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午前１０時００分

開議

歳以上独居高齢者の孤独死の事例の関係なん
ですけれども、今、高道委員から仰せのとお

◎

開議宣告

○委員長（高橋幸雄君）

り、下愛冠での孤独死の事例が１件あった。

昨日に引き続き、

これが平成１９年１２月の段階なんですけれ

平成２１年度決算審査特別委員会を開会いた

ども、これを最後に、その後は起きておりま

します。

せん。このときの方につきましては、重度心
身障害者ではなかったということで、来訪者
◎

総括質疑

○委員長（高橋幸雄君）

の方がたまたま発見したということで通報に

理事者等に対して

結びついております。

の総括質疑を続行いたします。

次に、緊急通報装置の関係なんですけれど

１３番高道委員からの質疑から始めます。

も、平成２１年度中に新たに設置された数に

１３番。

つきましては６台、さらに２１年中にお亡く

○１３番（高道洋子君）

きのうは、緊急通

なりになったとか、家族と同居されたとかと

報装置の件についての御質問だったんですけ

いうことで撤去された数、これが１０台ござ

れども、予算額を老人福祉総務費で見て決算

います。そういうことで、平成２１年３月末

額を社会福祉総務費で見まして、大変失礼い

現在での設置数につきましては、１１２台が

たしました。勘違いでございました。改め

設置されている状況にあります。今現在の状

て、御質問したいと思います。

況なんですけれども、９月末現在では１１４

近年、独居の高齢者が死亡していますの

台の装置が設置されております。１０月に入

に、数日間、だれもわからないで、そして大

りまして、このうち３台程度が撤去されたと

分日にちがたってから発見されるというケー

いうことになっておりますので、現在数とし

スが、全国的にもテレビ報道されています

ては１１１台になっているのかなというふう

し、足寄町にあっても、私も何件か過去に聞

に想定しております。

いておりますし、下愛冠でも数年前にありま

以上でございます。

したし、そういうことが随所に見られ、高齢

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

社会の一つのひずみとして見られるようにな

○１３番（高道洋子君）

わかりました。

りました。足寄町は、そのようなことが起こ

孤独死なんですけれども、私の知っている

らないようにということで、予防策としての

情報では、もう一人、螺湾であったと伺って

緊急通報装置を設置して緊急時に備えている

おります。地元の人に聞いていますので、そ

という政策でございますが、質問したいので

れは役場では承知していないのかもしれませ

すが、６５歳以上の独居高齢者と重度心身障

んけれども、やはりそういう事件・事故があ

害者の方がこの事業に対象者となるわけです

るということで、痛ましい事故だと思いま

が、この３年間で足寄町で孤独死、孤独に死

す。

んでいった事例が何件ぐらいあるのか、お聞
きしたいと思います。

それでは、次に伺いますが、平成２１年度
の緊急通報装置の、２１年現在は１１２台あ

それと、平成２１年度にこの緊急通報装置

るという報告でしたけれども、その電話を通

は何台設置され、また、現在、合計で何台に

じて何らかの通報があった実績というか、活

なっているのか。この２点をお伺いしたいと

用件数、それがどのぐらいあったのか伺いた

思います。

いのと、それから本町での独居の６５歳以上

○委員長（高橋幸雄君）

答弁

堀井福祉課

長
○福祉課長（堀井昭治君）

の世帯数と重度心身障害者が何世帯あるか、
わかれば伺いたいと思います。

ただいまの６５

○委員長（高橋幸雄君）
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答弁、堀井福祉課

長。
○福祉課長（堀井昭治君）

ことになります。
お答えいたしま

す。

福祉課のほうとしましては、民生委員協議
会等の民生委員さんの御協力を得まして、そ

平成２１年度の緊急通報装置の活用件数で

ういった世帯の状況を把握しているわけなん

ございますけれども、北海道の安全センター

ですけれども、件数的は４０１世帯というこ

のほうに委託してこの事業を行っているわけ

とになっています。４月１日現在です。この

ですけれども、２１年度中、４月から３月末

民生委員協議会の中でも確実に会われない方

までの受報にかかわる総件数が年間２,９６

もおられるのかなと思いますので、この４０

２件の状況にございます。そのうち、利用者

１世帯が真の数かどうかもちょっと定かでは

から安全センターのほうに通報された件数が

ないのですけれども、大きくは住基法上で６

９２９件、このうち真に心身等に問題があり

３９世帯、民生委員さんのほうで調査してい

まして救急車等の搬送に結びついたものが９

る件数としては、４０１世帯という状況に

件、これはすべて消防のほうから救急車で病

なっております。

院のほうに搬送されております。

以上です。

そのほかに、誤報でございますとか、試し

もう一つ、重度心身障害者の世帯数なんで

にボタンを押してみた、こういったのが約７

すけれども、現在、重度心身障害者手帳、１

００件ほどございます。そのほかに、毎月の

級、２級、これを持っていられる方につきま

安心確認のための安全センターからの利用者

しては１９９人ということになっておりま

への確認、それから機器が安全に作動してい

す。

るかどうかの確認ということで、これは通報

以上です。

センター側から利用者の方々に発報している

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

ケースなんですけれども、これにつきまして

○１３番（高道洋子君）

結構な利用率です

は年間で２,０３３件の発報件数となってお

ね。まず９２９件あったと、月にすると７８

ります。

件利用していますよと。本当に必要だったの

そういったことで、直接利用者から安全セ

は９件だったという御答弁でございました。

ンターのほうに発報された件数につきまして

やはり自分の家にそういう緊急設備がある

は９２９件ということで、月平均で言います

と、何らかの形でアクセスするというか、不

と７８件程度、そのうち本当の意味での必要

安を覚えたときにそこにすがって対応してい

だったケースといいますか、そういったもの

るんだなということがうかがえます。

につきましては、年間で９件にとどまってい
るという状況にございます。

私も知っているおばあちゃんが、実際に自
分のまくら元にその電話がなくて、半身がし

次に、独居高齢者の世帯数の関係なんです

びれてきたときに、これはいけないというこ

けれども、非常に独居高齢者の定義が難しい

とで、寝る前だったものだから、はってその

ことがございます。一つには、住民基本台帳

電話まで行って、そして通報して、今は入院

法上で言う居世帯というのは、住民票上で一

してますけど、死なずに済んだという事例も

人で住んでいるわけなんですけれども、これ

聞いてますし、これは本当に大事な設備でな

が現実に一人で住んでいるのか、もしくは家

いかなと、命を救う施設でないかということ

族と住んでいるのだけれども世帯分離をして

も言えるわけです。

いるのか、この辺がちょっと定かでない部分

足寄町は、高齢化率がだんだん高くなって

がございます。それで、ちょっと難しいので

くる町だし、今、独居世帯数を聞きましても

すけれども、住基法上の単身高齢者、６５歳

６３９世帯ということで、住民票からうかが

以上ということであれば、６３９世帯という

えるということで、６５歳以上の人が緊急施
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設の対象者ですから、いつかはそういうふう

ては、例えば病院に入院されている方が退院

に利用させてもらう立場になるやもしれな

する際に、その方の心身状況を含めて、独居

い。また、手帳をいただいている人も１９９

世帯なのかどうかを含めて考える中で、必要

人ということで、これからふえていくのでは

であれば相談し、つけるかどうかの協議をし

ないかと思うわけです。

たりとか、また、地域の民生の方々、地域に

私は、９０歳代の方でしたか、あるとき用

住まわれる方々、それから家族の方々を含め

事があって訪問したときに、そのことをあん

て、そういう心配相談を受けたときに、こう

まり知らないで、そういう緊急装置があると

いうサービスがあるんですよということでお

いうことをあまり知らないでいるおじいちゃ

話ししながら進めていることが実態にござい

んもおりました。ですから、独居老人の世帯

ます。

の中には、まだまだ知らない人がいるのでは

ただ、どうしても国の補助金とかそういっ

ないかと、潜在しているのではないかなと。

たものが必要となって動いている事業でござ

たまたまその人が役場に問い合わせたら、ま

いますので、ただやみくもにつけていただき

だ元気だったので、その設備をしないで済ん

たいというふうに言われても、その方の体の

だ人に該当したのですけれども、でも、そう

身体状況でございますとか、自立度合いでご

いう設置することを、こういう緊急通報装置

ざいますとか、家族の状況、そういったもの

すらあることが分からない世帯が、まだ高齢

を勘案して最終的につけるかつけないかとい

者が潜在しているのではないかと考えるわけ

う判断がされるということで、必ずしも１０

です。

０％申し込まれたらつけるということにも

これは６５歳以上の高齢者の方々の事業で
すので、もっと広報、民生委員さんを通じて

なっていないのも、これまた事実でございま
す。

個別で皆さんに周知していると思いますが、

ただ、そのときに身体の状況等が変わって

何度も広報とか、それから周知を図るように

いった場合、そのときについてはすぐ言って

努力しまして、潤沢な予算を取りながら、今

くださいということでお話ししながら進めて

社会問題になっている独居高齢者の孤独死が

いるということで、これもひとつ御理解いた

二度と再び発生しないようにしていただきた

だきたいなというふうに思います。

いということを要望したいのですが、いかが
でしょうか。
○委員長（高橋幸雄君）

また、孤独死等の問題につきましては、地
域での見守り活動というのが一番重要かなと

答弁、堀井福祉課

長。
○福祉課長（堀井昭治君）

いうふうに思います。そういったことで、自
治会活動を含めて、また、家族が疎遠になら

緊急通報装置

ないような、そういった施策が何かとってい

等、高齢者を取り巻く生活支援、それから困

ければというふうに考えながらいろいろ検討

り事相談を含めて、年に１回足寄町の高齢者

していきたいと思いますので、御理解願いた

福祉サービスということで、自治会回覧保存

いと思います。

版ということで周知していることはございま

以上です。

す。ただ、これだけで足りるかといいます

○委員長（高橋幸雄君）

１３番

と、まだまだおっしゃられるとおり、不足し

○１３番（高道洋子君）

最近、６５歳を過

ている部分もあるのかなというふうに思いま

ぎますと、よく聞くのは、回覧板が回ってき

すので、地域住民等を含めて、改めて今後に

ても字が小さくて、見ないで次のところに急

向けてそういった広報を機会のある都度やっ

いで届けなければいけないということで、案

ていきたいというふうに思っております。

外そういう高齢者をよく聞きます。ましてや

また、今回の緊急通報システムにつきまし

独居になると、そういう回覧板をしっかり、
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自分に関連することだから見なきゃいけない

これに対応する決算額といたしましては、

んけれども、特にそこの家に残る回覧板なら

３２件の利用者がございました。総額的には

いいのだけど、隣の家へ回さなきゃいけない

２９０万５,５６９円という支出済み額の状

となると、案外そういう回覧板で周知してて

況になっております。内容につきましては、

も、活字がだんだん嫌になって見なくなると

先ほどのとおり、手すりの取りつけでござい

いう傾向があるやに聞いておりますので、ま

ますとか、おふろの改修、トイレの改修、玄

してや独居の人だけでなくて、本人よりもむ

関、廊下の段差の改修、そういったものがほ

しろその家族、地域の人へのこういう制度が

とんどでございます。

あるという周知徹底が大事かなと感じるとこ

以上でございます。

ろでございます。よろしくお願いしたいと思

○委員長（高橋幸雄君）

１３番

います。

○１３番（高道洋子君）

これは、例えば上

次に行きます。次に、特別会計のところ

限額が２０万円なんですけれども、２０万円

で、介護保険助成費のところなんですけれど

の１割、２万円を本人が負担で、あとの１８

も、これは自立して自宅で日常生活をする高

万円は介護保険のほうからお金が出るという

齢者が介護保険を利用して住宅を改善する制

制度なんですが、実際に足寄町でもそれを利

度であります。この制度は段差の解消とか、

用してやった人のお話によると、大変です

玄関の手摺りの取りつけとか、また、階段の

ね。まず、もちろん高齢者の方で要介護の人

手すりの廊下とか浴室、トイレ等ですね。こ

が利用するわけなんですけれども、大変手続

れは対象者は所得制限がなくて、要支援、ま

が複雑で、苦手な高齢者にとって、そういう

た要介護１から５までの高齢者が対象となっ

公的なお金を９割をいただくわけですから、

ておりますが、この制度なんですが、大変す

簡単な手続にはならないとは思いますが、こ

ぐれた制度で、本人は１割しか負担しなくて

の手続が大変だったと関係者がそうおっしゃ

いいものですから、２１年度で住宅を改善さ

るのです。

れたのはどのぐらいいらっしゃるか、また、

それともう一つは、２０万円を１回立てか

最終的にどういう決算額になったかお尋ねい

え払いをして、そして工事が終わった後に１

たします。

８万円が介護保険のほうから来るということ

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、堀井福祉課

長。
○福祉課長（堀井昭治君）

で、最初の２０万円の立てかえが大変困難だ
ということを申すわけです。そこで、出産一

ただいまの介護

時金もそうだったんですけれども、一度役場

保険特別会計におけます住宅改修事業につき

が２０万を立てかえて、そして後から介護保

ましての御質問でございますが、介護サービ

険のほうから１８万円は来るわけですから、

ス給付費の中のいろいろなサービスの中の一

本人は２０万円を用意しなくても、１万８,

環の中に含まれているものでございますが、

０００円だけ用意すれば、その事業は遂行で

住宅改修事業につきましては、２１年度の当

きるという制度に町としてならないものかど

初予算で２５０万円計上して計画しておりま

うかを今回伺いたいと思います。いかがで

した。これにつきましては、例年の実績に基

しょうか。

づきまして大体の総量を見込んで当初予算を

○委員長（高橋幸雄君）

立てているわけなんですけれど、これにつき

長。

ましては、年間の使用料等々を考慮しながら

○福祉課長（堀井昭治君）

最終的には７０万円の補正予算を追加いたし

でございますが、手続的な問題につきまして

まして、最終予算としましては３２０万の予

は、どうしても保険の給付ということでござ

算という形になっております。

いますので、必要上の手続がございます。
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答弁、堀井福祉課
ただいまのお話

ただ、当初、そういった改修工事をしたい

事の一つにもなるし、地域の活性化にもなる

という部分の申し出に関しましては、申し出

のではないかなという思いもあるものですか

がされた段階でこちらで調査するということ

ら、スムーズに事業が進むように、また、本

で、内部的なものにつきましてはこちらでい

人が多額のお金を負担しなくても済むよう

ろいろな調査なり、本人の聞き取りでござい

に、そういうふうな制度にならないものかな

ますとか、家族の状況の聞き取りでございま

と思うものですから、きょう質問したわけで

すとかがあるんですけれども、本人的には、

す。

時間はかかるかなと思うのですけれども、直

今の課長の話では、業者さんとも話し合っ

接的な煩雑さはないのかなと。ただ、町の職

て何とかなるかもしれないと、なるように話

員が伺ったり、そういったときの煩雑さとい

し合いたいという答弁もございましたけれど

うのはあるかなと思うのですけれども、いろ

も、何とか立てかえないで済むようなシステ

いろな書類をいっぱいつくるとか、そういっ

ムをつくり上げて、たくさんの人がこれを

たものは比較的少ないのかなというふうには

もっと活用していけるようにしていただきた

とらえているのですけれども、なお改善する

いと要望します。

余地があれば改善していきたいというふうに

○委員長（高橋幸雄君）

考えております。

のですが、再度の要請ですから、理事者のほ

また、一たん町で立てかえてのお話でござ

答弁。一応要望な

うから。安久津町長。

いますけれども、事前の中で見積もりとして

○町長（安久津勝彦君）

どの程度の金額が必要なのか、また、実際に

えをしたいというふうに思います。

私のほうからお答

施工する中で、どの程度の変更があるのかと

委員の提案の中で、ちょっと私自身が気に

いういろいろな問題がございますので、実際

なっているというのは、立てかえという言葉

に工事が終わって金額が確定した後に、最終

が随分出てきたわけでありますけれども、そ

的な金額が確定していくということなもので

もそもこういった支援策というのは、いろん

すから、今のところとしては、今の手続的な

なケースの状況があると、それに対してやは

形を踏襲していきたいなというふうに考えて

り支援策を講じようということからスタート

いるのですけれども、その中で業者の方々と

しているのだと思っているのです。当然必要

利用者、それから町の中でのやりとりの中

な支援はしていきましょうということです

で、何か改善できる余地があるのだとすれば

ね。

検討してみたいなというふうに考えておりま
す。

委員はそこまで深く考えていないで、立て
かえということだというふうに意識をしない

以上でございます。

で発言されているというふうに思うのですけ

○委員長（高橋幸雄君）

１３番

れども、やはりこういった公費助成だとかそ

○１３番（高道洋子君）

これは別面で高齢

ういったものは、根本はやはり、まず健常者

者対策の政策ととらえることも一つの、これ

であれば、間違いなくそんなものは自立して

は障害を持った人の対策ではありますけれど

もらわなければいけないというのが大基本で

も、そういう高齢者対策の一つの政策ととら

ありますし、そこで、身体的にハンディを

えて、町から立てかえているという自治体も

持っている方ですとか、いろんな状況がある

あるとも聞いております。これは所得制限が

わけです、高齢者の方ですとかってあるわけ

ないですし、それからまた反面、こういう仕

でありますから、そういう方々が日常生活を

事がたくさんあると、２０万円ではあります

していく上で、そのハンディを持っていない

けれども、業者さんにとっては拾い仕事と

人と同じようなレベルで生活していける、そ

いったらおかしいですけれども、そういう仕

ういった部分を控除といいますが、公的に支
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援をしていくということが、これが基本だと

いう御説明をいただきました。

いうふうに思っております。

現状、使用水量については、問題はないと

当然、委員が提案をされていることという

いう御説明でございましたが、漏水箇所を発

のは、十分わかる、理解もできる部分もある

見するには大変多額のお金がかかるし、難し

わけでありますから、そこら辺については、

いという御答弁だったんですけれども、今後

先ほど課長も答弁したとおり、今後そういっ

の漏水対策をどう進めるかについて理事者に

た部分が可能なのかどうなのかということ

お伺いをいたします。あわせて、企業会計と

も、仮に町が、私もあえて立てかえという言

いうこともございますので、監査委員さんの

葉を使わせてもらいますが、そうする場合に

御意見もあれば、お伺いをいたしたいなとい

ついては、やはり一定のお金の確保が必要だ

うように思います。

ということになってきますし、さらに事務処

○委員長（高橋幸雄君）

理上の問題もありますから、そこら辺は課長

長。

も答弁したとおり、十分検討させていただい

○町長（安久津勝彦君）

て、当然そういうことになるとすれば予算を

の部分でありますけれども、御案内のとお

通さなくてはいけないですから、当然議会と

り、我が町、我が町に限らず、上水にかかわ

も相談をさせてもらうということも必要に

る整備、これはある意味、相当年数がかかっ

なってくるというふうに思いますから、そこ

て今の状況になってきているということでご

のところは今後の検討課題とさせていただく

ざいます。これは老朽管という表現をさせて

ということで御理解いただきたいなというふ

いただきますけれども、これは今現在どうい

うに思います。

うことで入れかえをしていくかというのは、

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町
御質問の漏水対策

最優先は道路の改良工事等々にあわせてどん
町長、今の問題に

どん布設がえをしていくということでありま

ついては、高額医療の関係の従来、相当昔で

すけれども、これは現実、企業会計でやって

すよね、あのことを想定して、同じような取

いることもあって、一番いいのは、例えば耐

り扱いができないのかと。例えばがんの患者

用年数を決めて、あらかじめどんどん布設が

あたりの請求の３カ月ぐらい、何十万という

えをしていくという、これがある意味で理想

金を３カ月分お支払いして、やっと４カ月の

な形かなというふうに思うわけでありますけ

段階で戻ってくる、こういうこと。今はもち

れども、しかし、これは率直に言って、今の

ろん是正されておりますけれども、そういう

企業会計の状況からいって、なかなか難しい

ことを想定して支援されているのですよね。

部分があるということでございます。ですか

それでは、６番。
○６番（川上初太郎君）

ら、年々経過年数を経るわけでありますか
上水道事業会計に

ついてお伺いをいたします。

ら、今の対応としては、漏水したら、どこか
ら漏水しているのだということを見つけて、

一昨日、担当者から無収・無効水量につい
て御説明をいただきました。千未満をは

そしてその都度、対応をしているというのが
実情だというようなことございます。

しょって申し上げますが、年間総配水量が６

そういう中にあって、今は御案内のとお

９万４,０００立方メートルですか、そのう

り、とりわけ町なかにつきましては、区画整

ち 年 間総 有 収水 量 が５ ５ 万３ ,０ ０ ０立 方

理事業をやっている地区につきましては、こ

メートル、その中で無収・無効水量が１５万

れは道路整備とあせて下水道整備、あわせて

１,０００立方メートルということで、昨年

水道管の付設がえというようなことでやって

より３,９００立方メートルほどふえており

いますから、その中で、大部分といいます

まして、そのうちの約２０％強が主に漏水と

か、大部分というのは言い過ぎかもしれませ
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んけれども、一定程度そういった更新という

いう関係で、今の技術をもっても、そう簡単

ことも進んできているなというふうに思って

に何というのですか、感知器、レーダーみた

おります。

いなものを持って歩いて、すぐ感知できるよ

率直に申し上げて、繰り返しになりますけ

うなものって今の時代にまだないんでしょう

れども、計画的な布設がえというのは、まだ

か。

ちょっと難しい状況だなというふうに思って

○委員長（高橋幸雄君）

おりますので、御理解をいただきたいなとい

長

うふうに思います。

○建設課長（南岡雄二君）

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

答弁、南岡建設課
御質問の件なん

ですが、私どものほうでも、漏水未然対策と
川村代表監査委

員。

いうことで、ふだんからのそういうパトロー
ル等をしたいのでございますが、先ほども町

○代表監査委員（川村浩昭君）

ただいまの

長がおっしゃいましたように、昭和３７年，

件で、監査といたしましても、決算審査のと

３８年に布設したものもございます。多額の

きに担当課に対しまして、昨年も出ましたの

お金でございますけれども、修繕費用という

で、そこら辺も注意深く漏水はなるべくない

ことで７２３万円という額をお認め願いまし

ような方向でという形の中でお話しさせてい

て、その中でパトロール、要するに各業者の

ただきましたけれども、やはり町長のほうか

ほうも工事をやる際とか、そういうときには

らも申し上げましたとおり、古い管がかなり

注意深く見てもらっているわけですが、現状

あるということで、それを調べるには、委員

としましては、やはり表面に出てくる場合は

もおっしゃってましたけれども、かなりのお

すぐ発見できるわけですが、委員さんも御指

金がかかるということで、漏水箇所を探して

摘のとおり、地下とかそういうことになりま

いくのはなかなか難しいというようなことは

すと、いま少し時間がかかっているのが実情

担当課からもお伺いしております。

です。

その中で、私としても、決算審査のときに

ただ、御利用されている方から、徐々に水

は担当課のほうに、そういう漏水等をなくす

圧が低下してきているとか、そういう情報を

るような形で、今回の区画整理を踏まえて、

もらった段階、それも数多くもらっておりま

かえれるところは新しい管にかえて、漏水を

す。そういう中で、私ども時間、昼間ではな

なくするような形で進めてもらいたいという

い深夜も行っているわけでございますが、そ

ようなことを申し上げております。

ういうときには職員並びに業者の者と一緒に

以上でございます。

対応しているというのが実情でございます。

○委員長（高橋幸雄君）

６番。

○６番（川上初太郎君）

今、いろいろお話

そういうことで、御通報による修繕が主で
ございます。

を承ったのですけれども、いわゆる漏水の比

調査の機械でございますが、今のところ担

率が、私なりに考えれば結構高いのでないか

当の方からお伺いしている範囲内では、未然

という部分で、我が町、市街地にしてもかな

防止のための機械は今のところないというこ

りの面積があることはわかりますけれども、

とでございます。何かそういうものが情報で

そこで漏水を発見する、いわゆる表面に水が

つかめれば、前向きに考えていきたいと思っ

上がってくれば、ここだよという発見は簡単

てございます。よろしくお願いします。

なのかもしれませんけれども、いわゆる地下

○委員長（高橋幸雄君）

６番

１メーター５０以上も下になって管が配置さ

○６番（川上初太郎君）

今のこのままの状

れているという中で、砂利層であれば、当然

態でいきますと、結果的にはコスト高になっ

表面に出ないで地下に沈んでいってしまうと

てしまうという部分もございます。ひとつよ

― 8 ―

ろしくお取り計らいをお願いいたしたいと思

てございます。総体にかかわる部分、そうい

います。

うものも活用しながら御利用をということで

もう一点、公共下水道事業の、これも特別

なってございます。

会計でございますけれども、お伺いをいたし
ます。

ただ、家庭から、公共升までをつなぐ距離
数とか、それから家庭の建築している建物の

下水道事業計画に対して、現状どのくらい

内容によりますので、それから真っ正面から

進捗しているのかというお話を担当者からお

する引っ張れる場合、それからちょっと迂回

聞きをいたしまして、おおよそ４６％になっ

をしなければならない場合もございますの

ているということでお聞きをしました。その

で、そこは一概に工事費が何ぼということ

受益者の約７２％の方が御使用とのことでご

は、その家庭家庭によって違うということで

ざいました。残り２８％の家庭では、いわゆ

御理解をお願いしたいと思います。

る建設費が高いということなんでしょうか、

自己資金で改善、改造される場合について

設置が進んでいないということは伺っており

も、私どものほうでは補助制度を持ってござ

ますが、１世帯どれぐらいかかるんでしょう

いますので、これについても、下水道の使え

か、お伺いをいたしたいと思います。

る状態、それから下水道が工事に入る前に

○委員長（高橋幸雄君）

は、こういう融資のあっせん制度、補助制度

答弁、南岡建設課

長

というものも御説明をさせていただいており

○建設課長（南岡雄二君）

御質問の趣旨に

ますので、御理解のほどをお願いしたいと思

ちょっと外れるかもしれません。そのときに

います。

は、再質問をお願いしたいと思います。

○委員長（高橋幸雄君）

６番。

○６番（川上初太郎君）

私の質問の仕方が

要 する に 、水 洗 化率 ７ ２. ４％ と いう の
は、平成２１年度末において供用開始区域内

ちょっと悪かったかもしれません。大変失礼

年度末人口、要するに、下水道工事が終わっ

いたしました。

て、いつでもつなげれる状態にある地区の人

平均的な一般家庭でもよろしいので、いわ

口に対して、供用区域、実際につないだ方の

わゆる助成金があるとすれば、助成金を除い

世帯数、人数で割りますと、７２.４％とい

た実質家庭での負担といいますか、それをお

うことになってございます。ですから、２

聞きしたいなというふうに思っていたんです

７.６％という数字が、現在、工事は終わっ

が、大変失礼をいたしました。

てますけども、まだ家庭からの公共升は設置

○委員長（高橋幸雄君）

されていますけれども、家庭内における排水

整のため、休憩いたします。

それでは、答弁調

処理、おふろの水とか家庭排水というものを

午前１０時４４分

休憩

つないでいない。大体３年以内にはよろしく

午前１０時５５分

再開

お願いしますと言っているのですが、高齢化

○委員長（高橋幸雄君）

ということとか、そういうこともありまし

を再開いたします。

て、まだつないでいない世帯があるというこ
とになってございます。

答弁、田中副町長。
○副町長（田中幸壽君）

もう一点、工事費の関係だったですか。要

休憩を閉じ、会議

お答えをいたしま

す。

するに、公共升というのは、そこまでは私ど

まず、実質工事費、水洗化の工事費の関係

もが私どもの事業費で行います。家庭からの

でありますけれども、ケース・バイ・ケース

接続をするものについては、原則自己負担と

で、もともとの既存の建物の形態によっても

いうことになってございまして、そのうち

若干変わるんですけれども、基本的に水洗化

の、うちのほうも補助事業というものを持っ

をするということは、トイレだけでなくて、
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台所の排水、浴室の排水、そういった手洗い

の一般質問で私は予定をしておりましたが、

等も含めて、すべて下水道に流すといったこ

委員会の所管もあるということの中で控えて

とを整備しなきゃいけないということになっ

おりました。このたび、決算審査で手短に質

ております。

問をしたいと思います。

概算でありますけれども、私ども町が教員

林業振興費、野生鳥獣対策事業の中で、エ

住宅を水洗化をする等々という工事費という

ゾシカ、キツネ、ハト、カラス、ヒグマとあ

のは、約７０万円程度で今行っております。

るわけでありますが、断トツに被害をもたら

ただ、これだけでは済まなくて、当然くみ取

すのはエゾシカであります。昨年のエゾシカ

りのトイレには水道設備がないとか、水洗化

特別駆除捕獲頭数は、エゾシカで１,５８１

になれば、トイレの保温、断熱等々もあわせ

頭、これに一般狩猟頭数を加えると、２,０

てやらなきゃいけないですとか、そういうこ

００頭以上にもなろうかと思います。

ともあって、一概にこの数字ですべてができ
るということではございません。

農業被害額、畑作、それから飼料作物、合
わせて、これは去年の資料がなかったわけ

たまたま手元に、民間の一般的にトイレ１

で、一昨年の被害額については１億６,６５

カ所、流し排水、ふろ、そういった部分を改

１万９,０００円となっております。林業被

修した数字があるのですけれども、７７万

害、これについては、針葉樹、広葉樹の被害

７,０００円ということで民間の方の見積も

額は今のところカウントされておりません

りが出ておりますので、一般的にはその程度

が、これらを含めますと、被害額は１年間に

の金額でできるのかと思います。

２億円以上になろうかと思われます。

ただ、何回も言いますけれども、水洗便器

ここで、関係者もこれに対しては努力をし

等もピンからキリまでありまして、トイレだ

ておることとは思いますが、毎年これだけの

けで５０万も７０万もするという、そういっ

被害額がありながら、年々、被害または被害

た施設もありますので、一概には言えません

額がふえるとも大きく減っていかないのはど

けれども、こういったことで概算でございま

うしてか、なぜなのかということになろうか

すけれども、御理解のほどをよろしくお願い

と思いますが、これについて町長にお尋ねを

したいと思います。

したいと思います。

以上です。

○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

６番。

長。

○６番（川上初太郎君）

わかりました。

○町長（安久津勝彦君）

それで、先ほどの話にちょっと戻るんです

答弁、安久津町
お答えをいたしま

す。

けれども、実際、漏水で、我が町で被害補償

単刀直入に、なぜ被害がふえてくるのかと

のケースはありませんでしたか。これだけ漏

いう分につきましては、これは率直に申し上

水があっても、幸いにして。

げまして、道内に生息するシカの数が圧倒的

○委員長（高橋幸雄君）

にふえまして、これは北海道が公表している

答弁、南岡建設課

長

数字でも既に６０万頭を超えている、６５万

○建設課長（南岡雄二君）

私は、建設課に

頭という話もございますけれども。ただ、現

数年いるのですが、その間においての補償関

実、本当に６５万頭が合っているのかなとい

係とか、そういう部分については実際はして

う、そういう疑問点もあるわけでございま

いないと記憶しております。

す。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
○５番（木村明雄君）

おかげさまで、我が町は、いろんな事業を
５番。

導入して、一口で言えば、農地は一部大囲い

これについては、春

のところも含めてシカさくを張りめぐらせて
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いるわけでありますけれども、しかし、どう

頭数を少しふやして６万頭だかって、合って

しても道路をふさぐわけにはいかない。河川

いるかどうか分かりません。ちょっとレベル

も一定の対応はしていますけれども、どうし

が違うんでないのかという、そんな思いで新

てもそこから入ってくる。これは一たん入っ

聞も読ませていただいたところでございま

てしまいますと、逆にさくが張ってあります

す。

から、シカさんにとってはとんでもないいえ
さ場になってしまうわけであります。

私の立場からも、駆除方法について具体的
な提案をさせていただいています。これは法

ここのところは、当然駆除ということで対

律もあって、なかなか打開できないわけであ

応させていただいてるわけでありますけれど

りますけれども、私が提案させていただいて

も、しかし、現実からいきますと、これは今

いるのは、夜撃たしてくれと。これも平場で

いろいろな規制も含めて、だんだん厳しく

撃っちゃうと、これは危険がありますからそ

なってきて、駆除員といいますか、銃を持つ

んなことになりませんけれども、私は移動式

人が、若い人がなかなか取得してくれない。

のタワーを立てさせてくれと。えさ場もつ

もっと言えば、取得しづらい状況になってき

くって、タワーから下に向けて撃つ分につい

ていますね。一たび銃にかかわる事件が発生

ては、これは安全対策も大丈夫でないのか

しますと、どんどん規制が厳しくなってきて

と。

いるということも相まって、ともかく今の我

それから、なぜ移動式という提案をさせて

が町の猟友会のメンバー方々からお話を聞い

いただいているかというと、シカというのは

ても、どんどん高齢化をしていくと。これは

物すごく学習能力が高い。恐らく、やってみ

我が町に限らず、そういう状況にあるという

なきゃわかりませんけれども、せいぜい二、

ことでございます。

三度やれば、そこには寄ってこないだろうと

そこで、ことしのたしか２月だったか、道

思います。どこにシカが出没するのか、ある

の会議がありましたから、私も出席をさせて

いはシカの通り道がどこなのかというのは、

いただいて、我が町の実情、これは表面上と

やはり現地にいる方が一番よくわかっている

いう言葉が合っているかどうかはわかりませ

わけでありますから、移動式のタワーという

んけれども、先ほど委員もおっしゃられてい

ことであれば、一たんここで終われば、次に

ましたけれども、数字にあらわれている被害

どこに行くということで、これは効率的に駆

だけで１億数千万になっていると。私はもっ

除できるのでないのかなというようなことも

と被害はあるんだろうというふうに思うんで

含めて提案をさせていただいているわけであ

す。特に飼料作物なんていうのは、なかなか

りますけれども、なかなか実現していないと

これはカウントしにくいという部分もありま

いう実情であります。引き続きまた、この対

すから、実際はもっともっと被害はあるのか

策についてはしっかりやっていきたいなと。

なと。そこで、言わせていただいたのは、少

もちろん、これらの所管は、実は北海道は

なくとも道東の首長の中では、これは有害鳥

環境生活部なんですね。自然保護ということ

獣の被害、これは被害じゃなくて災害だぞと

もあって、そことの綱引きもたくさんあるわ

いうようなことで、強く北海道に対しても対

けでありますけれども、いずれにしても、十

策を強く申し入れをしてきているわけでござ

勝管内の首長、あるいは、これは全道的にも

います。

課題になっていますから、引き続きまた、そ

直近の動きでは、知事も自衛隊のほうに協

の対応といいますか、要請も含めて対応して

力要請をするだとか、やっとそういう動きに

いきたいというふうに思っておりますので、

なってきたというようなことでございます。

御理解をいただきたいというふうに思いま

それから、今朝の新聞だったかにも、駆除

す。
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以上でございます。

んし、そういったことも含めて全体的に、こ

○委員長（高橋幸雄君）
○５番（木村明雄君）

５番。

れはもっと言えば全道あるいは全国的に当然

私の知る限りでは、

保護しなくちゃいけない希少動物もあるよと

平成の初めごろから農林業被害が目立ち始め

いうようなことで指定がされているというこ

ました。そして、平成８年に、これは大変だ

とでありますから、ここのところは、全面的

ということで、上足寄が足寄町では一番先

に開放せよというのは、これはなかなか厳し

に、これは阿寒のふもとだと、白糠の国境だ

い話かなというふうに思っているところでご

ということの中で、被害が多かったんだろう

ざいます。

ということを思うわけです。そこで、上足寄

ですから、私は、やはり先ほど申し上げた

の牧柵管理組合が平成８年に発足いたしまし

とおり、全道で６５万頭を超えるような生息

て、それから農業生産体制強化、畜産編成総

数ということでございますから、これはやは

合対策、中山間地域農村活性化総合整備、そ

り頭数を減らす以外にないんだというふうに

れからＪＡの単独事業、それから個人でも、

思っているんですよ。

これは真剣に個人としても事業に取り組んで

先ほど申し上げた会議でも、適正という

いったということの中で、あらゆる事業を展

か、全滅させるわけにはいきませんから、適

開し、ことし２２年度、完成するエゾシカの

正な頭数というのはどのぐらいなんだという

防護さくというか保護さく、これを合わせて

議論もしているのですけれども、これも実は

の 総 延長 距 離が ６ ６２ .９ キ ロと い うこ と

答えは出ないんですよね。いろいろ、２０万

は、足寄町に６３０キロもの防護さくを張り

頭ぐらいがいいんじゃないかという話もあり

めぐらせたわけなんですよね。

ますけれども、これは学者の先生方について

そこで、個人負担、それから補助金、合わ

も、これはなかなか専門学的なところがある

せて２０億円以上にもなっている。この膨大

のかなという、そんな思いもしております。

な事業経費をかけながら、年々被害額が増加

ただ、少なくとも今の被害の現状を含め

し、エゾシカがふえる原因は何なのか。私は

て、６０万頭を超えるような生息数というこ

一つつきとめたことがあります。それは、中

とでありますから、これを大幅に減らさな

足寄地域に７３ヘクタール、九州大学演習林

かったらどうにもならないのではないかなと

３,７００ヘクタール、芽登地区に９９１ヘ

いう、そんな思いもしております。

クタール、合わせて約５,０００ヘクタール
の保護区があるわけなんです。

また、ちょっと話はそれますけれども、先
ほど申し上げたとおり、シカについては学習

我が町の中に、片方では金をかけての捕獲

能力が高いというようなことでございます。

をする、また、片方では保護をする、これに

リアルな情報もいただいたんですけれども、

ついて矛盾点があるのではないか、私はそう

シカというのは本来、穴を掘らない、それが

思うわけなんですけれども、この辺について

町長、今どうなっているかわかるかと。シカ

町長の所見を伺います。

さくの下を１頭のシカがこうやって掘ると、

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

交代要員が後ろに控えていて、次のやつがま
た来て下をくぐっているぞと。最近こんな状

今、委員から指摘

況も出てるぞという、こんな情報もいただい

がございました、我が町に約５,０００ヘク

ております。このことも、全道の会議のとき

タール程度の保護区があるじゃないかという

にも、こんな実情もありますよというお話も

ことでございますけれども、この保護区とい

させていただいております。

う意味は、これはシカに限らず、野生鳥獣、

私は、やっぱり一番特効薬というのは、と

貴重なシマフクロウもそうなのかもしれませ

もかく生息数を減らす、すなわちどうやって
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駆除をしていくのかということを、これは今

それともう一つ、狩猟法の中で、日の出か

の法規制を超えた中での特例でも何でも構い

ら日没までとあります。これは鉄砲を撃って

ませんけれども、それをしない限りはちょっ

いいのは、太陽さんが上ってから日が沈むま

と難しいのではないのかなというふうに思っ

で、それから先、暗くなってから撃ったのは

ていますので、また引き続き意見反映をしな

違反になります。警察に捕まります。しかし

がら、有効な駆除の実現に向けて努力をして

ながら、これをやはり地域と時間を限定し、

まいりたいというふうに考えていますので、

特別に夜撃ちを許可すること、そしてさせる

御理解をいただきたいというふうに思いま

こと、これについて進めてもらわなければ、

す。

シカは減らないでないかと、私はそう思うわ

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
○５番（木村明雄君）

けでございます。これが一番エゾシカを激減
５番。

させる方法ではないかと、私はそう思うわけ

我が町の基幹産業

なんですけれども、町長の所見を伺います。

は、何といっても農林業であります。１年間

○委員長（高橋幸雄君）

に２億円もの被害が出るということは、被害

長。

に遭っている方々の身になれば、本当に大変

○町長（安久津勝彦君）

なことだと、死活問題だということになりま

とおり、全くそのとおりだというふうに思っ

す。安心、安全、そして希望を持って営業を

ております。

してもらうためには、我が町からエゾシカが
１頭でも少なくなることだと思います。

答弁、安久津町
先ほども答弁した

それから、先ほどちょっと言い忘れたこと
で、当然駆除をしなくてはいけないというこ

先ほども町長が、エゾシカを減らすしかな

とでありますけれども、昨年の実例を申し上

いんだということなわけなんですけれども、

げますと、国有林内においてこういう問題点

これは阿寒国立公園を控えて、そして北見、

が出てきたということであります。足寄町の

それから白糠の国境だということの中では、

国有林の部分につきましては、音更の森林管

足寄町はやはりどんなことをしてでも、あい

理署の署長も含めた御理解もいただいて、施

つらは足が生えているから入ってくるという

業をしていないところについては駆除をすべ

ことになろうかと思います。そこで、減らす

きということで、絶大な協力をいただいてお

ために、どうすればいいのだということに

るわけでありますけれども、実はこんな現象

なってこようかと思います。

が出たんです。

まず一つに、シカさく内部に迷い込んでい

これは間違いなく町外ハンターだというふ

るシカの撲滅を図ること。これは、一たん防

うに思いますけれども、実は国有林内に残滓

護さくへ入ってしまったシカは、防護さくが

をそのまま捨てていっていると、こういう現

今度は邪魔をして、山へ帰っていけなくな

象が出ました。たしか頭数でいきますと５０

る。これについて、今度は帰らないで子を生

頭ぐらいだというふうに思いますけれども、

み、そしてそこで生息をして農作物を食べ荒

ひどいやつは背中のロースだけ、２本だけ

らすということになります。ですから、これ

取って捨てていくという、こんなことであり

については、やはり撲滅するしか方法がない

ます。ですから、冬期間ですから、これの処

となろうかと思います。

理自体も大変なことであります。

２番目に、先ほど町長のほうから御意見を

もちろん、これから駆除については何とか

いただきました。これについては、地区限定

実現できるように努力をしていきたいという

で矢倉を組み、そこからシカを撃ちとめるこ

ふうには思いますけれども、残滓の処理の問

と、それを可能にすることだと私はそれも思

題も実はあります。このことも、先ほどの状

うわけでございます。

況も申し上げて、ここに対する一定の助成措
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置も考えてくれないのかと。我が町には、

５,０００ヘクタールの保護区があるという

ちょうどクリーンセンターのところに小動物

ことなわけなんですけれども、そこで、少し

の焼却炉がありますけれども、それこそ背

前に戻るわけなんですけれども、中足寄地区

ロース２本だけ抜いたやつを１頭処理すると

に７３ヘクタール、そして芽登地区に９９１

いったら、とんでもない経費がかかっちゃう

ヘクタール、これは保護区だと言われれば、

わけです。時間もかかります。

これは仕方ないのかなと私は思う。しかし、

そういったことも含めて、残滓の処理方法

九州大学演習林、これは保護区ではないとい

についても、実は先日も栗山の町長とも情報

うことになるわけなんですけれども、その辺

交換をして、栗山で今こんなことを考えてい

について何か情報がありましたらお聞かせい

るんだという話もお伺いしましたので、そう

ただきたいと思います。

いった部分も私どもも勉強しながら、有効的

○委員長（高橋幸雄君）

な駆除、さらには駆除した後の残滓の処理の

長。

問題にも取り組んでまいりたいなというふう

○町長（安久津勝彦君）

に考えていますので、御理解いただきたいと

きましては、過去にも猟友会の協力をいただ

いうふうに思います。

きながら駆除をしたという経過もございま

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町
九大の演習林につ

町長、先ほどの質

す。今年度の取り組みとして、１月、２月の

疑中の提言事項の３点目、時間の設定の特別

土日について、これは駆除というようなこと

駆除、夜撃ちの関係についてはどうなんです

で今、協議を進めておりますので、そこら辺

か。明言されていませんが、このままです

の対応もしっかりしていきたいというふうに

と、そのとおりだということになりますが。

思っております。

答弁、安久津町長。
○町長（安久津勝彦君）

以上でございます。
失礼をしました。

失礼いたしました。

今の狩猟法の日の出から日没まで。よくよ

先ほど、１月、２月と言いましたけれど

く聞きますと、日没も、その地区によって時

も、１１月、１２月の誤りでございましたの

間も何か決められているという話なんです

で、訂正をさせていただきます。

よ。実際は明るいけれどもだめよという、こ

○委員長（高橋幸雄君）

んな規制もかかっている。意見交換する中で

しょうか。

は、本当に暗くなるまでの間だけでも延ばし

他にありませんで

（「なし」と呼ぶ者あり）

てくれれば全然違うんだよという、こんな意

○委員長（高橋幸雄君）

見交換もしているところでございます。

疑を終結いたします。

これをもって、質

いずれにしましても、先ほど私が言った簡

総括質疑が終結いたしましたので、これよ

易のタワーを立てて、夜撃たしてくれないか

り各部会を開催し、意見の取りまとめをお願

ということも含めて、これは現行の法律上は

いいたします。

できないことでありますから、これは特例で
あろうが、特区であろうが、そういうことで
北海道にも要請をしているところでございま

なお、部会の後、正副議長室において部会
長会議を行い、意見調整を願います。
暫時休憩をいたします。

す。当然、そういう働きかけを引き続き強め

午前１１時２０分

休憩

ていきたいということで、御理解をいただき

午前１１時３３分

再開

たいというふうに思います。

○委員長（高橋幸雄君）

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
○５番（木村明雄君）

休憩を閉じ、会議

を再開いたします。
５番

先ほど行われました正副委員長・部会長会

先ほど、足寄町には

議におきまして、各部会長から審査意見は特
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にない旨の報告がございました。したがっ
て、これから質疑を行いたいと思います。
それでは、総務産業部会に対する質疑を行
います。質疑はありませんか。

本件に対する反対討論の発言を許します。
９番
○９番（矢野利恵子君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

ての件の討論に入ります。

国民健康保険病院

についての時間外というのは当たり前のこと

質疑なしと認めま

す。

なので、それについては人が命を預かること
だから言えないですけれど、持ち家手当、や

次に、文教厚生部会に対する質疑を行いま
す。質疑はありませんか。

持ち家手当について反対いたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

はりこれはまずいのではないかと。で、この
○委員長（高橋幸雄君）

質疑なしと認めま

他に討論はありま

せんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、両部会長に対する質疑を終
結します。

○委員長（高橋幸雄君）

これをもって、討

論を終わります。

これより、議案第９３号平成２１年度足寄
町上水道事業会計決算認定についての件の討
論に入ります。

お諮りをいたします。
議案第９４号平成２１年度足寄町国民健康
保険病院事業会計決算認定についての件は、

本件に対する反対討論の発言を許します。

認定することに賛成の方は起立を願います。

９番。

（賛成者起立）

○９番（矢野利恵子君）

上水についてはい

○委員長（高橋幸雄君）

起立多数。

いんですけれども、人件費の部分の職員費の

よって、議案第９４号平成２１年度足寄町

職員手当の分、時間外休日勤務手当、持ち家

国民健康保険病院事業会計決算認定について

手当のことについては、当初予算のところに

の件は、認定することに決しました。

も反対していましたので、これについての反
対をしたいと思います。
○委員長（高橋幸雄君）

これより、議案第９６号平成２１年度足寄
町一般会計歳入歳出決算認定についての件の

他に討論はありま

せんか。

討論に入ります。
本件に対する反対討論の発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

９番。

討論なしと認めま

す。

○９番（矢野利恵子君）

これについては３

点。

これをもって、討論を終わります。

総務費の中の委託料、ファイリングシステ

お諮りいたします。

ム。やはり以前のようにとじていないので、

議案第９３号平成２１年度足寄町上水道事

とても扱いにくい。パソコンの時代にファイ

業会計決算認定についての件は、認定するこ

リングシステムというのは、逆行しているの

とに賛成の方は起立をお願いします。

ではないか。そういうところから。

（賛成者起立）
○委員長（高橋幸雄君）

あとは土木費の都市計画費の町づくり交付

起立多数。

金事業費。北１条通り、南１条通り、そして

よって、議案第９３号平成２１年度足寄町

銀河ホールの周辺工事費。やはりこれについ

上水道事業会計決算認定についての件は、認

ては、町民の間からも評判が悪いということ

定することに決しました。

から反対いたします。

これより、議案第９４号平成２１年度足寄

そして、最後に職員費ですけれども、時間

町国民健康保険病院事業会計決算認定につい

外休日勤務手当と持ち家手当。国家公務員の
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持ち家手当は廃止していると。やはりこれを

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい

考えたら、まずいのではないかと。

ての件の討論に入ります。

この３点について、当初予算でも反対して
いましたので、決算認定のときにも反対いた
します。

本件に対する反対討論の発言を許します。
９番。
○９番（矢野利恵子君）

○委員長（高橋幸雄君）

次に、賛成討論の

発言を許します。

手当はそれほど使っていないかもしれません
けれども、やはり持ち家手当、これについて

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

職員費の中の残業

毎月１万８,５００円、町民にない制度だか

討論なしと認めま

す。

ら、やはりまずいのではないかというところ
から、反対いたします。

これをもって、討論を終わります。

○委員長（高橋幸雄君）

お諮りします。

発言を許します。

議案第９６号平成２１年度足寄町一般会計

（「なし」と呼ぶ者あり）

会計歳入歳出決算認定についての件は、認定

○委員長（高橋幸雄君）

することに賛成の方は起立を願います。

論を終わります。

（賛成者起立）
○委員長（高橋幸雄君）

起立多数。

議案第９８号平成２１年度足寄町簡易水道

一般会計歳入歳出決算認定についての件は、

特別会計歳入歳出決算認定についての件は、
認定することに賛成の方は起立願います。

認定することに決しました。

（賛成者起立）

これより、議案第９７号平成２１年度足寄
町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認
定についての件の討論に入ります。

○委員長（高橋幸雄君）

起立多数です。

よって、議案第９８号平成２１年度足寄町
簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

本件に対する反対討論の発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）

の件は、認定することに決しました。
これより、議案第９９号平成２１年度足寄

次に、賛成討論の

発言を許します。

町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい
ての件の討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

これをもって、討

お諮りいたします。

よって、議案第９６号平成２１年度足寄町

○委員長（高橋幸雄君）

次に、賛成討論の

本件に対する反対討論の発言を許します。

これをもって、討

論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

お諮りいたします。

次に、賛成討論の

発言を許します。

議案第９７号平成２１年度足寄町国民健康

（「なし」と呼ぶ者あり）

保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

○委員長（高橋幸雄君）

の件は、認定することに賛成の方は起立を願

論を終わります。

います。

これをもって、討

お諮りいたします。
（賛成者起立）

○委員長（高橋幸雄君）

議案第９９号平成２１年度足寄町老人保健

全員起立です。

よって、議案第９７号平成２１年度足寄町

特別会計歳入歳出決算認定についての件は、
認定することに賛成の方は起立を願います。

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定
についての件は、認定することに決しまし
た。

（賛成者起立）
○委員長（高橋幸雄君）

全員起立です。

よって、議案第９９号平成２１年度足寄町

これより、議案第９８号平成２１年度足寄

老人保健特別会計歳入歳出決算認定について
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の件は、認定することに決しました。

お諮りいたします。

これより、議案第１００号平成２１年度足

議案第１０１号平成２１年度足寄町介護保

寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

険特別会計歳入歳出決算認定についての件

定についての件の討論に入ります。

は、認定することに賛成の方は起立願いま

本件に対する反対討論の発言を許します。

す。

９番。

（賛成者起立）

○９番（矢野利恵子君）

人件費の中の持ち

○委員長（高橋幸雄君）

全員起立です。

家手当について、国家公務員はたった毎月

よって、議案第１０１号平成２１年度足寄

２,５００円を５年間だったのを、それを廃

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

止しているというのに、町は毎月１万８,５

ての件は、認定することに決しました。

００円を５年間、そしてその後は１万６,０

これより、議案第１０２号平成２１年度足

００円をずっと退職するまで、余りにも差が

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

あり過ぎる持ち家手当について反対いたしま

事業特別会計歳入歳出決算認定についての件

す。

の討論に入ります。

○委員長（高橋幸雄君）

次に、賛成討論の

発言を許します。

９番。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

本件に対する反対討論の発言を許します。
○９番（矢野利恵子君）

討論なしと認めま

す。

これも当初予算に

反対していたわけですけれども、持ち家手当
のほかに、この事業そのものが莫大なお金を

これをもって、討論を終わります。

かけて道を広げて、その結果どうなったか、

お諮りいたします。

がら空きの町がつくられてしまった。やはり

議案第１００号平成２１年度足寄町公共下

この事業をやるべきではなかったのではない

水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

か。そういうところからこれに反対いたしま

の件は、認定することに賛成の方は起立を願

す。

います。

○委員長（高橋幸雄君）
（賛成者起立）

○委員長（高橋幸雄君）

次に、賛成討論の

発言を許します。

起立多数です。

よって、議案第１００号平成２１年度足寄
町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

討論なしと認めま

す。

についての件は、認定することに決しまし

これをもって、討論を終わります。

た。

お諮りいたします。

これより、議案第１０１号平成２１年度足

議案第１０２号平成２１年度足寄町足寄都

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

市計画足寄市街地区土地区画整理事業特別会

いての件の討論に入ります。

計歳入歳出決算認定についての件は、認定す

本件に対する反対討論の発言を許します。

ることに賛成の方は起立を願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

（賛成者起立）

次に、賛成討論の

発言を許します。

起立多数です。

よって、議案第１０２号平成２１年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

討論なしと認めま

す。
これをもって、討論を終わります。

業特別会計歳入歳出決算認定についての件
は、認定することに決しました。
これより、議案第１０３号平成２１年度足
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寄町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出
決算認定についての件の討論に入ります。
本件に対する反対討論の発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

はすべて終了しましたので、これをもって本
委員会を閉会したいと存じます。御異議あり
ませんか。

次に、賛成討論の

発言を許します。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

これで、本委員会に付託された案件の審議

異議なしと認め、

本委員会を閉会といたします。

討論なしと認めま

す。

なお、委員会報告書の作成については、正
副委員長に御一任願いたいと思いますが、御

これをもって、討論を終わります。

異議ございませんか。

お諮りをいたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議案第１０３号平成２１年度足寄町介護
サービス事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いての件は、認定することに賛成の方は起立
を願います。

○委員長（高橋幸雄君）

異議なしと認め、

正副委員長により作成をいたします。
これをもちまして、平成２１年度決算審査
特別委員会を閉会いたします。

（賛成者起立）
○委員長（高橋幸雄君）

長時間にわたり、大変御苦労さまでござい

全員起立です。

ました。

よって、１０３号平成２１年度足寄町介護
サービス事業特別会計歳入歳出決算認定につ
いての件は、認定することに決しました。
これより、議案第１０４号平成２１年度足
寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認
定についての件の討論に入ります。
本件に対する反対討論の発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

次に、賛成討論の

発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

討論なしと認めま

す。
これをもって、討論を終わります。
お諮りをいたします。
議案第１０４号平成２１年度足寄町後期高
齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
の件は、認定することに賛成の方は起立願い
ます。
（賛成者起立）
○委員長（高橋幸雄君）

全員起立です。

よって、議案第１０４号平成２１年度足寄
町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
についての件は、認定することに決しまし
た。
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午前

１１時４９分

閉会

平成２１年度決算審査特別委員会会議録
上記のてん末を記載し、その相違なきことを認めここに署名する。

委

員

長
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