという感覚

備を将来的にはしたいと。そういうことで考

にもなってしまうので、やはり利用者が使い

えておりますので、その節はぜひ草取りのほ

やすいような売店ということを考えてもらい

どよろしくお願いしたいと思います。

たかったなと。
中にバスを通してほしいという意見があっ

以上です。
○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

のはどこから来たのか、お聞きしたいと思い

君。
○９番（矢野利恵子君）

たのに、それを取り入れなかった経緯という

階段をベンチにす

ます。

るということだったんですけど、ジベタリア

○議長（吉田敏男君）

ンじゃないんだから、階段に座るという、そ

○町長（安久津勝彦君）

んな若い人は余り足寄にはいないような気も

えします。

私のほうからお答

矢野さんも議員さんですから、ぜひとも御

するけれども。
○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

ちょっと矢野議員に

理解いただきたいのは、それぞれの立場の方
が、個々人がいろんな考え方を持っている。

申し上げます。
今の発言ですけども、すべて外構工事絡み

それをまとめてどうしようかというのがいろ

発言なんですけども、これはもう既に終わっ

んな形の会議の場だと。これは、私が今さら

ている話でありまして、今、議題となってい

言うまでもなく、議会の場だってそうだとい

るのは銀河ホール２１の改修工事、こういう

うふうに思うんですよ。議員さん１５名い

ことですから、質疑の内容を変えてくださ

らっしゃいますけども、それぞれ考えの違う

い。

人がいろいろ議論を戦わせる。その中で、ど

○９番（矢野利恵子君）

わかりました。

それじゃ、この中身について。

うあるべきかという方向をするわけですか
ら。
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ですから、先ほど私も認めたとおり、当

切ったことだと、決まり切ったことに言って

然、いろんな会議の場で、バスを線路のとこ

はいけないということで一般質問を却下され

ろに通したほうが便利でないですかという方

てしまったんですけれども、まだ議決になっ

もいらっしゃいましたし、西側のほうにバス

ていない。そして、議決になった後、そして

停つくったらどうですかという方もいらっ

また、実際に工事をした後でも、住民のほう

しゃいましたし、それらをみんなで相談した

から、これは使いにくいからここを変えてほ

結果がこういう形で基本計画でまとまりまし

しいという要望があった場合、それに対して

たということで、逐次、議会にも報告をさせ

対処していくのかどうか、それについてお尋

ていただいて、そういう議論の積み重ねをし

ねします。

てきて、きょう、こうやって予算の提案をさ

○議長（吉田敏男君）

せていただいているわけですから、いつどこ

○副町長（田中幸壽君）

でだれが決めたんだよと言われたって、これ

関係ですよね、線路の中を通るという。

はね、どういう形にするかという議論の経過

○９番（矢野利恵子君）

をそういう形でしていかなったら、どこまで

てです。

いったって結論なんか出ないんじゃないです

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
交通広場のバスの
全体のことについ
わかりました。

か。議会だって、議論を戦わせた上で最終的

じゃ、交通広場のバスの部分だけ最初に申

には採決という形の中で一つの方向づけをす

し上げますけども、この部分については北海

ということですから、これは矢野さん、ぜひ

道の許可行為になりますので、縦覧をして、

とも理解をしていただかないと、何ぼ私に何

北海道の審議会が開かれて、決定・告示と

でいい意見を取り入れないんだと言われたっ

いった法的な部分のクリアをしておりますの

て、私もお答えしようがない。

で、ここの部分について、今ここで住民から

みんなで知恵を出し合った結果がこういう

「あのバスタッチがおかしいね」と言われて

形でまとまったんで、ぜひこの予算を認めて

も、変更等々は容易にできるものではありま

くださいということで議会に提案をしている

せんので、そういった面では変更しないとい

ということですから、そこをぜひ御理解をい

うことで、御理解のほどよろしくお願いした

ただかないと、ただ議論を巻き戻しといいま

いと思います。

すか、タイムスリップできるならいいですけ

○議長（吉田敏男君）

ども、タイムスリップなんかできませんか

ざいませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ら、ぜひそのことを御理解いただきたいなと

○議長（吉田敏男君）

いうふうに思います。

他に歳出の総括、ご

次に、８ページにお

以上でございます。

戻りください。歳入に入ります。歳入一括で

（「議長、議事進行してください。見解の

行います。質疑はございませんか。

相違なんで、何ぼやっても、１カ月討論し

（「なし」と呼ぶ者あり）

たってこれは結論出ません。まして、議会で

○議長（吉田敏男君）

決定した問題ですから、これ以上むだな時間

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

は省いてください」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
か。９番

もう１回あります

○議長（吉田敏男君）

４ページにお戻りく

ださい。第２表地方債補正、変更１件、質疑

矢野利恵子君。

矢野議員、今までと違った観点からひと

はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

つ。
○９番（矢野利恵子君）

歳入総括、ございま

○議長（吉田敏男君）

わかりました。

これをつくっていくというのはもう決まり

ございませんか。
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全体に対する総括は

聞いて、今まで経過したわけですから。そし

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ちろん常任委員会でもやっていますから。そ

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

ういうことを受けて、今、これを戻すとか、
そういうことにならんと思うんですよ。

ませんか。
９番

て、議会でも議決を何回もしていますね。も

だから、今回の予算提案については正当性

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

このつくりについ

がありますので、私は賛成いたします。

ては、もうこれでつくっていくと。そして、

○議長（吉田敏男君）

その後住民から使いにくいから変更してくれ

せんか。

他に討論はございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

という要望があっても、もう法的部分をクリ
アしているから変更は一切なしだというこ

○議長（吉田敏男君）

と。

ります。

これで、討論を終わ

その後、使って、使いにくいから変更して

これから、議案第６７号平成２２年度足寄

くれという意見が出たときには、もう今の執

町一般会計補正予算（第２号）の件を採決し

行部はいないかもしれない。それなのに、や

ます。

らないというふうにそうやって強気に出てく

この表決は、起立によって行います。

るところに、今の執行体制はちょっと疑問符

本件は、原案のとおり決定することに賛成

が残るようなところかなと思うわけですけれ

の方は起立願います。
（賛成者起立）

ども、やはり住民の意見をきちんと聞くべき
だという点からしたら、これは外れているの
で反対いたします。この使いにくい駅につい
他に反対討論はござ

案のとおり可決されました。
から、議案第６８号平成２２年度足寄町国民

（「なし」と呼ぶ者あり）
賛成討論はございま

健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の
件の質疑を行います。

せんか。
１１番

したがって、議案第６７号平成２２年度足

次に、２１ページをお開きください。これ

いませんか。
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

寄町一般会計補正予算（第２号）の件は、原

ては、だめです。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

２６ページ、歳入歳出一括で行います。質

後藤次雄君。

○１１番（後藤次雄君）

私もこの問題につ

疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

いては、９番議員も何回も反対討論している
かですけども、私もやっぱり賛成ですから、

○議長（吉田敏男君）

また同じ意見を述べたいと思います。

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

先ほど行政のほうから何回も説明している
とおり、行政も勝手にやったわけでない、議

○議長（吉田敏男君）

会も勝手にやったわけでない、町民の方に

ります。

も、私も自治会連合の関係をやっていました
から、私のほうから文書を出して、９１のう

総括、ございません

これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ち１９の自治会からもらっています。だか
ら、そういうことはきちっとやっているんで

○議長（吉田敏男君）

すよ。そして、その上で検討委員会で４者で

す。

討論なしと認めま

やって、そのほか町には部会とかいろいろあ

これで、討論を終わります。

りますからね、そういうことを全部やって、

これから、議案第６８号平成２２年度足寄
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町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

の質疑を行います。
４２ページから５１ページまで、歳入歳出

号）の件を採決します。

一括で行います。質疑はございませんか。

この表決は、起立によって行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本件は、原案のとおり決定することに賛成

○議長（吉田敏男君）

の方は起立願います。

か。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

全員の起立です。

したがって、議案第６８号平成２２年度足
寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
１号）の件は、原案のとおり可決されまし

○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。
これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

た。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２９ページをお開きください。
これから、議案第６９号平成２２年度足寄
町老人保健特別会計補正予算（第１号）の件

これで、討論を終わ

ります。
これから、議案第７０号平成２２年度足寄

の質疑を行います。
３４ページ、歳入歳出一括で行います。質

町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件
を採決します。

疑はございませんか。

この表決は、起立によって行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

か。

（賛成者起立）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第７０号平成２２年度足

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

寄町介護保険特別会計補正予算（第１号）の
件は、原案のとおり可決されました。

ませんか。

５３ページをお開きください。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

これから、議案第７１号平成２２年度足寄
町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

ります。
これから、議案第６９号平成２２年度足寄
町老人保健特別会計補正予算（第１号）の件

行います。
５８ページ、歳入歳出一括で行います。質

を採決します。

疑はございませんか。

この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成

９番

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

の方は起立願います。

５９ページ、土地

区画整理事業に伴う移転補償、この９７０万

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

業特別会計補正予算（第２号）の件の質疑を

全員の起立です。

４,０００円について、一体これは対象は何

したがって、議案第６９号平成２２年度足

件なのかなと。そして、その人たちはみんな

寄町老人保健特別会計補正予算（第１号）の

納得しているのかどうか、そのことについて

件は、原案のとおり可決されました。

お尋ねします。

３７ページをお開きください。

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第７０号平成２２年度足寄

○建設課長（南岡雄二君）

町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件

す。
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建設課長、答弁。
答弁申し上げま

９７０万４,０００円の移転補償費の内訳
と思いますが、区画道路の整備に当たりまし
て、既設管、要するに水道管が入っている部
分がありますので、それの移設にかかわりま

ります。
これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
９番

矢野利恵子君。

す補償金、それから北電柱が３本ございます

○９番（矢野利恵子君）

ので、それの御協力願う移転補償費というこ

業、今回は一般の人は入っていなくて、一般

とで５５万７,０００円、合わせて９７０万

会計から水道会計へ補償するお金だというこ

４,０００円ということになってございま

とで、それほどの問題はなかったのかなとも

す。

思うけれども、この土地区画整理事業を進め

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

土地区画整理事

るに当たって、これを機会に町を出ていく人
が続出していると。やはりこの事業について

君。
確認したいんです

はちょっと考えていくべきじゃないかなと。

けども、つまり、家の下に水道管が通ってい

この後出てくる水道管や下水道、そういう

て、そこを移設するので、そのためにその家

ようなことについては生活のインフラ整備だ

に払うということの補償ですか、水道は。北

から、それに反対することはできないにし

電についてはわかりましたけれども、水道管

も、やはり区画整理事業というのはもう

の補償というのはどのような形ですか。

ちょっと考えたほうがいいなと。そのことか

○議長（吉田敏男君）

ら、これに反対いたします。

○９番（矢野利恵子君）

建設課長、答弁。

○建設課長（南岡雄二君）

答弁の内容が不

十分でございまして、申しわけございませ

○議長（吉田敏男君）

他に討論はございま

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ん。
当然、既設管につきましては、上水道の企

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第７

業会計で持ってございますので、道路に既に

１号平成２２年度足寄町足寄都市計画足寄市

入っている部分、要するに拡張する、改良す

街地区土地区画整理事業特別会計補正予算

るときにそれが支障になりますので、上水道

（第２号）の件を採決します。

の企業会計のほうに減耗分ということで、移

この表決は、起立によって行います。

転補償ということでさせていただいておりま

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

す。
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

他に質疑はございま

○議長（吉田敏男君）

せんか。

したがって、議案第７１号平成２２年度足

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

総括、ございません

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理
事業特別会計補正予算（第２号）の件は、原

か。

案のとおり可決されました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

５４ページにお戻り

ください。第２表地方債補正、変更１件、質

質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
全体に対す総括、ご

６４ページから６７ページ、資本的収入及
び支出一括で行います。質疑はございません

ざいませんか。

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これから、議案第７２号平成２２年度足寄
町上水道事業会計補正予算（第１号）の件の

疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

６１ページをお開きください。

これで、質疑を終わ
― 51 ―

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。
これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

ります。
これから、議案第７２号平成２２年度足寄
町上水道事業会計補正予算（第１号）の件を
採決します。
この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第７２号平成２２年度足
寄町上水道事業会計補正予算（第１号）の件
は、原案のとおり可決されました。
◎

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

は全部終了いたしました。
本日は、これで散会をいたします。
次回の会議は、６月１７日午前１０時より
開会をいたします。
午後

３時４５分

散会
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