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日程第１

議案第１１６号

足寄町地域支援事業条例の一部を改正する条例（文教厚生常
任委員会）＜Ｐ３＞

日程第２

一般質問

＜Ｐ３〜Ｐ５７＞
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午前１０時００分

（「なし」と呼ぶ者あり）

開議

○議長（吉田敏男君）
◎

す。

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これで、質疑を終わります。

全員の出席でござい

これから、討論を行います。討論はござい

ます。

ませんか。

これから、本日の会議を開きます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

○議長（吉田敏男君）

です。

討論なしと認めま

す。
◎

これで、討論を終わります。

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

事業条例の一部を改正する条例の件を採決を

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

これから、議案第１１６号足寄町地域支援

議会運営委員会委員

いたします。

井脇昌美君。
１

本件に対する委員長の報告は、可決です。

２月１０日に開催されました第４回定例会に

本件は、委員長の報告のとおり決定をする

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

伴います議会運営委員会の協議の結果を報告

ことに賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

いたします。
本日は、最初に、１２月７日の本会議にお

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

いて文教厚生常任委員会に付託いたしました

したがって、議案第１１６号足寄町地域支

議案第１１６号の審査報告を受け、審議を行

援事業条例の一部を改正する条例の件は、委

います。

員長の報告のとおり可決されました。

次に、一般質問を行います。
◎

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

○議長（吉田敏男君）
８番

一般質問

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第２

を行います。順番に発言を許します。

委員会委員長の報告を終わります。
◎

一般質問

報道機関より取材の

ため写真撮影の申し出がありましたので、こ

私は、平成２２年度

第４回定例会に臨み、大綱３点について一般
質問をいたすものでございます。
第１点は、町長としての議会対策について

れを許可することにいたしたいと思います。

でございます。
◎

現行法では、地方自治体の首長と議員はそ

議案第１１６号
議案第１

れぞれ住民によって直接選ばれるわけでござ

１６号足寄町地域支援事業条例の一部を改正

います。このことは、通称二元代表制と、こ

する条例の件を議題といたします。

のように称されております。

○議長（吉田敏男君）

日程第１

問題は、両者が研修研さんを積み重ねなが

本件における文教厚生常任委員会委員長の

ら議論を重ねて、努力の結果として結論の意

報告は、別紙配付のとおりです。
本件における委員長の報告は、原案可決で

思決定が、当然のごとく重要なる政策等の実
現に向けて、町民の負託にこたえた執行がな

す。

されるわけでございます。

これにて、委員長の報告を終わります。

そのような観点から、町長としての議会対

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行
います。質疑はございませんか。

策についての所見並びに所信をお伺いをいた
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おかげさまで私どもにおきましては、総合

すところでございます。
２点目は、商店街の再開発についてでござ

計画や自律プランを基本とした施策や、財政
運営におきましては何とか実現できたものと

います。
国道の拡幅事業の現状において、事業計画

思っておりますが、これもひとえに議会議員

で変更を余儀なくされた商店街の再開発は、

の皆様、多くの住民の方々の御支援のたまも

以前にも質問いたしたところでございます

のと感謝をしているところでございます。

が、今後においてどのような推移をするので

これまで、私の政策の執行に当たりまして

しょうか。現状では決してよいと言える状況

は、議会の皆様には本会議はもちろんのこと

ではありません。未来の商店街をどのように

常任委員会、特別委員会、議員協議会など機

活力ある商店街にするのか、理事者の構想を

会をとらえ慎重な審議を重ねていただきまし

示していただきたいと思うところでございま

た。今後におきましても、機をとらえ、御相

す。

談をさせていただく姿勢は崩さずにまいりた

３点目は、町の経済活性化策についてお尋

いと思っております。
次に、２点目の商店街の再開発についてお

ねをするものでございます。
現状の足寄町の実態は、立地条件に恵まれ

答えをいたします。

ているにもかかわらず、働く会社もなく、

市街地再開発事業による商業各施設を中心

年々人口が減少し、高齢者人口が高まってき

とした商店街の活性化につきましては、平成

ております。何としても足寄の地の利、質の

２０年第３回町議会定例会において、商業核

利を生かした経済の活性化を展開しなければ

施設の中心となるスーパー部門の業務提携の

ならないと考えてございますが、町長はいか

条件整備等が不透明であるなどの課題を総合

がお考えでしょうか。所信をお伺いするとこ

的に判断をし、事業を断念した経過や、平成

ろでございます。

１３年８月２４日に国へ提出をいたしました

以上３点について、一般質問をいたしま

８年８月の改正中心市街地活性化法施行によ

す。
○議長（吉田敏男君）

足寄町中心市街地活性化基本計画が、平成１

答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君）

高橋議員の一般質

り執行したことについて、高橋議員の一般質
問にお答えをしたところでございます。
本町の商店街の現状といたしましては、車

問にお答えをいたします。
まず、１点目の町長としての議会対策につ

社会の進展や高速道路の無料化、経済状況な

いての御質問でありますが、現下の地方自治

どさまざまな要因に伴い、消費者ニーズが帯

は首長、議会がともに住民を代表するいわゆ

広圏の大型商業施設へ流出する傾向にありま

る二元代表制のもとに行われております。

す。消費の低迷による売り上げの低下や、商

本来の二元代表制は、住民を代表する首長

業者の高齢化、後継者不足が進んでいるなど

と議会が相互牽制、抑制と均衡によって緊張

商業を取り巻く環境は厳しい状況となってお

関係を保ち、議会と長は対等の機関として、

り、商店街の空洞化や衰退が心配されており

議会は自治体の運営方針を決定、議決をし、

ます。
商店街は、少子高齢化社会が進む中で、地

その執行を監視、評価するとされておりま

域住民に役立つ地域コミュニティーの担い手

す。
最近の名古屋市と阿久根市における市長と

として、活力のある地域発展に欠くことので

議会の対立が世間の関心を呼んでおります

きない経済活動の根幹をなすものでありま

が、双方とも住民を代表する権能からのぶつ

す。商店街がより魅力のある業種、業態に変

かり合いとなっている端的な事象であると

化し、そのことにより地元での購買行動に大

思っております。

きな変化を与えるとともに、地域住民のニー
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ズにいかに対応していくかが課題となってお

少し、高齢者人口が増加してきております。
過去５年間の人口の推移を見ますと、平成

ります。
そのための方策の一つとして、あしょろ銀

１８年３月末８,４９３人、前年比でいきま

河ホール２１周辺を道の駅の役割としての交

すと７８人の減。１９年同期におきましては

通ネットワーク拠点機能だけでなく、足寄町

８,３５９人、同前年比１３４人の減。２０

の顔として、多くの方々が集まるにぎわいの

年同８,１５４人、同２０５人の減。２１年

発生機能、町と駅の記憶機能、防災機能など

同７,９６９人、同１８５人の減。２２年同

がより発揮できるよう整備を進めているとこ

７,８９１人、同７８人の減となっており、

ろであります。道の駅のにぎわいを商店街に

５年間で６８０人、年平均で１３６人の人口

招き入れていくため、道の駅の情報発信と商

減となっております。人口減の内訳では、平

店個々が消費者にとって魅力のある商品・

均死亡者が９９人、平均出生者が６１.８人

サービスを提供することが重要となるものと

で、いわゆる自然減と言われる減が３７人、

考えております。

その他９９人の減となっております。

この間、本町では、商店街に対する支援と

高齢化率では平成１８年３０.７６％、１

して、平成２１年度には協同組合足寄スタン

９年３１.６８％、２０年３２.６４％、２１

プ会の銀河カードの更新に対し支援を行い、

年３３.３８％、２２年３３.１１％と高い状

エコポイントや子育て支援カード、プリペイ

況にあります。

ドカードなどとしても使える新銀河カードし

こうした状況下において足寄の地の利、質

て新たな魅力アップを図り、地元での購買意

の利を生かした経済の活性化の展開について

欲の増進に努めております。また、プレミア

でございますが、この間の議会で議員各位と

ムつき商品券の発行に対する支援を行い、商

の数回の質疑の中でもお答えをしているとこ

店街の活性化や消費の町外流出の抑制を図っ

ろでございますが、なかなか特効薬を見出す

ているところであります。

ことは難しく、現状においては町の基幹産業

足寄町商工会では、町なかにある空き店
舗、空き地対策として実態調査を行い、空き

である農林業の継続、振興に努めてきたとこ
ろでございます。

店舗、空き地のデータベース化を図り、今

農業分野では、とりわけ新規就農者による

後、これらの活用等について検討を進めるこ

後継対策を進め、平成２１年度で３戸、２２

ととなっております。町といたしましても、

年度においては１戸の新規就農者を迎えるこ

空き店舗や空き地の増加に歯どめをかけ、集

とができました。現在も新規就農研修セン

客力の高い魅力のある店舗を新たに建設する

ターを拠点といたしまして、３名の研修生が

ための補助金につきまして、町内商工業活性

新規就農を目指しているところであり、今後

化の中心的な役割を担っていただいている足

さらに関係機関との連携を強め、後継者対策

寄町商工会と連携をしながら検討してまいり

を進めていくことが重要と考えております。
一方、林業の振興につきましては、平成１

たいと考えております。
どのような商店街が望まれているのか、商

６年並びに平成１８年の風倒災害の復旧対策

工会との連携を図り、消費者である地域住

により、植栽事業においては順調に推移をし

民、町議会及び関係団体等の御理解と御協力

てまいりましたが、御案内のとおり本年３月

をいただきながら対応してまいりたいと考え

末をもって森林組合の製材工場が閉鎖され、

ておりますので、御理解を賜りますようお願

また、材価低迷もあり大変厳しい状況にあり

いを申し上げます。

ます。

次に、３点目の町の経済活性化策について

全国的にも厳しい状況の中、国において本

でありますが、御指摘のとおり年々人口が減

年、林業再生プランを策定し、国産材自給率
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５０％を打ち出しております。また、具現化

けですけれども、それは現時点でもその辺の

の一つといたしまして、国内の公共建築物に

出馬の去就ができないのかどうか、その辺を

ついて低層化を図り、国産材を使用するとい

明らかにしていただきたい。

うことを義務づけする法律を制定いたしまし

それによって再質問の論旨がまるっきり変

た。このことは、公共事業が大幅に削減され

わってくるんですよね。出馬をされないとい

る中、森林資源豊富な我が町にとって雇用の

う首長さんに平成２３年度にかかわる事業執

場の確保を含め、光明となり得るものと考え

行についてのことをお尋ねすることはちょっ

るところであり、関係機関と連携をし、情報

といかがなものだろうかと、こういうことに

収集しながら本町の林業振興策を確立してい

なりますので、そうなりますれば、２期８年

くべきと考えているところでございます。

の総括的な質問の趣旨に変えざるを得ないと

以上で、高橋議員の一般質問に対しての答

いうことがありますので、この辺をちょっと

弁とさせていただきます。

めり張りをつけて明確に御答弁をいただきた

○議長（吉田敏男君）

いと存じます。

再質問を許します。

○議長（吉田敏男君）

８番。
○８番（高橋幸雄君）

それでは再質問をさ

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。

せていただきます。

来年の統一選挙、私自身も改選期を迎える

今回、まだ議会改革活性化プランが議会の
合意を得ていないということもあったのです

ということでございます。

けれども、３点の質問をして、一問一答方式

この定例会で出処進退を明らかにすべきで

を試行しようかなということも考えておった

ないかということでございますが、私はこの

のですが、現行の中では会議規則６１条、運

間、新聞記者さんの取材に対しましても、報

用例８８でそれが不可能ということがわかり

道されているとおり年明けには最終的な考え

ましたので、残念ながら変則総括質問、続い

を明らかにしたいということでお話をさせて

て再質問より一問一答方式で質問を続行させ

いただいているところでございます。
若干私ごとで大変恐縮でございますけれど

ていただきますので、御理解いただきたいと

も、過日、私の後援会の方から引き続き立起

思います。
まず、再質問の冒頭で町長に申し上げたい

すべしという、こういう大変重たくもあり、

のですが、今定例会は来年の春の統一地方選

また光栄である要請を受けたところでござい

挙を迎えて改選期にございます。これは首長

ます。言うまでもなく私を支えていただいて

も私どもも同じでございまして。そういう時

おります後援会でございますから、ここの要

局の中で１２月定例会というのは、今回の一

請というのは本当に重く受けとめているわけ

般質問で私を含めて４人の一般質問者がいる

でございますけれども、そのときにも少しお

わけですが、一般質問の趣旨からいきますれ

話をさせていただいたのは、この２期８年

ば、勇退する首長さんにお尋ねするような趣

間、町政執行を担当させていただいたところ

旨でないということでございまして、新聞等

でございます。さらには、２期目のときには

の紙上報道によりますれば、大体１月８日の

無投票で、また当選をさせていただいたとい

後援会の新年交礼会の中でその辺の去就を明

う、こういう経過になってございます。

らかにするという記事を読まさせていただき

このことは、全く率直な気持ちとして、や

ましたが、一般論から言わせていただけれ

はり私の思いとしては、首長を決めるという

ば、一番直近の定例議会、公の議会で一定の

ことはやはり町民の皆様方総体でいきます

出処進退を明らかにするというのが通常原則

と、やはりみずからが投票によって選択をす

でありまして、私も９回目の節目を迎えるわ

るという、こういう機会を得るということは
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これは極めて大事なことだというふうに思っ

程も決まっておりますしね。そうすると、首

ております。これは２期目の無投票当選のと

長といわず我々議会議員も含めて、やっぱり

きにも、新聞記者さんの取材のときにもお答

一定の再出馬に対しての認識はあると思うの

えをしたところでございます。

ですよ。

そこで、なぜ年明けということで後援会の

それと同時に、今回、町長の場合は執行者

皆様方にもお伝えをしたかというと、やはり

の立場だから、議員とちょっと意を異にする

私の思いとしては、この定例会も含めて、こ

んですね。ということは、今回、この定例会

れはもちろん議員の皆様方も含めて、あるい

で総合計画の２３年度から２５年度の実施計

は町内各関係団体等々を含めて、いろいろな

画を提案しているんですよね。相当内容を全

団体もあるわけですし、もっと言えば広く町

部精査をしますと、新規はもちろん、２３年

民の皆様方が、この４年間、もっと言えば２

の繰り上げが相当ございますね。そのことの

期８年間の私の町政執行に対する考え方がど

持つ意味というのは、あなたが次に町政を担

う評価をいただいているのかなと。これは批

う先頭に立つという現職の首長として、そう

判も含めて、どう考えておられるのかなと、

いうプランニングはやっぱり議会に提案しな

このことも一つ判断材料にしたいということ

いのではないだろうかと思うのです。
国・道とか長期的な意味合いの持つものの

が一つ。
もう一つは、本当に町政は毎日毎日いろい

話は別です。ある意味では継続的な事業とい

ろな諸課題を抱えて町政執行に当たっている

うこともございますので、それは意味合いは

わけでありますけれども、これまた本当に私

別ですけれども、結構新規のものも入って、

ごとになりますけれども、身内との相談につ

繰り上げもずっとチェックかけていったら相

いても、この間、現状、きょうまで全くそう

当入っています。

いった相談もしていないというような状況で

２３年度というのは、次にあなたが３選を

ございますから、これは繰り返しになります

迎えて当選した１期目の年のことを言うんで

けれども、そういった思いも含めて、この１

すよね。だから、そういうことを我々議会に

２月定例会を終わってといいますか、その

提案しておいて、なおかつ新聞報道を詳細に

後、最終的な意思決定をしてまいりたいとい

読み取れば、あなたを積極的に支持する後援

うのが私の趣旨でございます。

者の方にはほとんどゴーサインを出している

これも繰り返しになりますけれども、やは
り後援会からの重い要請というのは、それは

のと事実上同じでないかというように私は受
け取っているのですよ。
それでいて、先ほど申し上げた私を含めて

しっかり受けとめさせていただくという思い

４人の者が一般質問するというのは、事前通

でございます。

告でございますので手元にあるわけですよ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番。

ね。そうしたら、おのずから未来形のものに

○８番（高橋幸雄君）

御答弁の趣旨は御理

ついておのずから限界があると思うのです

解はできますが、私はやっぱり公職者とし

よ。そういうことを考えたときに、やはり前

て、ちょっといかがなものなのかなという思

向きな形の中で出馬をするというようなこと

いはしているのですよね。

で、先ほど冒頭に答弁なされたようなことも

１月８日というと、きょうは１５日ですか

踏まえて、それは安久津勝彦氏が考えること

ら残すところ２３日ぐらいのインターバルで

だから、全く人格を異にするから、このこと

すよね。定例議会というのは、明らかに相当

は了としましょうけれども、では公職者とし

前から一定の日程が入っていますよね。改選

て、私はそういうことはないだろうと。一般

期も、これは４月２４日の統一地方選挙の日

的に新聞報道を見たって、ほとんど定例会で
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出馬表明していますよね。隣の陸別町さん

をしながら、総合計画に載っかっている部分

も、大樹の伏見町長さんも、みんなやってい

については、前倒しできるものはしようとい

ますよね。これがやっぱりセオリーなんです

うような姿勢で取り組みをしてきたというこ

よね。

とでございます。

だから、私はやっぱり１月８日まで２３日

それからまた、新たに新規事業も相当数盛

間しかないと。しかも、それは後援会という

り込んでいるということでございます。これ

のは、プライベートなお集まりですね。少な

についても、やはり今の政権はちょっと率直

くても議会というのは、私みたいな劣った議

に申し上げて不安な部分はありますけれど

員もいるけれども、公の席なんですよ。その

も、しかし、やれるべき可能性のあるものと

中で意思表明できないって、この節目の中で

いうのはノミネートをしておくということに

というのは、ちょっと唐突だなという感が否

よって、これは議会を含めて町民の皆様方に

めないのですよね。あえてこれ以上あなたに

も、将来の町にとってこんなことが必要とい

出馬表明を明確にせよなんて言っていること

うふうに考えているのですよというようなこ

自体がナンセンスだから、これ以上申し上げ

とをノミネートしておくことが、私は重要だ

ませんが、何かこのことについて御所見があ

というふうに考えたということでございま

ればお聞きしたいと思います。

す。
当然、これを実行できるかどうかというの

次は、本格論議に入ります。どうぞ。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

は、その都度、議会にも予算提案をし、審議

答弁、町長。
お答えをいたしま

をいただきながら最終決定をしていくという
ことになりますし、それから過日開催されま

す。
意思決定については、先ほど申し上げたと

した総合計画の審議会の席上でも、また再確

おりでございますから、私の方からもあえて

認といいますか、言わせていただいたのは、

触れませんけれども、ただ、お話の中にあり

平成１７年の第５次総合計画を策定するとき

ました今定例会で総合計画の実績、あるいは

に、審議委員の皆さん方にこのことはちょっ

２３年から２５年までの実施計画の提案をさ

と頭の隅といいますか、念頭においておいて

せていただきました。今さら私が申すまでも

ほしいということでお話しさせていただいた

なく、この総合計画というのは、第５次総合

のは、本当慎重審議をしていただいて１０年

計画は平成１７年からの１０年間ということ

間の総合計画を立てたと。これは審議してい

で基本計画は立てておりまして、そして３年

ただいて、答申をいただいたということであ

ごとに実施計画というようなことで進めてき

りますけれども、一応これは私どもが策定を

ているということでございます。

した自律プランの計画、財政推計プランに基

ですから、これはもちろん来年は改選期で

づいて計画を立てたと。しかし、現下の国の

ありますから、改選期までそのことをやらな

国家財政の状況、あるいは道財政の状況を含

いのかといいますと、これは御案内のとおり

めて、わかりやすく言えば交付税がまた平成

今の政権交代もあったということも含めて、

１６年度当時のように思いっ切り下げられる

国の施策も含めていろいろな交付金事業、地

というような状況になれば、この総合計画自

域のきめ細やかな交付金だとかいろいろなこ

体が根底からがたがたと崩れ去るということ

とが出てくるわけでありますから、そのこと

もなきにしもあらずだと。そのことは念頭に

と相まって、当然、まずは繰り上げて実施し

おいておいてくださいというお話もさせてい

た部分、これは当然やれるべきことは新たな

ただきました。万が一そういうときには、ま

財源が出てきたわけですから、これを使わな

たどうするかということで、協議ということ

い手はないなという思いで、これは情報収集

になるというようなお話しもさせていただい
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について議論をすると、限られた時間ですの

たところでございます。
そのことを今回の審議会の中でも少し触れ

で、この辺で打ちどめにしたいと思います。

させていただきました。政権交代がされ、い

ただ、理解できないのは、通常はやっぱり

ろいろな私ども町にとってはありがたい、今

公の席で一定の出馬の是非について公にする

まで単費でしか手をつけられなかった事業

というのが原則だろうなというふうに私は

が、交付金事業によって財源が出てきたから

思っています。この思いは、社会通念上こう

前倒しでできるという事業がたくさん出てき

いうものに参与する人間としてセオリー的な

たというようなことで、そのことも報告なり

ことではないかなと。ただ、例外としては、

あるいは了解を求めてきたところでございま

例えば健康に不安があって、例えば１２月２

す。

５日に大きな病院で検査の結果、がんが陰性

少し長くなりましたけれども、これまた繰

か陽性か判断される、そういうような客観的

り返しになりますけれども、少なくとも来年

事実があるとすれば、これはやはり紛れもな

統一選挙があって、仮に私が意思決定をした

い一つの理由になると思いますけどね。

としても、町民の皆様方が引き続きという選

私が先ほどから申し上げておりますよう

択をされるのか、あるいは私はこれはうれし

に、後援会の新年交礼会というのはプライ

い動きだなというふうに思ったんですけれど

ベート的なものですよ、私に言わせれば。町

も、やっぱり将来の町を考えるというような

長と町長室で私のプライベート的なお話の中

集まりもあったということでございますか

でも、得てして裸の王様になりがちだってい

ら、これは本当にだれしも我が町をよくした

う話、あなたの答弁でもいみじくも申し上げ

いという思いがあるわけでありますから、そ

ておりましたが、まさにそのとおりなんです

のことを私はむしろ喜ばしいことだなという

よ。町長に寄る人は、それほど苦言を呈する

ふうに思っております。

方というのは余りいらっしゃらないのではな

それからもう一つ、これはちょっと余分な

いかなと思うんですよね。

ことになるかもしれませんけれども、よく首

そういう意味合いからいっても、やっぱり

長というのは裸の王様というような言い方も

一定の意思決定、政治的な意思決定というの

されることもあるのですけれども、先ほども

はやっぱり一定の節目があるのではないかな

申し上げたとおり、私自身の思いとしても、

と。それはやっぱりこの場所でないかなと、

やはりこの４年間、もっと言えば８年間の批

今の時期でないかなと、こういうように。ま

判も含めた評価ということが、なかなかこれ

して、私のほかまだ３人の議員が一般質問す

は入ってきていないということも実態でござ

るわけですからね。そのことは承知している

います。

わけですから。まあよろしいでしょう。

ですから、そこら辺のことも含めて、１月

じゃあ、こういうことを含めて、私がブン

８日と大した日にちの間隔がないだろうとい

屋の立場だったら記事をどうやって書くんで

う御指摘、これは事実そういうことでありま

しょうかね。やっぱり１月８日に出馬表明を

すけれども、しかし、その間の中でしっかり

すると、このことは曲げずと。議会では表明

と私の意思固めをして、８日の日には明確な

しないと。だけど、前に一般質問の先に向け

ことを明らかにしていきたいというのが私の

たことにしたって、とうとうと答弁したとい

思いでございますので、どうか御理解をいた

うことになるのでしょうかね。私はちょっと

だきたいなというふうに思います。

記者になったことはないからわかりませんけ
ど、あしたの新聞が楽しみです。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番。

それで本論に入ります。

○８番（高橋幸雄君）

これ以上首長の出馬

それでは、８年間やってみて、今いみじく
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も答弁書の中には、今問題となっているのは

らくあなたが当選した年の６月定例会、今か

やっぱり二元代表制の問題で、特に顕著な例

ら８年前ですけれども、質疑の時間は何ぼ

ですね。阿久根市と名古屋市の例を答弁書に

あったでしょうか。見ればわかりますけれど

記載しておりました。これはマスコミ報道で

も、そこで読んでいる時間が長くて、質疑と

どんどんやってもらって、きょうも河村市長

いうのはほとんどない、これが２年間続きま

が出ておりましたけど、リコールなんか成立

した。そうしたら、吉田議長がこう言いまし

するような報道でしたけれども、あれは顕著

たよね、高橋議員ちょっと質疑してくれと。

な例ではないかなと思うのですよ。

議会の権能が全く出せないと。ここだと思う

例えばテレビ報道で、私は現地でそこで傍

んですよやっぱり。

聴したわけではございませんけれども、恐ら

だから、恐らくこの８年を振り返ってみ

くテレビ報道だから間違いないと思いますけ

て、あなたで町長は４人目です、私。結果は

れども、ベテランの議員が市長に対して、パ

別として、原案の結果は別として相当議論し

フォーマンスはいいかげんにせってどなりま

たものですよ。私の当選したのは小林町長で

くったシーンがございましたよね。要するに

した。２期、小林町政の中で私は２期。相当

議員は半数だ、報酬は半分だって。自分も半

の論客がいて、相当議論して。その後、富田

分にして８００万円しかもらっていないっ

さん、香川さんと、それでもやっぱり議論で

て、こういうことですね。

した。修正も出ました。

私は、やっぱり３６年こうやって議員を

だから、過日、あるそこの参与席の課長に

やっていて、つくづく思うんですよ、当選時

言われたんですよ。高橋議員、そんなこと

から。二元代表制と言うけれども、同じ直接

言ったって、間違って反対したかどうかはわ

選挙で選ばれるんですよね。これはやっぱり

からないけど、そんなにほとんど賛成だよ

５０年体制の名残かと思うんですけれど、与

ねって、こう言われたんですよね。

党とか野党とかってあって、中身にかかわら

だから、政治的スタンスの中で、ただ一方

ず首長に対して与党と称される議員は、無条

的に反対するっていうことじゃなくて、やっ

件賛成なんですよね。無条件賛成。それか

ぱりきちっとして、議案の内容をきちっとか

ら、そうでない立場の方は、反対もしくは質

みしめて中身をわかって賛成も、わからなく

疑をするんですよ。これはずっと今でもそう

て賛成も、法的効果は同じなんですよね。本

なんですよ。

会議場で前に申し上げたことがありますけれ

私は、青年団当時、小林町長のころですけ

ど。

れども、昔あった松山千春さんのお父さんの

私が１年半前、今でも忘れない、前期のあ

十勝新聞を見ましたら、判で押したように反

なたの１期目の１年半たったころ、地元の住

対と賛成の数が同じなんですよね。まだ若い

民の方に言われたんですよ。何も７期もやっ

ころでしたから、どうしてそういうことにな

た現職議員の高橋君を出さなくたって、７０

るんだろうなと。科学的なパーセンテージの

代の女の人の名前を挙げて、ちょっと私の倍

ものだったらやむを得ないけど、生の人間が

ぐらい太っていて、その方でもよかったので

議会を審議して、いつも判で押したように、

はないかと。その持つ意味は何かというと、

当時２６人でしたけど、不思議でしようがな

まず賛成って手を挙げること、立てること、

かったんですよ。

異議なしって言えること、この３点セットが

でも、一般的にどうしても５０年体制の名

あればいいんだったら、何もあなたでなく

残みたく、与党に対しては質疑もしないで。

たって議員なんてよかったんでないかと、こ

恐らくあなたの８年間のうちの２年間は、全

んなことを言われたのを今振り返って、６年

く質疑なしみたいな状態で来ましたよね。恐

半ぐらい前の話で覚えていますよ。
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だから、僕はずっと来て町長が４人目で、

で。議員は２名を除いて、ほとんど全部来て

あなたが８年終わろうとしていますけれど

いましたよね。それぐらいしかやっぱり直接

も、首長としては非常に楽な思いの中で議会

の対話がないんですよね。そのことがやっぱ

の審議をなされたのではないかなと。私はこ

り町長みずから言っているように、裸の王様

れ以上生臭い話を一切いたしません。変な話

とおっしゃっているけど、我々だってそんな

をするつもりでなく、オーソドックスに申し

思いなのかなとしているのですよ。

上げているんですけどね、そんな気がしてな

そこで、私は今回の一般質問の趣旨という

らないんですよね。答弁書に書いてれば、議

のは、議会の活性化改革案の中で、委員会の

員にも御理解いただいてとか、いろいろなこ

中で、高橋幸雄議員に試案一任ということに

とをおっしゃっていますけど、実際問題はそ

なっております。そこで、過日の住民集会、

うでなかったかなと思うんですよ。

それから問題は首長さんに１回も意見をお聞

だから、そのことは、やっぱり二元代表制

きしていないわけですね。きょうはこういう

とする議会の権能として、基本的にはチェッ

機会の中で、もし意見を開陳して御所見を述

ク機能をなさなければならないですよね。そ

べていただきたいなと。

れから、政策機能がなされなければならない

各論はこれからどんどん入ってまいります

のですよ。そういうことからいくと、私はこ

ので、まず２期８年間を終わろうとする議会

の８年間、あなたが首長をやっている８年間

との関係についての御所見は、今私がいただ

というのは、私自身の自己反省も含めて、議

いた答弁書の内容以外に何か所見が述べるこ

会の機能としては、権能としては、私の３６

とがありましたら、簡略に答弁をしていただ

年のうちの８年間は、やっぱりこういう言葉

きたいと存じます。

を使うかどうかちょっと失礼に当たるけれど

○議長（吉田敏男君）

も、自分自身に自戒を込めて言わせていただ

○町長（安久津勝彦君）

ければ、失われた８年間だったなって、そう

るるお話をいただきました。

答弁、町長。
ただいま議員から

一つに、与党・野党というお話もいただき

いう意味合いでは。
それが逆に首長にとっては、非常にやっぱ

ました。私は、こういう地方において、もち

り提案したもの、恐らく首長が本会議以外

ろん冒頭の二元代表制ということ、それから

に、私の知るところでは委員会に出席したの

国政においては議院内閣制ということであり

は５本の指に８年間で入らない程度ぐらいし

ますから、私は地方の議会というあえて言い

か出席しておりませんよね。何かの重要案件

方をさせていただきますけれども、この中で

の議事案件、町長みずから求めて委員会で説

与党・野党ということがどうなのかなとい

明、先月の１８日にも町長が出る予定だけ

う、そういう思いは実はずっとしておりま

ど、急用とかで支庁、今は振興局というんで

す。

すか、その部長さんがお見えになって、副町

それはなぜかというと、もちろん考え方の

長が出ましたけれども。ごく限られています

違いというのはあって当たり前な話ですし、

よね。

多様な考え方で、そこで議論を戦わせて、目

それと同時に、議会としてもそうでしたけ

指すところは、私ども執行者の側であっても

れども、一般住民としても、例の自律プラン

議会の議員の議会の立場であっても、目指す

をつくるときの決起集会がございましたね。

ところはやはり我が町に住んでいる町民の皆

あれ以降は全くないんですね。それは議会も

さん方の、一口で言えば福祉の向上をどうし

同じなんですよ。町村合併で１回もないんで

ていくのかということだというふうに思って

すよ、地域と。そして、要するに今年です

おります。

か、町民の声を聞く会、議員定数等の関係

ですから、これは以前にどなたかの質問に
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もお答えした記憶があるんですけれども、や

独裁につながっちゃうわけでありますから、

はり私はこの議会の場において、時には口か

それは常にふだんから心がけといいますか、

ら泡を飛ばしながら激論を交わすというこ

そんな思いをしているところでございます。

と、むしろ私はそれを望んでいますというお

それから、議員、ある意味、楽な８年だっ

話もさせていただいたつもりでございます。

たんでないのかという、そういう御意見もご

それから、私も首長に就任間近のころとい

ざいました。率直な感想を言わせていただき

うのは、やはりまさしく精通されております

ますと、やっぱりもっともっとこの８年間の

高橋議員のほうから、やっぱり議会との関係

中で、議会の中で議員の皆様方と、本当に先

をどうするんだというお話もいただきまし

ほど申し上げたとおり議論をもっともっと

た。あるときは、大事なことが議会に報告さ

あってもよかったのではないのかな、こんな

れる前に新聞報道されるというのは一体どう

ふうにも思っているところでございます。

いうことなんだという、そんな具体的な御指

ただ、ここは私のそれこそ権能の及ぶとこ

摘もいただいたということも鮮明に記憶をし

ろでございませんから、それは議会のルール

ております。

の中で、一般質問にしても、当然前段で議会

これは、議員のそういった御主張といいま

運営委員会の中で、ふさわしいのかどうなの

すか、そういうことを真摯に受けとめて、私

かというそういうことも検討されているとい

は機会あるごとに、これは答弁書の中にも書

うふうには聞いておりますけれども、しか

いてあるとおり、機会あるごとに直近の状況

し、そのことは私、こうすべきだ、ああすべ

あるいは取り組みの課題等々を含めて、委員

きだなんていうそんな権能は持ち合わせてお

会、これは付託でも何でもないところですけ

りませんから、ただ、本当に率直に感想はと

ども、飛び込みで、課長にも機会があれば大

いうことで問われますと、私の思いとして

事な予算提案のことも含めて、あるとすれば

も、もっともっと議論をしたかったなといい

経過報告も含めて、しっかり連携をとってく

ますか、そんな思いがあるということでござ

れという、こういう指示も出していたところ

います。
それから、議会の改革特別委員会も設置さ

でございます。
そういう意味では、失われた８年というお

れ、いろいろ議論をされているというふうに

言葉もいただきましたけれども、実は先ほど

思っております。その中で、一つに、町民と

から言っているのは私はその思いがあるんで

の対話の機会といいますか、それが少ないの

すよ、実は。

ではないか。私自身も、実はそれは実感をし

町民の皆さん方が本当にこの８年間の私が

ているところでございます。

町政を進めてきた中で、国やなんかでもよく

前の首長時代には、地域の行政懇談会とい

言われますけれども、失われた８年なんてい

うようなこともされていた時期もございます

うそういう思いを持っている方、実際にい

し、そのことも含めてどうなのかなというこ

らっしゃる方もいるんではないのかなと。そ

とも実は検討した経過もございます。これは

ういう意味でいろいろな御意見もお聞きをし

前町長のときに、やっぱり実施した状況から

ながら、これはまさしく私はどんな場面に

いくと、むしろこちらから出かけていくとい

あっても、本当にいい意味での批判勢力とい

うよりも、むしろそういった機会をつくって

うのは絶対必要だというふうに思っているん

くれればいつでも出かけていくよということ

です。

で、統一的な行政懇談会は取りやめになった

これは、本当にまさしく解釈を間違えて、

という、こういう経過もお聞きしました。

おれのやっていることはすべて正しいんだみ

私もある意味、そういう意味では合ってい

たいなことになっちゃいますと、これはもう

るなというふうに思って、就任した当時から
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いつでも呼んでくれと。公の機関でなくて

なっている役場庁舎の今は砂利の駐車場にし

も、乱暴な話をすれば５人ぐらいの仲間でも

ておりますね。１億６,９００万でしたか、

いいから、何かこんなことで話をしたいとい

基金からの一般会計へ予算計上して買い取り

うことがあればいつでも呼んでくれと、日程

の関係。これは先ほど申し上げた町長が在庁

を調整をしながら足を運びたいというような

の日に所管事務調査の委員会が予定されてお

こともお話をさせていただきました。

るために、日程調整の中で、首長がいるとき

率直に申し上げて、就任して一、二年ぐら

に担当課長より日程設定をお願いしたいとい

いまでは、結構声もかかって出席をさせてい

うことで１８日にしたわけですね。たまたま

ただいたのですけれども、２期目になってか

当日、振興局の部長さんがお見えになって、

らは、そういう機会も本当に少なくなってい

副町長が出席されたと、総務産業常任委員会

たというのが実態でございまして、まさしく

にね。

御指摘のとおり、そういう機会をどれぐらい

私は、こういうことは今まで何回もあるん

持ったんだと言われますと、とりわけことし

ですよ。例えば定例会の前の主要関係課の条

は１回、２回ぐらい、それぐらいしかないな

例改正案だとか補正予算ってあるんですよ

という状況でございますから、これはどなた

ね。軽微なものについては、また別に改め

が首長になっても、当然住民のために行政を

て、委員長の処理の仕方としては休憩中に、

進めているわけでありますから、ここのとこ

閉会中の所管事務調査というのは本会議で議

ろはやっぱり大事な点かなと、そんな認識で

決にない場合は、本来の委員会の議会活動で

おります。

きませんので、休憩をして一定の御所見を、
その事業内容をお聞きすると。ほとんど認め

以上でございます。

て。

○議長（吉田敏男君）

８番。

○８番（高橋幸雄君）

先ほどの質問の趣旨

ただ、その内容によりけりだと思うんです

の中で、失われた８年の話をしましたけれど

よ。例えば一番問題となるのは、１１月１８

も、別に安久津町政の失われた８年というふ

日の、あれだけ重要案件ですよね。ただ、そ

うに申し上げているんでないので、誤解のな

れだけ、土地会計の資産を買い取るのみにと

いように。みずから感じるのはともかくとし

どまらず、今回の総合計画の実施計画の中で

て。私が申し上げたのは、議員という立場の

新規で織り込んでますよね。そういうやっぱ

構成員の一人として、そんな思いがいたして

り政策メニューというのは、恐らく１０月２

おりますと。その根拠としては、しかじかか

４日でしたかね、総合開発の審議会というの

くかくですと、こういうふうに申し上げた。

は。ちょっと僕、日にち間違えてたらごめん

そういうことの思いを共有するとすれば、そ

なさい。１１月の２４日でしたか。そうです

れはあなたが共有してですけれども、私はそ

ね、受けて２４日。１１月の２４日でした

ういう言い方で申し上げているわけでござい

ね。２３日が祭日で、２５、２６が総務委員

ませんので、誤解のなきよう受けとめていた

会を執行した、その前日ですよ。
だから、１８日に提案したときには、総務

だきたいと存じます。
それで、問題は、この論点というのは議会

ベースの骨子が練られてて、政策の理念が明

と首長との関係をどのように改革をすべきか

らかになってて、こんなようなことで執行し

と。現状はこうですよ、今後どうすべきです

たい、予算も提案したいからお願いします

よと、こういうところに一つのテーマが、一

と、こういうことですよね。御理解いただき

般質問の趣旨のテーマがあるわけですね。

たいと。やっぱりこの辺の考え方なんです

そこで、今までのパターンからいくと、例

ね。この辺の考え方が。通常はこういう形で

えば１１月１８日の、今回補正予算に提案に

すっと来るんですよ、ほとんどの議会が。ほ
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アップして、その議決拡大に乗せるべきでは

とんどの議会がそうなんですよ。
今はやっぱり改革・活性化を求める二元制
の議決権能というものをきちっと明確に、

ないかという考え方も持っているんです。試
案としてですよ。

チェック機能も果たしてやるということの持

まず、特別委員の皆さん方がそれを了とす

つ意味は、例えば、私は現地に行っておりま

るかどうかという問題もありましょうし、仮

せんけども、北海道新聞の新聞報道による

にそのようにまとめても、他の委員さんの本

と、その記者の方が編集された著書もござい

会議の中で特別委員長さんが報告したことに

まして、月曜日ですか、帯広へ行った際に長

了とするかどうかは別として。だけども、そ

崎屋へ行って、ちょっと時間あったものです

れだけの違いが出てくるということですね。

からずっと見たときにそれを読んだんですけ

それだけの違いが。

れども、栗山町議会の前局長の関係のコメン

そうすると、行政執行にスピード感が鈍る

トも載っておりまして、要するに総合計画の

んでないかという議論も出てまいりますよ

実施計画そのものもみんな、９６条の議決拡

ね。そこでチェックが入るわけですから。だ

大して、議決案件なものですから、結果はど

けど、やっぱり議会がきちっとしたチェック

うなるったら、当初、理事者が提案した実施

を入れて政策提言をするということになれ

計画と似ても似つかないとは言いませんけれ

ば、相当、地区名を出すと誤解を招きますか

ども、相当手を加えられて、議会のチェック

ら、今繰り上げをして２３年に執行するとい

が入って、そして議会の議決がなされている

うのは、これは財政論的なことから言うと町

ということですね。

長の言うとおり正解なんですよ。今制度のあ

本町においては、地方自治法２条第４項で

るうちにね。

もって総合計画の基本構想のみ法律に基づい

例えば農協の付近の倉庫のフキの施設のプ

て議決、条例制定も議決要件ですから、これ

ロジェクト入れていますね。あそこは実際は

まではどこも同じなんですよ。何も特別な条

４００万円ぐらい黒字ですよね。たまたま農

例を制定していないところは。改革をしよう

協の決算書によりますと、本部は職員がいる

として改革している町は、それもオンしてい

ものだから、そんな感じで赤字になっていま

るんですね。オンしているから、今回の定例

すけれども、トータル的にはね。事業そのも

会の状況から見ますと、２３から２５の実施

のは。だけど、あれだけ老朽化して、あれは

計画がありますでしょう。我が町はそういう

私も５０年に出たとき、当時の農協組合長さ

状況になっておりますので、今までどおりの

んも議員であって、あれを議論したことがあ

執行で議会に出して、それに質疑も何もない

るんですね。ある議員から異論がありまし

ですね。行政報告の第１点目の行政報告です

て、その議論の中身についてはちょっと割愛

から。議員がそれに対する修正を求めること

しますけどね。

もできない。あるとすれば、一般質問を通じ

そのように、議会と執行機関との中で、議

てそのことをピックアップして、町長の執行

会の一定の権能のあらわし方によっては、そ

についての変更を求める以外には方法がない

のように状況が変わってくるということを御

んですよね。だけど、やっぱり改革を進めて

理解いただきたいのですね。その点について

いる議会は、実施計画そのものも議決案件に

はどうでしょうか。

拡大している関係で。

○議長（吉田敏男君）

我が町では、今、総合計画を含めて１６の
計画があるんですよ。足寄町総合計画に１６

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

本。医療、福祉、教育を含めて１６本の。今

議会と執行者側との関係ということで、栗

検討しているのは、その１６本を全部ピック

山の議会の基本条例のことも具体的に触れら
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こうあるべきだということを議会の意見とし

れておりました。
実は私も栗山町の議会の基本条例の関係に

て付して執行者側に渡す。当然執行者側は審

つきましては、議長さんの講演をお聞きをし

議会もある。そこでいろいろ議論をしても

たことがございます。ある意味で素晴らしい

らって、修正等が出るとすれば出てくる。最

なという思いもいたしたところでございま

終的なものを、議会の意見も、あるいは審議

す。

会の意見も取りまとめをして、最終の計画書

それで、この間の私どもの町で議会と執行

ができ上がる。それを本会議で提案をし、そ

者側との関係、これは私は一般の職員時代

れを議決事項にしているということでお話を

だったときに、実は議会の議員さんも議会を

聞いたわけでございます。

代表していろいろな委員会に参画をしていた

そういう意味では、今議員がおっしゃっ

と。そこで、私はこういうふうに記憶してい

た、今うちにある計画１６、それが全部なる

るのですけれども、その中でやはり議会と執

かどうかはわかりませんけれども、そういっ

行者側の権能が違うので、それは議員が委員

たことも必要なのかなと。もっと言えば、私

会で参画をして結論を出したものが、これが

が首長に就任してから、先ほどもお答えした

議会の中でまた議論になるのかというそうい

とおり、そういう経過で私の考え、重要なこ

う議論があって、とりあえず法に定められた

とは、そういう機会をとらえてお話をさせて

もの以外については基本的には議会から委員

いただいた。ただ、私の思いとしては、やっ

としては参画をしないということとになった

ぱりもう一つ何かが必要なのではないのかと

という経過は記憶してございます。

私は実は思っております。

そこで、栗山町議会のところとちょっとリ

直近の例でいきますと、私は大事な事項と

ンクさせてお話をさせていただきますけれど

いうのは、私が係の時代もそうでありますけ

も、それは今の総合計画のお話でございまし

れども、開拓農協の再建のときにも全員協議

た。

会を、当時は香川さんが町長時代ですね、そ

議長さんの講演を聞いたときに、私はなる

のときに実は私も一般の職員でありましたけ

ほどなと思ったのは、実は栗山町も同じく権

れども、その協議会に出席をさせていただい

能が違うのだから、すべて執行機関のいろい

て、一定の説明を担ったという経過もござい

ろな委員会には全部出さないと、引き揚げと

ますけれども、私はやっぱり大事なこととい

いいますか、ちょっと言葉は悪いですけれど

うのは協議会かなというふうに思っておりま

も出さないと。しかし、そこで終わっていな

したけれども、これは変な意味ではございま

いと。そこでどうしているかということで、

せんけれども、直近でいきますと豊栄橋のか

総合計画の関係をちょっとお聞きをしまし

けかえのときに全員協議会を議長に相談を

た。

し、開いていただきました。

そうしますと、原案は執行者側でつくる。

そこで相当の議論をしたいな、御意見もお

そうすると、我が町では当然審議会に諮問を

伺いしたいなというふうに思いましたけれど

する。そのときに栗山町は、審議会の前に、

も、そこでは議論がなくて、これは非公式な

執行者側がこういう場に、これは全員協議会

場だから聞きおくというようなことで、後に

だと思いますけれども、そこに出席を求め

は特別委員会を設置していただいて、いろい

て、そこで原案について説明を受けるんだ

ろ協議検討していただいたということであり

と。説明を受けたら執行者側は退席をして、

ますから、それはそれで本当にありがたかっ

議会の中で、今執行者側が考えている原案に

たわけでありますけれども、いずれにして

ついて議会としてけんけんがくがく議論をす

も、今のままでいいのかというと、私自身も

る。そこで、議会として、この分については

不十分だなというふうに思っているというの
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ういうやり方ももちろんイギリス型ですね。

が率直な気持ちでございます。

うちはアメリカみたく、要するに直接大統領

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番。

制をとっていますよね。直接、両方とも選ば

○８番（高橋幸雄君）

今の答弁の中で、栗

れるっていう。

山町の議長のお話を聞いたということであり

そこには、やっぱり阿久根とか、あるいは

ますれば、かなり承知されているんだなとい

今の名古屋市の例が出てきて、阿久根に至っ

う思いをしています。

ては専決処分をして、どんどん、議会へ出

ただ、いろいろな先進地、町村を見て歩い

たって、みんな何もかも反対すると、これ

て、私は基本的に議員協議会というのは余り

じゃ執行が停滞するばかりだと、そんななら

好まないんですよね。なぜ好まないかという

何でも専決処分しちゃえということでしょ

と、これは責任のないことがお互いに飛び出

う。副市長のあれにしたって専決処分して。

すということですよね。今は議員協議会の位

今、来年の通常国会で地方自治法を改正す

置づけも、地方自治法が変わってからはそう

るのだね。鹿児島の伊藤知事でしたかな、鹿

いう状況でなくなりましたので、例えば招集

児島県の知事が。勧告したって全然でね、そ

者が議長なものですから、招集しても、例え

れは司法が決めることになっていますね。

ば公務ということで、今まで公務ってなかっ

やっぱり地方自治法が制定されて、いろい
ろな弱いところがあるんですよ。例えば必ず

たね。
それともう一つは、うちの町の総合開発審

会議規則を定めなかったらならないよとか、

議会のメンバーは、以前は議員の定数が２６

議会を置くことができると、置かなくてもい

人いたころは２分の１ぐらい入っていたんで

い。地方自治法９４条で議会を置かなくても

すよ。各常任委員会の正副委員長がすべて、

いい。置くことができるという反面ね、町民

議会運営委員会正副委員長、正副議長とか、

総会でもいいよと認めているんですね。

そうすると大体半分ぐらい入るんです。ある

私は、やっぱり議決権と執行権というもの

いは国民健康保険運営協議会と同じですよ

をきちっとめり張りつけて、執行権は全然問

ね。従来は４人ぐらいいたんです、常任委員

題なく進んでいるんですよ。停滞を許されな

会から。４人いて、国民健康保険税が税条例

いし、これは間違いない。問題は、我々議決

改正になるときは、当然、税条例の改正です

権のほうなんですね。議決権のほう。恐らく

から付託になりますよね。付託になったら過

安久津町長８年間で、議会の直接経費、我々

半数の者が、それを諮問して答申している結

議会に直接４億円ぐらいかかっていますで

果になっているでしょう。それは全く茶番だ

しょう、４億円ぐらい。これが総合計画だっ

と、そういうことにならないだろうか。

たら１５年先へ行くと、議会の経費、事務局

それからもう一つは、一番の基本理念はこ

経費を抜いてですよ、議会にかかる分だけ。

こなんですよ。議決権を持っている者と執行

今回、６月から通常国会で法律が整えば、

権を持つ者と二足のわらじじゃだめだと。本

議員年金なくなれば、現行で４００万円の税

性が違うからいいだろうと、そういうことに

金負担で負担金を払っていたのが、軽減にな

ならないんですよね。

るのか、それは当たり前に払わなければなら

ただ、欧米とかカナダあたりも、先ほど議

ないのだという話もありますけれども、そう

院内閣制の話をしましたけれども、要するに

すれば議員定数の５００万円が減になって

議会議員を選挙して、ウェタスキウィン市は

３,５００万円ぐらいになるのかなと。今３,

御案内のとおりそうですね。そこは市長がい

９００万円ぐらいでしょう、議員にかかわる

らっしゃるけれども、実際、うちで言えば昔

分ですよ。あと旅費とかそういうのは別です

の助役さんみたいので実務を執行されて、そ

よ。議会事務局費は別ですけどね。やっぱり
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我々も相当のコストをかけているんです、議

接聞く、聞いた後は、今改革の中で自由討

会も。

議、議員同士が。だから、本来、一般質問の

それだけに、やはりこの８年間を振り返っ

あたりも、私は町長と副町長、総務課長しか

てみたときに、その構成員の一員として、自

必要はございませんので、皆さんお仕事して

分はしっかりやったけど、ほかはやらんなん

くださいと。国会の予算審議と同じでね、関

て、そんな理屈に全くならないんですよ。刑

係ない大臣は出ていませんよ、集中審議の場

事犯なら別ですけども、主犯からいろいろ殺

合は。集中審議の場合、それしかないわけで

人教唆で罪に従いますから、正犯になる場合

すから。

もありますけれども。だけど、議会の構成員

議会でもあるんですよ、議会でも。やっぱ

というのは、そんな理屈を言っていられない

り安平みたく早来と追分でしょう、合併され

んですよ。

てね。合併されたとき、議会は追分でやって

かごに乗る人、かごを担ぐ人、わらじを編
む人、職分の中でみんなやっぱり一体となっ

いるみたいで、向こうからみんな来て、当時
の２町あったわけですから。

て。やっぱりかごに乗る人あたりは、正副議

そしたらやり方によっては、予算のやつは

長さんや代表はそれなりの見識を示して、

俗に言う何ですか、議員協議会みたいにみん

やっぱり一定のことは求められますけれど

なばばっと説明してね、あとは形式手続行為

も、仮にそれがそれなりのことのアクション

よ、地方自治法上の議決がないと執行できな

がないとしても、批判的なものは、個人に私

いから。阿久根の市長さん以外は、普通は

は申し上げていますけれども、そんなことに

やっぱり議決がないと執行しないんですよ、

ならないんですよ。自分のつばを吐いて自分

普通はね。普通は専決しないんです。

自身の私の顔にかかるようなものですから

そういうパターン、それはつまり議員同士

ね。それだけやっぱり議会の権能なり使命と

が自由討議をどんどんするんですよ。参与席

いうのは大きいと思うんですね。それはやっ

は説明だけ、そしてあとは何も、この事業内

ぱり理事者と一体となって、本当に両輪のご

容についてはあとはありませんかと、ありま

とくやっていかなければならないんですよ。

せんと言ったら、あとは自由討議でこれはど

だから、町長が言っているのは、先ほど議

うだと、このプランニングでいいのかと。こ

員協議会で総合計画の話をちょっと引用され

れよりも先に、先行して同じ財源の裏づけ

て言っていました。このことは、我が町の場

で、今の状況でやるなら、この事業が先に先

合は条例的にそうないものですから、ただ提

行されるべきでないかと、もろもろ含めてと

案になっているだけですよ。

なると。だけど、今のうちの議会上の条例上

これは重要案件というの、音更町の例を見
ると、総合計画で４万８,０００人を想定し

も含めて議会質疑というものが、それができ
ないんですよね。

ていたけど５万人だと特別委員会で言って、

したがって、私は、やっぱりいろいろな提

あの辺の仕組みはちょっとよくわからないで

案をするとき、結果が出て報告されたってそ

す、よそ議会のことですから。うちの町で、

れを是正できないんですよ。一番の問題点は

別に今の１１点の行政報告の中の第１点目の

何かというと、そこに関係住民がいた場合で

大きな問題も、特別委員会設置する声もなけ

すよ。例えば土地を買うとか、取得すると

れば、別にあのまま黙っていて、町長おっ

か。本契約は別としても、本契約というの

しゃるように、ただ予算提案になって、あの

は、要するに予約する、予約行為だね。正規

実施計画を当該年の予算提案になって、いい

契約は、過般の議会のように議会無視をしな

とか悪いとかいうことになるんですよね。

かれば、普通は手続行為ですね。今３点セッ

ただ、私は、やっぱりそうやって意見を直

トの２点は全然、土地開発基金が入ったら、
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あなた方はフリーハンド的に松山千春さんの

る態度によったら、何でも議会に相談しな

土地も取得できるし、フードセンターの横の

かったら身動きできないのかっていうことに

土地も取得できるのでね。１,８００は面積

なる。そんなことはないんですよ。そんなこ

も少ないし。ただ１点は、この役場庁舎の

とは全然ないんですよね。

裏、公営住宅に予定している五千数百万、１

ただ、やっぱり議決機関と執行機関が両輪

万８,０００平米以上ありますけど、平米面

ごとくやるというのが、そういうようなコン

積もさることながら金額も多い。これは後ほ

センサスと丁寧な、やっぱりお互いに信頼感

ど議会に提案しますけどね。

のある説明責任があってしかるべきかと。そ

だけど、その前段の中で、今の予算が通っ

のための枠組みはどうかということが、やっ

た時点からそういう状況になるんですね。だ

ぱり必要かなという思いをしているんです

から、それを所管委員会で説明をただしただ

よ。このことについては全然異論はございま

けでは、それに対する内容について出され

せんね。先ほど栗山さんの例を出して申し上

たって、質疑も恐らくできないと思うんです

げましたから。端的にひとつ１２０分しか時

よ、やっぱりね。内容についてそれほど熟知

間、あと４８分しかなくなりましたので、答

していないから。

弁願います。

だから、きょうは町長が所管事務調査に報

○議長（吉田敏男君）

ただいま質疑中です

告したいことがあるので、申し入れ受けてい

けれども、ここで若干休憩をいたします。１

ますと。これを委員長は認めたいと思います

１時半まで休憩をいたします。

と。本所管事務調査終了後に認めますと。た

午前１１時１７分

休憩

またま副町長も来てね。

午前１１時３０分

再開

あす自分の委員会の中で恐縮なんですけ

○議長（吉田敏男君）

ど、朝９時から土地区画整理事業の換地問題

再開いたします。

で、みんな家が建っているけど、どんなこと

答弁、町長。

休憩を閉じ、会議を

で換地したか、だれも知らないですよ、議員

○町長（安久津勝彦君）

るるお話をいただ

の中で。私だけ知っていればいいというもの

きました。何点かお答えをしたいというふう

ではないんですよね。やっぱり委員の人にみ

に思います。

んなにきちっとして、特にことし任期であり

まず、一番議会と執行者側の関係にあって

ますので、それは単なる区画整理事業のみに

重要案件についてどう情報をお伝えをし、最

とどまらず、地方議員はみんなどんどんやっ

終的には議論を踏まえてどうするかというこ

ているんですよ。

と、その手続行為といいますか、仕組みづく

だから、私が申し上げているのは、そうい
う中で事前にいろいろな形で急に降ってわい

りといいますか、そこだというふうに思って
おります。

たことというのはない、災害以外はないわけ

原理原則は、執行者側が議会に提案し、そ

ですから。その辺のコンセンサスはどうある

れをイエスかノーかと、簡単に言ってしまえ

べきかというね。そういうことを踏まえる

ばそういうことでありますけれども、しか

と、議会全体の議論もありましょうし、ある

し、現実問題としては、そんな問題ではない

いは所管委員会だけでも議論はできますし

というふうに私も認識をしておりますから、

ね、そういう機会があってしかるべきかなと

やはり私の立場から言っても、何らかの仕組

いう思いをしているんですよ。

みづくりというのは重要といいますか、私の

そのためには、あなた方、つまり首長と議

今の立場でいきますと、本音を言わせていた

会というのが現行の状況ではなかなか難しい

だきますと、そういう機会があれば、これは

だろうなと。だから、理事者サイドの執行す

さらに議会との、変な意味ではなくて意思疎
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通も図れるのかなという、そんな思いもして

になってないから、現段階では今定例会をみ

おります。

なさんが了とされればそれで済むと。だけ

それから、先ほども少しお話ししました栗

ど、やっぱり議会でもって実施計画もきちっ

山町の総合計画の、これも議決事項に加えて

とみんな熟知して、熟知した上で、そして一

いるというお話もさせていただきましたけれ

定の変更をすべきなのか、同じ繰り上げして

ども、これは詳細まで聞いているわけではあ

財源が同じだとすれば、違うものを繰り上げ

りませんけれども、例えば今の私の執行者と

するのか。今繰り上げしたものを現年に、２

いう立場でいきますと、例えばお示しをした

４年にもう一回戻すのかと、こういう作業な

２３年から２５年までの３年の実施計画、こ

り、あるいは新規の場合については、これは

れも議決事項だよということになるとすれ

非常に重要施策ですね、新規の問題は。

ば、先ほどから繰り上げだとか、前倒しだと

私が常々申し上げているのは、余りにも議

かというそういうお話をしています。これ

会そのものの権能を示すようなインターバル

が、実施計画自体が議決事項だということに

がないんじゃないかと。要約しますれば、こ

なるとすれば、今の国の政策がぽんと出てき

の大きな問題は、１１月１８日の総務委員会

たときに、よしこれはいけるぞということで

に、ただこのようになっておりますので、こ

前倒しをしてやろうといったときに、これは

のように進めてまいりますと副町長が出席し

議決の変更案件になりますから、そこの取り

ている。そのときにはもうコンクリになって

扱いをどうするのかというところまで詳細に

いるんですね。コンクリになっているんです

わたり、これは打ち合わせといいますか、協

よ。それを受けて、総合計画の審議会へ諮問

議をした上でその仕組みづくりをしていくと

をし、そして答申を受けていると。それを受

いうのが大事なことなのかなと、そんな思い

けて、今の行政の骨子となっているんです

もしております。

ね。
すると、議会が全然関与する状況でないん

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番。

ですね。あるとすれば、予算審議しかないん

○８番（高橋幸雄君）

後段の総合計画の実

ですよ。これだとすれば、予算審議で、あな

施計画、この関係は先進町村の議会では議決

たが８年間のとき、御案内のとおり、相当き

要件なんですね。実施計画も。それで、町長

ちっと議員バッジをつけて予算書だかえてき

が言っている行政の遅滞の問題、上級官庁の

たら能力がばんばん出るものでないですよ、

手続行為の問題、議決の変更という話をされ

やっぱり。やはり中身を相当精査しないと。

ましたが、そういうことじゃなく、そういう

そのことは、グループ集団の検討会でもよ

ことにならないのではないかなと。というこ

し、あるいは所管委員会でもよし、あるいは

とは、実施計画が議会へ提案になって、最終

特別委員会を公に設置して調査を深めるでも

的に議決になって、最終案となるわけですか

いいし、方法はいろいろありましょうけれど

ら。そのことが基本的には国等々の絡みの中

も。

に。そのかわり１年間も付託をして、調査研

いずれにしても、ただ議会が法律手続の手

究をして、特別委員会って、そういうことに

続行為を踏むただ装置であっては私はならな

はなりません。ならないことは明々白々です

いと。単なる手続装置であってはならない

ね。

と。だったら、議会をそんなにコストをかけ

今回の定例会の補正予算のあの内容からい

て、あなたが就任した８年間の間、恐らく４

きますれば、後年次の大きな問題、実施計画

億円はかかっているでしょう、議員絡む分だ

もさることながら、大きな問題をはらみます

けで。共済負担金もろもろも含めてですね。

よね。それは、我が町の場合はそういう状況

途中から自律プランでちょっと下げています
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けども。これからも行政報告された１５年間

それで、次にお尋ねしたい趣旨はこの点で

で人口動態がすごく減っていても、たしか４

すよ。過日の議会で、施行令に基づく上乗せ

億５,０００万円ぐらい人件費絡みでかかる

を平成４年にやって、１,８００万円から財

んですよね。大きいですよね。それだけの機

産取得処分の関係ね。失念というのか、私に

能は議会としてもなさなければならないと私

は忘却なんですけれど、後で議決した行為で

は思うんですよ。それについては、現状では

す。あんなことになれば、全然議論の範疇外

余り希薄でありませんかということですね。

なんですけどね。

そういう思いがあるから、恐らく名古屋の

ただ、現行の中で、本来は９６条の議決が

河村さんは自分の報酬も８００万円だと、そ

なければ執行できないのですけれども、この

のかわり議員も半分でいいと。額も半分、定

辺については例えば示談の問題がそうです

数も半分でいいと言うんですね。あれは一般

ね。このことについては首長さんと、委任し

受けするんですよ、やっぱりああいうのは。

ますからどうぞと、どんどん執行して後ほど

リコールは、あと千何百名はとるでしょう、

報告してくださいと、つまり専決処分です

恐らく。

ね。現行の状況の条例規範からさらにスピー

一方の阿久根の市長は、議会をやると何で

ディーさを増すという、あなたが８年間の中

も反対だから、みんな専決でやるというこう

でさらに加えたい執行メニューがあるかどう

いう手法ですね。それは前段申し上げていた

か。これは当然、今、議会での活性化改革す

ように、地方自治法が来年の通常国会で、恐

るときに、あるとしますれば、先ほどの９６

らくその辺の専決処分等についていろいろな

条第２項の、要するにプランニング、総合計

法的な整備がなされると思うのですよ。甘い

画も入れて１６計画も拡大するかどうかとい

んですよ、やっぱり。そういうときになった

うことも、議決拡大するかどうかもあるし。

とき、泥棒を捕まえて縄なうみたいな感じで

もう１点は今の問題ですね。専決処分の現
状から拡大するものが、８年間の執行を見

すよね。
だから、私は、やっぱりそういうところに

て、いやこれはやっぱり拡大していただかな

議会の権能というものをきちっとやらなけれ

ければ、示談だって今の時代にこの金額では

ば、ただ手続装置であってはだめだと。どっ

とか、そういうものがあるとすればお示しを

かの大臣が自衛隊を暴力装置なんて言うって

していただきたいものだなと、この機会に。

話がありましたけれどね、その是非は別とし

いかがでしょうか。

て、我々もそんな手続装置であってはいけな

○議長（吉田敏男君）

い。やっぱり二元制といって、やっぱり両輪

○町長（安久津勝彦君）

のごとくっていったら、一緒にやっぱり調査

この８年間行政執行を担ってきた中で、拡大

をして、答弁書にあるように我々も研さんを

をすべき事項が実際にあったのかどうかとい

して、この政策が是なのか非なのか、変更が

うお尋ねだというふうに思いますけれども、

全くないのか。

そこのところは余り実は考えたこと、そのこ

条例でも、法的に許容のない法律に基づく
条例改正というのがあるんですね。これは全

答弁。町長。
専決事項に関し、

とだけを取り出して考えたことはございませ
ん。

然裁量権がないものですから、議会といえど

これは自治法上あるいは条例の中で議決を

もそれは単なる手続、こういうこともあるの

いただかなければいけない事項という、その

です、中には。だけど、それはごく一部です

決まりに基づいて粛々とやってきたつもりで

よね。特にやっぱり議会の意思決定をすべき

ございますし、ただ、本当に遺憾であります

ものの一連については、やっぱりあってしか

けれども、議決を失念をしていたという、こ

るべきだなというふうに思うんですよ。

れも実態も出てしまったということでござい
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まして、目下のところ、そのことについて検

たすという議会もあるんですよ。

討せよということで、テーマを与えられて一

つまり１,２００万円以上については、本

定期間でということであれば、それは検討さ

案件として提案しない、これは問題ないです

せていただきますけれども、８年間の中でこ

ね。それ以下で予算を可決して執行していく

れはやはりちょっと困ったなという場面は、

上で、例えば工事の場合は一定の工事案件以

正直に言って直面はしていないというふうに

下すべてが入りますね。それをこのようにど

思っております。

こどこと契約して、内容はこうでこういうこ
とをやりましたよと、そういう議会に執行し

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番。

て説明をして、当然議決案件でございません

○８番（高橋幸雄君）

特段今は専決処分に

ので、議決の必要は全くない。説明をして質

ついて、特段８年間の首長として、今提案し

疑を受けるという。そして議会での権能で

て議会に拡大を求めるような考え方が思い浮

チェックしていくという、こういう先進町村

かばないということは、必要性がないという

も実例としてあるんですよね。
その辺も議会改革の一環として、それもオ

判断ですよね。
むしろ今我々が議会の執行権に、その場合

ンしようかなと、踏まえようかなと思ってい

は議会に対しては単なる報告のみにとどまり

ますけれども、この辺についての御異論があ

ますね。その場合は承認が必要ですから、専

れば御所見いただきたいのですが、いかがで

決処分にしても。阿久根市長の例をとらえれ

しょうか。

ば、あってもないようなものですね、あの例

○議長（吉田敏男君）

の場合はね。あれは全く例外で、私自身も地

○町長（安久津勝彦君）

方自治法の理念以外のことで、想定していな

趣旨、いま一つちょっとぴんときていないん

かった事案だなという。恐らく地方自治に携

ですけれども、これは議決金額以下の部分で

わっていて、その関連の学者も含めて、想定

もというそういう御質問でございますか。議

していなかったのではないでしょうかね。ど

決しなくてはいけないという、請負議決をも

ういう方の専門家の見識も、そのようなお話

らわなくてはいけないという決まりがありま

をコメントされている状況から見て。

して、それ以下のやつでもということです

わかりました。それはそれでいいことにし

答弁、町長。
ちょっと御質問の

か。
それはちょっと想定はしていなかったんで

ましょう。何もないということでね。
もう一つ確認しておきたいのは、今後につ

すけれども、そこのところになりますと、ど

いてはやはり議会の議決の拡大ということも

うなんでしょうか。今うちの町の状況でいき

視野に入っているということも御認識いただ

ますと、それぞれ所管委員会で執行状況の調

きましたし、それからもう１点お示ししてお

査等々も随時やっていただいているというふ

きたいことがあるんですよ。

うにも思っておりますし、それから、すべて

これは施行令で８００万円を１,２００万

終わったときには、当然監査委員会の機能も

円にしたいという財産取得処分の関係はある

持っていますから、そういうところでチェッ

んですけど、一方で先進町村ではこういう例

クをしていただいているというのが実態だと

もあるんですね。請負契約、物品購入からも

いうふうに思いますから、これが事前という

ろもろを含めてね。もろもろ一定の契約、当

ことであれば、ちょっと想定していることが

時、工事案件、物品購入が１,２００万円以

ちょっと浮かばないんですけれども、とりあ

下のものもありますよね。この数字について

えずそんなくことで、ちょっと御質問の趣旨

議会に説明をし、詳細説明をして、質疑をす

がいま一つ理解をしてないのかなというそん

るという、そういうことでチェック機能を果

な思いもしていますけれども。
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れども、以前にがあるんですよ。

○議長（吉田敏男君）

８番。

○８番（高橋幸雄君）

要するに、議決案件

本来、例えば２年ぐらい前ですか、郊南か

の議決要件の工事請負契約というのは、議決

どっかの通りでありましたね。国道から直角

を要するわけですから、財産の取得も。この

に入る道路が、用買が調わなくて、議会に提

ことは何ら異論はなく、議会に忘却さえしな

案して予算が出たけども、それからその用売

ければ、理事者の言葉では失念しなければ、

が調わなくてね、それやめて並行する道路、

私で言えば忘却しなければ、それはまず問題

ありましたね。
法理論上から言えば、ＡＢＣとやって、工

ないと。
それ以下の部分の執行がたくさんございま

事請負でもって節、細節あるけれども、実は

すよね。特に工事案件、工事、製造だとか、

Ａもだめだから、今度、どうせ総合計画の実

それはもう相当あるんですよ。むしろ今の時

施年度で後年度だけど、しかじか支障があっ

代になってきますと、工事請負契約で議決案

たからＤを拾い上げて、Ｄを執行するかって

件になる工事のほうが圧倒的に少ないんです

いうこと、法理論上可能なんですね。だけ

よね。そういう種のものも、１,０００万円

ど、議会の議決と執行機関の絡みからいく

以上については議会に報告し、質疑を受ける

と、努めてそういうことはやっぱり好ましく

と。それは執行後の扱い。事前は予算可決し

はないけれども、法理論上の執行科目ですか

ているわけですから。そうでしょう。

ら、全然何も違法のシステムでも何でもない

それから、工事請負契約は予算可決はして

んですね。

いるけれども、法に基づいて議会の議決提案

だから、私が申し上げているのは、そうい

をしなければならないということですから、

う１,０００万円以上のものを、こうやって

これは議会に提案、これはごく当たり前の真

予算を議決した、１５節予算をやったと。１

ん中の話ですね。

５節の執行については、工事の改めて提案す

それ以下の分が圧倒的に多いんですよね、

るような議決案件の工事額はございませんで

事業の名義を見ても。その分については、執

したけれども、１,０００万以上については

行後、直近の議会でこういう工事請負契約、

１３本ありましたと。工事の内容で、こうい

何本何本請負契約でこういうことを執行して

う内容でございますと、このように執行させ

おりますので御報告いたしますというのか、

ていただきましたということを、定例会かそ

そんな感じになりましょうかね、わかりやす

ういう節目の中で報告するということによっ

く言えば。そういうことでチェック機能を果

て、一つの議会のチェック精度が増すと。
もっとも、総務産業常任委員会の中では全

たしてくると。
町長のお言葉ですけど、監査委員がチェッ

部は出ていますから、総務産業常任委員会に

クしているからいいということでなくて、議

なってしまえば、一本一本の達成率から全部

会みずからチェックするという立場でしょう

出ていますので、ですけど、他の委員の人方

ね、それは。本当に予算は議決したけれど

は全くわかりませんね。

も、遺漏なく、遺憾なく執行をきちっとして

それは、議会全体の中でやっぱり情報を共

いるんだろうねと、こういうことになろうか

有する、価値観を共有するということの持つ

と思うんですよね。

意味。それから、やっぱりチェック機能をき

ただ、一方で、こういう理論もあるんです

ちっと持つということ。それを改革内容に加

よ。款項は議決科目だと。款項は議決科目だ

えたいなというのが、私の今、町長にこの点

けれども、節以下は執行科目なんだから、前

についてはいかがですかっていうことを求め

にも議論した、相当２０年前、最近はそうい

ている趣旨ですよ。御理解いただけますか。

う議論をこの議会でしたことございませんけ

○議長（吉田敏男君）
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答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

そんなことで、要するに事業費の３分の２補
助なんですけどね。そんなことも含めて、何

す。
見解を求められれば、別に否定するもので
も何でもございませんし、それは執行者側と

なのかと。今の状況ではどうもならんだろう
と。

議会の関係で、むしろ議会のほうとして

私は、やっぱりよく死んでも死に切れんと

チェック機能も含めて果たしていくべきだ

いう言葉があるけれども、昭和３０年代から

と。あるいは、わかりやすく言ってしまえ

きちっと街並みなり、街の状況を知っている

ば、進捗状況ということにもつながるかなと

者として、この状態で歯抜けになってしまっ

いうふうに思いますけれども、それも例えば

たら、本当に死んでも死に切れないという思

定例会ごとに、そういったものについては進

いなんですね。本当にこれでいいのかという

捗状況は報告すべしという、これは決め方か

思いをしてならないんですよ。
だから、それをもう少し商店、過日、一般

なというふうに思っております。
ですから、それを踏まえて、それこそ

質問したときから時期が相当ずれていますの

ちょっと疑義があれば一般質問なりなんなり

で、商工会とのそういうような空き家商店な

ということも、それは方法の一つかなという

り空き地なり、そういうものを含めて協議が

ふうには思いますけれども、ただ、執行者の

なされているのか。

立場で是非それをやってくださいという、そ

それと同時に、もう一つやっぱり行政がこ

ういう認識は持っておりませんけれども、否

んな状況で、あとはいいのかと。あなたが就

定するものではないということでお答えをし

任してから一定の状況が、それまでいろいろ

ておきたいというふうに思います。

なことあったものですからね。例えば核施設

○議長（吉田敏男君）

８番。

の中で保健センターを一緒に入れて、要する

○８番（高橋幸雄君）

この程度で、あと残

に御案内のとおり担当でいらっしゃったか
ら、釈迦に説法で時間の浪費ですから言いま

り２８分間、次の点に進みます。
商店街の再開発ですよね。今、答弁書を見

せんけどね、大体現状では現状の状況です

ると、いろいろとあれですね、基本的には例

ね。このままで、私は、果たしていっていい

の駅周辺としてという、９番議員も質問して

のかなと。

いますので、余り後ほどやる議員の一般質問

一方で、今回明らかにされたように、今の

に阻害のないようにやるのが先にやる議員の

信金の前の小公園とかなんかの買収、土地を

礼儀なものですから、余り詳細に触れませ

所有してどうのこうのっていう話も出ていま

ん。

すね。それはどのような形で商店街全体の中

ただ一つ言えることは、従来、北海道でも

でリンクするのか、私はよくその辺の構想は

帯広が若干、きのうの新聞かなんかで商業街

全くわかりませんけどね。わかりませんけ

の活性化法ができましたね。その辺の検討は

ど、いずれにしてもこの状況の中では私はい

どんなことになっているのか、まるっきりそ

かがなものだろうかなと。
さりとて、総合計画の今追加実施計画では

んなものは検討に値しないと。
帯広市の広小路でしたか、広小路でどっか

全くね、商店街の活性化基金はもちろんござ

やるよう、来年、電信通りですね、斜めに

いますけどね。その動きがどういうふうに

入っている通り、そんなことで要するにアイ

なっているのか、全く知るところにないんで

ケアでもって障害者が作ったクッキーの販売

すよね。現状のままでいって、朽ち果てて

店をやる。それは基本的に商店街の活性化法

いっていいんだということにも相なりません

に基づいて、なかなか申し込みがないと、全

でしょうしね。これは何とか。さりとて、公

国レベルで申し込みがないんだと。帯広では

費を使って云々って、いかに事業展開の中で
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やり得るのかと。もっとも、ニーズの問題も

私は、副町長が総務産業常任委員会に来た

ありましょうし、地権者の問題もありましょ

お話しか、それ以下でも以上でも知識はござ

うしね。

いませんけれども、あのときの説明では、私

だけど、このままでは、私自身も本当に死

はとてもね、小公園とかそういうことをおっ

んでも死に切れないなという。ちょうど私が

しゃっているけれども、具体的に考えたっ

当選したのは、人口１万３,０００人、昭和

て、隣が食堂があって駐車場が狭いんだよ、

５０年ね。今８,０００人弱で、５,０００人

いつも。あれはみんななくなるわけですか

以上切れたんですね。だから、このままで

ら。一方で、向かいの信金の横だって空地で

いって、商店街は最たるものですよね。

すよね、今。信金の横は空地になりました

だから、首長としてこの辺をね、政策構築

ね。

をどんなふうに考えていらっしゃるのかな

だから、問題のポイントはここだと思うん

と。これは非常に簡単に答えの出せることで

ですよ。そういう老朽化して営業者もいな

ないことは当然、次の３点目もそうですけ

い、営業者よりも地代がどうなっているかよ

ど、さりとて答えを出せないからと言ってい

くわかりませんよ、人の財産ですからわかり

るということは、私はそういうことにならな

ませんけれども、それをどういう形の中で、

いのではないかなという思いますんでね。

やっぱり行政が主導的役目を果たしながら、

大体経営者がだんだん高齢化してまいりま

地権者なり財産所有者なり、もろもろを含め

すよね。住宅は老朽、住宅って施設が老朽

てね。そして、そのことはどういう形で商店

化。今使っていない大きな食堂、よくあそこ

街の再開発に結びつけていくかということに

で宴会やなんかやった食堂も空き家になって

なるのか。もしくは、抜本的に当初のプラン

ますね。本当に寂しい思いですよね。

ニングのように、今の拡幅工事が終わりま

だから昔、以前の一般質問の際にも申し上

す。都市計画事業が進んでいると、これだっ

げたけれども、高校に通っているときは、あ

て一部除外して進んでいるわけですから。そ

の三笠通りの突き当たりには日本劇場があっ

の後年次に入れるのかどうかよくわかりませ

て、日活の映画がしょっちゅうやって、よく

んけれどね。

見て帰ったものなんですよ。あの横の今の駐

そうなると、町長、あれですよね、次に出

車場になっているところは、よく高等学校の

るか出ないかも明確に出馬表明していない安

歓送会をやるとき、あそこの舞台で卒業生を

久津町長さんに、こんなことまで答弁を求め

送るそういうことをやったり、あるいはベン

るというのも恐縮なんですけども、ただ一つ

ハーを見たり、モーゼの十戒を見たり、そう

今の話のメニューの中で言えるのは、補正予

いう試写会をやったり、いろいろな思い出が

算に関連ありますからね、だからそんなこと

たくさん凝縮しているんですね。

で触れさせていただいていますが、いかがで

だから、そのまま朽ち果ててしまえば、最

しょうか。

終的に町が何も事業をやらないのなら、見込

○議長（吉田敏男君）

みで取得することもないから、みずから撤去

○町長（安久津勝彦君）

するのではないかなという論拠に立つのか。

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

あるいは、今町長がやろうとしている土地の

まず最初に、現状の商店街の現状を踏まえ

取得を兼ねて、土地を買えば、はっきり言え

ながら、将来、一口で言えば商業の活性化を

ばフードセンターの跡地のことですよね。あ

どう図っていくんだということでありますけ

んな方式になってくるとすれば、それであと

れども、これはまさに議員からも触れられま

の老朽した施設だって、町があんな方策をと

した再開発事業を、私が首長に就任してから

るのかっていうことになる。

断念をしたという経過もございます。
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今の状況というのは、これは全国的にこの

す。

問題というのは市街地の活性化、もちろん、

現実問題、だれがやるのという部分でいき

その中には商店街の活性化もどうしていくん

ますと、直近の状況でいきますと、銀河ホー

だと。どこの町でもシャッター通りみたいな

ル２１のレストラン部分をどなたが担うんで

感じで、全国各地でこういう状況が起きてい

すかということも含めて、これは４者会議の

るという。これは、一口で言えば車社会とい

中で詰めていって、最終的には観光物産協会

うことも含めて、一番大きな要因もあるのか

が担うということで落ちついたわけでありま

なという、そんな認識もしております。

すけれども、ここでも議会でも少し質問を受

余分なことは別にしまして、これからこの

けましたけれども、そこで飲食店組合のほう

ままでいいのかという部分でありますけれど

からどうなっているんだと、情報不足も含め

も、決して私もこのままでいいというふうに

てどうなっているんだと、実は私どもも想定

は思ってはおりません。

はしていなかったんですけども、どうしてそ

ただ、とりわけ再開発事業の反省を踏まえ

うなのという思いもあったんですけれども、

ると、いわば最終的には先ほどの冒頭の質問

そんなことの状況だということでございま

でもお答えしたとおり、やはり計画だけが先

す。

行しても、結果、その担い手がどうなるんで

ですから、ちょっと長くなっていますけど

すかということも含めて、これは一つ大きな

も、少なくとも今の現状をいいというふうに

中止をした要因の一つでありますから。

は思っていませんから、そこのところはまさ

そこで、私は、これは決して商業活性化に

しく協働をしながら連携をしながら、やっぱ

限らず、全般にいわゆる民活民活と一口で言

りあるべき姿というのは、どなたが首長にな

われますけれども、やっぱりこれはやる気の

ろうが、それは追求していくべきことだなと

ある人、それから展望を含めてあるとすれ

いうふうに感じているところでございます。

ば、それは行政としては当然限りはあります

それから、行政報告させていただきました

けれども、そういう範疇の中で頑張る人をど

用地の取得の関係、具体的に旧フードセン

う支援をしていくのか、そして、それが町の

ターさんのところのことも触れられておりま

活性化にどうつながっていくのか、ここが見

した。

えれば、私は最大限行政としては支援をして

ここで一つ、これはこのことに限らず、我

いくべきだなと、そういうスタンスでこの間

が町の商店街の状況も含めてあるんですけれ

いろいろな取り組みをしてきたというふうに

ども、ぜひ我が町の特性といいますか、御案

思っているところでございます。

内のとおり駅周辺の土地というのは大地主さ

そういう中にあって、現状、そうしたら町

んがおられて、商売をなされている方も、借

なかをどうするんだという部分でいきます

地で自分の建物を建てて商売をしてきている

と、冒頭お答えしたとおり、今商工会の中で

という、これが現実でございます。

空き店舗あるいは空き地についてデータベー

以前にも何人かの議員さんから、あの老朽

ス化をし、そして有効活用などもできないか

化施設は危ないから何とかならないのかとい

ということで、部会を設けながらそういう検

う御指摘も受けて、実際に私も担当のときに

討をしているということも、この間の協議の

ある建物の所有者の方と話を率直にさせても

中で情報としてお聞きをしておりますから、

らったところ、やはり借地権という問題が出

当然そういう形で具現化してくれば、当然そ

てきているということですよね。そうします

の支援はしていくべきだというふうに思って

と、建物がなくなれば基本的には借地権がな

おりますから、先ほどの補助金的なことも触

くなるわけですから返さなくちゃいけないと

れさせていただいたということでございま

いう、そういう問題にぶつかるということ。
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そこでとどまっているうちはまだいいですよ

ら、私はやっぱりこの町づくりを進めていく

ね。建物所有者、土地所有者ははっきりして

上では、定期的とは言いませんけども、年に

います。

何回かは直接お会いをし、地主さんとの意見

今出てきているのは、こういう経済状況で
すから、本当に残念ながら事業も断念、そし

交換もさせていただいているというようなこ
とであります。

て法人も解散という、そうすると建物の所有

そういう中で、今回こういうことで協議が

者が登記簿上は残っているけども、これは地

調ったといいますか、合意形成ができたので

主といえども手がつけられないという、こう

議会に提案をさせていただいたということで

いう状況も出てきている。これは端的な例

ございますので、御理解を賜りたいなという

が、室蘭市がそういう例がどんどん出てき

ふうに思います。

て、これは危険家屋も含めて何らかの対策を

以上でございます。

しなくてはいけないということで、そこら辺

○議長（吉田敏男君）

も情報収集をさせていただいているんですけ

で暫時休憩をいたします。

れども。
今回、補正予算で提案をさせていただきま

午後

０時０４分

休憩

午後

１時００分

再開

すフードセンターのところの、調えば解体と

○議長（吉田敏男君）

いうところにつきましては、取得をしたいと

再開をいたします。

いうところは、当然、ちょっと話はあちこち

昼食のため、１時ま

休憩を閉じ、会議を

８番。

に飛びますけれども、将来のこれだけ公共事

○８番（高橋幸雄君）

それでは、残り時

業が減ってきている中での公共事業の確保、

間、１３分。３点目、時間少のうございまし

これは当然国の交付金事業、有利なものを

たけど、お尋ねさせていただきます。

使っていく、それがお年寄り対策につながっ

まず、最近、こういうリーマン・ブラザー

たりだとか、そういうところにもつなげてい

ズ以降、グローバル的に経済が冷え込んでい

きたいということで。

る中で、最近、私はとみに一流の経済人の

それから、あそこはまさしく危険建物とい

トーク番組、例えば北海道でいえば、ニトリ

うこともあって、しかも経営をされていた法

の社長であるとか、あるいは日本電産サン

人については破産手続なんかもやっていると

キョーの社長さんとか、いろんな話を聞くん

いう、こんな状況でございますから、そうい

ですよね。そんなに不況を感じないって言う

う中の一つとして、有利な土地取得に対して

んですよね。孫さんに言わせれば、１００年

はそういう交付金も導入できる。これは北海

とか１５０年とか、１世紀単位の中で会社の

道とも下打ち合わせも済んでおりますし、そ

事業を考えていくというようなことをおっ

ういった総合的な観点から今回提案をさせて

しゃっていましたけども、ニトリの社長は３

いただいたということでございます。

０年ぐらい、今ちょうど私と同じ６６歳で、

これは、もちろん議会の立場でいけば、こ

あの方ね。インタビュアーに今後についてど

の時期にいきなり総合計画にぼんと出てき

うですかと言ったら、３年後どういうポジ

て、補正予算でぼんと出てきたという、この

ションにいますかって言ったら、３年後はア

感は否めないのかなというそんな思いはして

メリカに進出していると、こんなことをおっ

おりますけれども、私もやっぱり足寄の町づ

しゃっていましたね。これは公の席で本人も

くり、とりわけ中心部を考えるときには、

申し上げているから、名前を出して差し支え

やっぱり大地主さん、この存在というのは決

ないと思いますけれども。

して横によけて進むということではない、避

それと同時に、日本電産の社長あたりに言

けて通れないというふうに認識していますか

わせれば、社員が６,０００人いるそうで
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す、６.０００人。今、ちょうど年賀状の時

の事業導入、地方自治体がみずから展開でき

期に、来年になるわけですけれども、６,０

ないと。昔のような右肩上がりでないからで

００人に１枚１枚年賀状を出すって言うんで

きないけれども、他の業種、つまり今の状況

すね。すごいことだなって。全部社員を、

から言えば、老健施設であるといいますか、

６,０００人をみんな知ってなかったら年賀

民間に依存した形で誘致をしてきたのが焦点

状を出せませんよね。それは単なる、全部手

になりましたね。その方は当選されました。

書きで、一人一人社員の特性を生かして、例

あるいは、一方で観音寺市の市長、二十数

えば、あなたは赤い髪よりも黒毛のほうが似

年前になろうかと思いますけど、結局、自治

合いますよと女子社員にやる。その場合は、

体の中で一定の経済哲学を入れてやらない

客観的にその女子社員をわかってなかった

と、もっていかないだろうと。足寄町だって

ら、言えませんよね。そういうことを含めて

そうですよね。担税能力がどんどん減って

やるそうです。

いって、高齢化が進んで、今一定の介護の療

やっぱり最近とみに、そういうような一流

養連携システムの中で雇用が伸びる話のこと

の経済人の今のこういう時代に立ち向かって

も町長は表明されていますけれども、それも

いく会社経営と申しましょうか、すごいもん

一つのことでしょうし、あるいは教育委員会

だなと。それに引きかえ、地方自治体は意外

だって、やっぱり教育にかかわるもので、定

とおぞいなって。これは、このままずっとい

住がなくても何かの形の中で、地元の商店街

くと、町長の行政報告にあるように人口が１

の弁当が一つ売れるであるだとか、あるいは

５年後に２,０００人弱減りまして、そうす

宿泊ができるであろうとか、何かの形でや

ると、行政ってどういうことの役割を果たす

るっていうのは、各課それぞれにあると思う

のかな、現状の職員ってどういう状況になっ

んです、今ある現在の課の中で。

ていくのかなっていう思いをしているんです

ただ、大局的に大ごとに何かを誘致するな
んていうのは、まず（聴取不能）ですね。だ

よ。
私は、ずっと３６年間、参与席サイドを見

から、５０年当初、ちょうど当選したときに

て思うのには、相当やっぱり能力のある方の

中川一郎さんにごあいさつに行くのに、当時

集団だっていうふうな認識があるんですね。

の小林弘道さんと前議長の石田さんと３人で

現状ならまだあると思うんですよ、私の今の

ごあいさつに行って、当時鈴木宗男氏が秘書

年数、現状の中で。だから、それを使え切れ

をやっておりましたね。そのときに行った主

てないんでないのかなと。

用件は会うこともそうですけど、ちょうど小

特に経済活性化になったら、何をやっぱ

坂山開発とか、一連の中でちょうど右肩上が

り、これから人口が統計学的に減っていく

り経済の中で、そういう時代、あるいは学園

と。一般的に、死亡が１００人前後で出生が

都市構想とかありましたね。時代がだんだん

六十何人で、差が三十六，七人。過日得られ

推移してきますと、そうならないんですよ、

た統計表、役場で出した統計をずっと見まし

やっぱり今の状況からいくと。

たら、そういう数字になっておりました。今

そうすると、今の状況の町づくりの中で活

回の中にも記載されておりますけどね、答弁

性化して、これだけ雇用を減退させないため

書の中で。このままでは、全然、どうもなら

には何があるかということを、やっぱりそれ

ないだろうなって。

なりに、民間の人は一生懸命自分の今の生活

私は、経済活性化っていったら、経済課だ

をするだけで精いっぱいだと思うんですね。

けの担当ではなくて、かつて東北のある首長

そんな調査研究なんていうことにならないと

選挙のときに、このままでは衰退していけな

思うんですよ。例えば、さっきの例の商店街

いと。衰退してはいけないと。それで、一定

の空き家対策の補助金３分の２と言うけど、
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問題は３分の１の受益をどうするかというこ

うんですよ。

とがやっぱり、ということはイニシャルコス

ただ一つ、客観的に考えることは、今の統

トでなくてランニングコストでもって事業が

計の状況を見ますと、農も減っているけど林

成り立つかという問題があるものですから

もがたがた減ってますね、就業人口が。それ

ね。

は、やっぱり立地条件にある、今の地の利っ

だから、私の場合は、やっぱり我が町の場

ていうのはそこにあるんですよ。国道が２本

合は、一定の分野・ジャンルに関係なく、そ

も走っていて、ナショナルパーク阿寒があっ

の担当職員がね。この間も、ちょっと住民課

て、そして事業展開がうまくできないという

長ですか、喫煙ルームで、何とか増収対策は

ことは、担う人に問題があるんでないかな

何かないかと。たばこの関係でお話しになり

と。それは我々も含めて、理事者だけの責任

ましたね。だけど、今はそれできないと。そ

でないんですよ、それは。我々議会サイドも

うやって何か一つずつでも掘り起こして、そ

含めて。先ほど失われた８年というのは、私

れぞれのセクションの中でね、何かを考える

自身の議員としての失われた８年だなという

べきではないかなと。そういう意味では、

ことを申し上げているんだなって。

ちょっと私の想定外の自治体の状況なのかな

ただ、今一連の中で、ハード的なものも含
まれて土地区画整理をする、国道拡幅事業を

という気がしているんですよね。
その辺、もう少し一ひねりをしないと、こ

やる、それから今度、医療の問題、介護の問

のままの統計学的にただ減になっていく１５

題を含めて、こういう問題と同時に増収益に

年後、だからさっき議会のコストの話までし

なるような、定着できるようなものを、あな

た。一方で経常経費的なものはどんとかかっ

た方の町長を筆頭とするシンクタンクの中で

てくるんですよ。活性化にいい知恵出さなく

何かあってしかるべきかなと。

ても、チェックできなくても、政策提言を一

特に林業の関係は、下川町の例を何回も申

緒にできなくても、１５年間で４億５,００

し上げてますけど、こぞってこのままじゃ衰

０万円は黙ってもかかる。そんなことはあり

退の一途をたどるだろうと。同町と同じに

得ない話ですよね。

なっちゃうだろうと私は見ているんですよ、

今、ここにいる参与席だったら大体１,０

この状況では。

００万プレーヤーでしょう、常勤の職員の方

だから、恐らく町長は次期の立候補表明は

はね。１,０００万円以下の方はいるんです

してませんけど、心の中では、私どもが今提

か。それできかないですよね。それは、本人

案いただいている予算から一定の行政報告の

の所得負担から共済からもろもろを含めて、

内容を精査すると、あなたは次も、そういう

公共団体負担っていうのは相当の額に及ぶん

熱い思いに駆られて、責任を負ってリーダー

ですよね。だから、先ほど、議会に対する出

に立つんだろうなっていう認識に立っている

席要求に、先進地議会では担当の関係ない方

から、こういうお話を申し上げているんです

は参与席から下がってお仕事をしてください

よ。だから、出る出ないはあなたの勝手だか

と、行政コストが高くついていますでしょう

ら、これ以上は時間の浪費で言いません。し

からと。あと、政策提言の説明を受けたら、

かしながら、やっぱりそういうところに思い

議会がみずから、どういうことでこのような

をはせていかないと、私はいけないのかな

活性化策は是なのか非なのか、もしくは改善

と。

の余地がないのか、もろもろ検討する、自由

これは単に理事者だけではなく、我々議会

討議するという、こういうスタイルでいくべ

サイドの責任。議員バッジをつける、議員に

きだと言うんですね。我々も、これから議会

なったら議長になる、副議長になるなんて、

はそんな形でいかないとならないのかなと思

そんなことは二の次ですよね。問題はやっぱ
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りそういうところまで凝縮していかないと、

そこで、行政の果たす役割、あるいは職員

私はこの町は衰退の一途をたどっていくなと

の能力、しっかり発揮をしているのかと。そ

いう思いをしてるものですから。ただ、いか

れには、とりもなおさず執行責任者である私

んせん、執行するのは首長以下あなた方です

のほうから的確な指示もされているのかな

よね。それをどんどんぶつけて一定の活性化

と、そういうところまで思いをはせての御質

策を出して具現化していくという。一番具体

問だろうなというふうに思っています。

的なのは、林業のこの状況ではだめだろう

とりわけ、昨年ですから２２度の予算編成
のときに、会議のときに一つの問題提起をさ

と。
農は、ここ五，六年をとったって、九十

せていただいたのは、やはり現下の経済状況

二，三億円の総生産額あるんですよ。就業人

が厳しい中で、やっぱり雇用の場の確保をど

口が減っても、総生産額が落ちてないんです

うするかということが非常に重要な問題だと

ね。紆余曲折いろんなことありますよ。湿害

いうことで、予算編成に当たっては、各課で

の問題から、８０億ちょっとになることない

も雇用ということを少し念頭に置きながら予

し多いところは９２億強になってます。それ

算編成に臨んでいただきたいという、こんな

はあるんですよ、この中でね。だけど、林は

指示も出しているところでございます。

ほとんどだめですね。例の風倒被害であるか

そこで、一口でいけば、総体が厳しい状態

らあるぐらいであって、あれは突発事故です

でありますけれども、そういう中にあって、

よ。日本の経済が落ち込んだとき、朝鮮戦争

まさしく議員仰せのとおり、足寄町の今ある

が起きて拡大になった、そんなようなことは

状況の中で何に焦点といいますか、重点的に

常に続くわけないんですよね。

進めていくのかというのは、ある意味、議員

そんなことを踏まえて、最後にひとつ、あ

仰せのとおり、私はやっぱり我が町の豊富な

と残り２分しかないですから、議長のお許し

森林資源というところでいきますと、やはり

をいただいて、きっちりと答弁していただき

ここだなというふうに思っております。冒頭

たいと思います。以上、私の一般質問を終わ

の質問に対するお答えの中にも触れさせてい

ります。

ただきました。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

ちょうど国の動きが、まさしく林業再生プ

答弁、町長。
お答えをいたしま

ラン、そして公共建設物も１０月１日から法
施行になりました、国産材を使うべしと。こ

す。
先ほど例に出されましたニトリの社長さん

れは、まさしく、ちょっとありまして、林野

には、実は我が町も植樹の関係で助成金をい

庁にも実は行ってまいりました。私は、お願

ただいてまして、社長さんにも直接お会いを

いということでなくて、現政権が打ち出した

し、お話も若干させてもらいました。それか

この施策を具現化するための地元足寄町から

ら、日本電産の社長さん、ちょうど私が東京

の提言ということで、政務官に会わせていた

にいるときに、ちょうどテレビを入れたら、

だいて、プレゼンとまでと言うと大げさかも

ちょうど映っていまして、今お話しあったよ

しれませんけれども、お話をさせていただい

うなことを、本当に一人一人ちゃんと職員を

たところでございます。

掌握していて、年賀状には一人一人こうとい

ともかく可能性あるものについては、ある

う、とてもじゃないけどまねできないなとい

意味、ちょっと言葉は悪いかもしれませんけ

うのは、私のところはわずか２００人強の職

れども、飛びついて、何とか地元で実現可能

員ですけども、これはなかなかすごいことだ

なものがあるとすれば、飛びついてでも何で

なというように感銘していたわけでありま

もいいからということで、そんな思いであり

す。

ます。
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当然、それが具現化・具体化するというこ

新年度の地方財政収支の三位一体改革で、

とになりますと、当然、先ほど来から言って

当初予算の地方交付税は増額を見込んでいる

いるとおり、頑張るところには私は行政とし

のか、また、負担金、補助金なども含めての

ては支援すべしというふうに思ってますか

試算となると思いますが、あわせて町第５次

ら、それは当然、ある程度光が見えてきた中

総合計画の後期計画、１１年度−１３年度の

では、議会のほうにもいち早く相談をさせて

後期の３カ年は原案どおりに答申され、町づ

いただいて、本当に行政がある意味、ぎりぎ

くりの基礎となるという課題であり、予算規

り助成できる限界点はどこなんだということ

模は前年度並みと見積もるのか、具体的な重

は少し協議をさせていただいて、何とか町の

点項目と安心して暮らせる施策の推進と足寄

活性化、もっと言えば、一人でも多くの雇用

町の自立再生に向けた課題をどのように取り

の場の確保ということについて、これはだれ

組んでいくか、お伺いいたします。

が首長になろうと、そのことをしっかりと邁

○議長（吉田敏男君）

進していくべきだというふうに思っておりま

○町長（安久津勝彦君）

すので、とりわけこの間も議員の質問に何回

問にお答えいたします。

かお答えしているとおり、これは議員の認識

答弁、安久津町長。
後藤議員の一般質

平成２３年度の国の予算編成につきまして
は、総予算の組み替えで、元気な日本復活特

と一緒であります。
同じ公共事業でも、山に対する同じ金額、

別枠を１兆円規模で設定をし、各省庁の予算

端的に申し上げます。道路、橋等々の公共事

編成作業が行われ、一般会計予算案の総額を

業を比べていきますと、やはり雇用の確保と

９３兆円前後とする方向で、２２年度並みの

いう観点でいきますと、これはやっぱり山、

予算調製と報じられているところであります

森づくり、これにとてもでないけど、他の公

が、法人税率の５％引き下げや、子ども手当

共事業はどうでもいいという意味じゃないん

の財源確保、高校の実質無償化、農業の戸別

です。雇用という関係でいきますと、やはり

所得補償、高速道路の無料化など、政策予算

その点は森林事業についてはすぐれているな

の財源確保など、調整が続いているところで

というふうに思っていますんで、そのことも

あります。また、地方交付税の別枠加算とし

あわせて、先ほど申し上げました林野庁の中

て、地域経済を活性化する１兆４,８５０億

でもお話をさせていただいているということ

円の廃止を打ち出すなど、大詰めの段階に

でございますので、御理解をいただきたいな

入っている状況であります。政府予算案は、

というふうに思います。

この２４日に決定を目指しているようであり

以上でございます。

ますので、詳細につきましては、その後を待

○議長（吉田敏男君）

以上で、８番高橋幸

このような中で、本町の２３年度予算編成

雄君の一般質問を終わります。
次に、１１番

に取り組まなければならないわけであります

後藤次雄君。

○１１番（後藤次雄君）

たねばならないところでございます。

通告書に基づきま

が、例年同様、予算編成にかかわる考え方
を、去る１０日に行政事務推進会議におきま

して一般質問をしたいと思います。
平成２３年度の予算についてということ

して示したところであります。来年度は、言

で、平成２３年度の予算編成は、政権交代後

うまでもなく統一地方選挙の年でありまし

の初の編成作業となると思いますが、厳しい

て、当初予算は骨格予算の編成となりますの

財政状況下の中で、地域主権改革を視野に入

で、経常経費と６月定例議会以降の執行では

れながら自律プランの財政計画を踏まえての

遅いものなどの継続や緊急の案件のみの計上

ことでなければならないと考えているところ

としておりますが、予算要求に当たっては、

であります。

総合計画を基本に年間予算の積み上げを指示
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当初、私がことしの予算を聞いたときは、８

しているところであります。
先ほども申し上げました国の予算案が年明

０億くらいにおさまるんではないかというこ

けに明らかになってくることとあわせ、１月

とだったんですけど、実際にすると、１億何

から２月にかけましての本町の予算査定作業

ぼも上乗せ、これは地方交付税とか、それか

を進めてまいりたいと思っておりますが、多

ら補助金とか、いろんなことがあってふえた

くの自治体の歳入の根幹となっている地方交

と思うんですけども、そういうことも含め

付税の行方に大きく左右されますことから、

て、先ほどここの回答にあるとおり、１月か

注視をしてまいりたいと思っております。地

２月にかけてということなんですけれども、

方交付税の特別枠の廃止は、予算編成が立ち

編成会議が今月の１０日に大体あったみたい

行かなくなるというような事態になりかねな

ですけども、それで大体こういうことも含め

いと、危惧をしているところでもあります。

て、ある程度来年度予算はことし並みになる

いずれにいたしましても、厳しい財政運営

のか、それともまだ国会で決まってないから

を強いられることと思いますので、的確な情

答えられないのかを含めて、それともう一つ

報収集に努め、町政の発展振興に努める所存

は、１月、２月の作業を受けて、町長の査定

でありますので、御理解を賜りますようお願

はいつごろになるのかということをお答え願

い申し上げます。

いたいと思います。

以上で、後藤議員の一般質問に対する答弁

○副町長（田中幸壽君）

とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

再質問を許しますま

答弁、副町長。
お答えをいたしま

す。
まず、町長がお答えをいたしましたよう

す。

に、来年度予算は骨格予算になりますので、

１１番。
今、町長から御答

内容等々については、本当に後藤議員が最終

弁いただいた中では、これは今、町長が御答

的に質問された町長査定を踏まえて数字が出

弁したことについては私も理解をします。た

てきます。

○１１番（後藤次雄君）

だ、そうは言っても、先ほども出ましたけれ

というのは、今年度、２２年度当初予算と

ども、第５次総合計画が既に答申されて、そ

いうのは約７６億円ということでございまし

の枠に乗って出発するということになってい

た。ただ、先般、さきに開かれた総合計画の

ますのでね。

審議会等々の答申もありますので、当然私ど

それで、２２年度の当初予算は、大体全部

も財政当局では試算をしておりまして、そう

で１２２億１,０００万円ぐらいだと思って

いった総合計画の来年度事業をすべて盛り込

ます。それで、一般会計が７６億５,３４５

んだ中での一般会計予算というのは、試行で

万円、特別会計が３０億７,１３３万円、企

すけども約７６億円ということで、ほぼ今年

業 会 計 が １ ４ 億 ２ ,５ ６ ５ 万 円 と い う こ と

度の当初予算と同額になっております。

で、大体１２２億２,０４６万ということに

そこから、これから年明け早々に予算要求

なっていますけれども、ただ、今回の７日の

が出てきますので、それから編成作業に入っ

定例の補正予算まで、実際には合計で大体１

て、町長査定は２月の中旬を予定しておりま

３２億９,７００万くらい、合計で予算補正

すけれども、どれだけ圧縮がかかるかという

を含めて多くなっているんですね。特に一般

ことで、当然政策予算等々についてはカット

会計では、当初７６億だったのが今は８５億

していきますので、先ほど７６億円と言いま

ということで、大体９億５,２５６万くらい

したので、７０億円は当然切ってくるだろう

ふえているんですよね。だから、そういうと

ということで、この辺はアバウトな話であり

ころから見ると、全体的に見ると、やっぱり

ますけども。
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もう１点、これも冒頭申し上げましたよう

たけれども、年明け早々から始まっていくわ

に、地方交付税は今年度当初予算でいけば歳

けですけれども、２３年度以降についての関

入は５２.７％、５０％を超えておりますの

係については、当然査定をする段階で、項目

で、その地方交付税が来年度、先ほどお答え

によっては長期計画のやつといいますか、そ

したように、特例加算の見直しですとか、そ

ういった事業もありますので、そういったこ

れから特別交付税の配分の割り当ての変更

とで、そういったことも含めて、一定の整理

等々がございまして、この辺が国の方針が固

をしながら今年度予算の数字を固めていくと

まらないと歳入のほうを確定できないといっ

いうことですから、当然関連としてはそう

たことで、例えば、いまもって試算でありま

いった形になってきますけれども、ただ、今

すけれども、別枠加算というのが約１兆５,

のバスの関係については、今のところ、結果

０００億円廃止されますと、私どもの町で約

で、ほとんどは基本的には赤字にならない方

１億５,０００万円程度のマイナスというこ

向で、いろんな角度からいろんな関係者に御

とになるんだそうです。そういったことも

努力をいただいていますので、冒頭から赤字

あって、その辺が今後、国の動向を見きわめ

を試算するといいますか、想定をしたそう

た中での予算編成になってくるだろうという

いった予算には当初的にはならないというこ

ふうに思っております。

とでございますので、御理解願いたいと思い

７６億円、先ほども言いましたように、総

ます。

合計画の数字を全部盛り込んだ中でいくと、

○議長（吉田敏男君）

約７６億円ということ申し上げましたけれど

○１１番（後藤次雄君）

も、そのときの歳入不足というのは約１億円

私は言ったかというと、この間、これも新聞

で基金を取り崩さなければいけないといった

記事なんですけれども、１市５町の事務局の

シュミレーションになっていることも、申し

段階で、来年度は相当の各町村の負担になる

添えたいと思います。

んではないかと。これは新聞報道ですから、

以上でございます。

これは私は実際に聞いていないからわかりま

○議長（吉田敏男君）

なぜ、そのことを

せんけれども、そういう報道があったもので

１１番。

○１１番（後藤次雄君）

１１番。

大体わかりまし

すから。やっぱりそうすれば、来年度の予算
を含めて、ことしは２３１万２,０００円で

た。
それで、予算の関係で、これは今回の行政

すけれども、来年はどのくらいを想定してい

報告との関係もありますけれども、ただ、こ

るのかということを聞きたかったのですけれ

の中で、補正予算は例えばふるさと銀河線代

ども、今副町長が答弁したとおり、今のとこ

替 バ ス の 関 係 で ２ ３ １ 万 ２ ,０ ０ ０ 円 で す

ろ、そういうことにならないようにやりたい

か、これを補正することになっていますね。

ということですから、それはそれでいいと思

それはいいんですけれども、２３年度の予算

います。

編成に当たって、２３年度以降の例えば代替

次に、これも今回、行政報告の中にあった

バスの負担金がどのくらいふえるのか、そう

のですけれども、これは１億４,３００万円

いうことを予想されて、そのことも含めて予

計上されているんですけれども、そういうこ

算編成の中に入っているのかどうか、そこを

とになっている。ただ、その中で私が気に

聞きたいと思います。

なったのは、これは２４年度からの総合計画

○議長（吉田敏男君）

では実施になっていますけれども、ただ、松

答弁、副町長。

○副町長（田中幸壽君）

お答えいたしま

山千春さんの実家のロケセット、民有地を買
い上げた上で駐車場を整備して観光スポット

す。
来年度予算の編成作業、先ほども言いまし

にしたいということになっているんですけれ
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ども、ただ私は、ちょっと考えるところがあ

いては、事業実施した中でないと具体化はし

るのですけれども、このことをやることに

ませんけれど、今の町交事業でいけば、用地

よって、やっぱり町としての経済効果という

取得費に４０％の交付金が入ってきますの

のをどれくらい試算されているのか。

で、そういった部分では、有利な条件でさら

それともう一つは、そのほか小公園を目指

に一般会計で買い戻せるといったこともあり

して町の中心部の廃業店舗、これはちょっと

ますし、松山千春さんのところの観光的な目

さっき先輩議員の高橋さんが取り上げたよう

的で、どれほどの経済効果があるのかという

ですけれども、その辺があるんですけれど

ような御質問もあるわけですけれども、町な

も、そこはさっきの答弁の繰り返しになるか

かの資源、一つの観光資源としては確かに、

もしれませんけれども、ただ、私はそれ以上

この間、足寄観光協会に委託をして、映画ロ

に千春さんの家のロケセットを買い上げた段

ケが終わった後以降、土日を中心に、あそこ

階で、経済効果がどのくらいあるのかなとい

の部分を開放しているところでありますけれ

うことも含めて、今回の第５次総合計画に載

ども、料金を取っているわけではありません

せているのかということをちょっとお聞きし

ので具体的な収入等々はありませんけれど

たいと思うのです。

も、やっぱり駐車場がないぐらいに、その

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

シーズンになりますと観光客が来られると

答弁、副町長。
お答えをいたしま

いったこともあって、今回、敷地を買収して
駐車場をつくるといったことを考えているわ

す。
まず、具体的な経済効果のことが質問あり

けですけれども。

ましたけれども、具体的に数字で計算はして

そういたことで、町なかに一定程度観光客

おりません。今回、補正予算に計上しており

が集まってきて、それで何らかの形で商店

ますのは、土地開発基金で購入をしている足

等々に経済効果があるんだろうということ

寄町役場の駐車場用地を一般会計で買い戻す

で、具体的な提案は後日になりますけれど

といった予算を計上しております。

も、後段になりますけれども、先行買収をし

今、御質問の件については、行政報告もさ

て用地確保、そういった事業展開の選択肢を

せていただきましたけれども、今後、土地開

広げるために、今回買収をさせていただきた

発基金において３カ所の用地を先行取得した

いということで行政報告をさせていただいて

いということで、その部分の１カ所の千春さ

おりますので、御理解のほどをよろしくお願

んのところについての御質問かと思いますけ

いしたいと思います。

れども、この部分については、私どもが考え

以上です。

たのは、事業展開というのは今後２４年度以

○議長（吉田敏男君）

降、町づくり交付金事業、そういった事業に

○１１番（後藤次雄君）

１１番。
わかりました。

該当させながら事業を実施していくというこ

それで、買収した後、これは今までどおり

とでございまして、当然その段階では、議会

観光協会のほうに委託するのか、町として責

の予算措置もしますので、議会の御議論をい

任を持ってやっていくのか、その辺の考え方

ただくことになろうかと思いますけれども、

はないのでしょうか。

当然基本的には、土地開発基金の購入であり

○議長（吉田敏男君）

ますから先行買収ということで、やっぱり事

○副町長（田中幸壽君）

業展開の幅を広げていただきたいと、そう

観光協会に委託をしておりますので、整備後

いった思いで先行取得をするわけですけれど

も観光協会にお願いするということで、今の

も。

ところ私どもは考えております。

ですから、具体的な補助金の内容等々につ

以上です。
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答弁、副町長。
今現在のところ、

○議長（吉田敏男君）
○１１番（後藤次雄君）

地代、あそこの評価額は調べていませんけれ

１１番。
わかりました。

ども、割り返すと約２万円弱の坪単価です

それで、次にまた行政報告の中身で、８番

ね。７００万円で４００坪ですから、そう

議員の質問と重なるところがあるかもしれま

いった形になります。土地につきましては、

せんけれども、私は私の考えで質問したいと

３筆あって、１筆は足寄小学校の正門の若干

思いますので。

右寄りになりますけれども、真ん前で。三方

地域活性化交付金、これも今回、補正で７

といいますか、一方は道路に接してますけれ

７２万７,０００円を提案されているんです

ども、法務局は。その残りの三方にわたって

ね。それで、これは旧法務局の足寄出張所の

は、全部公有地、町用地の中にありまして、

土地と建物購入ということでなってますけれ

そういった部分で、そういった場所的な問題

ども、これは、今後、このことを来年度に向

もあって、当然教員住宅の前と後ろの間にあ

けて、どういう活用方法を考えているのか。

る土地でありますので、当然その４００坪の

今回、これはかなり古いですから、もし何か

うちの１筆については、将来の教員住宅の改

するとすれば、予算づけをして活用方法を考

築改修に当たって利用していくといったこと

えなきゃならないと思うんですけれども、そ

で、それはほぼ私どもの考えとしては教員住

の辺の考え方はどうなんでしょうか。

宅用地ということでございます。

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

問題はその建物でありますけれども、建物

答弁、副町長。
お答えをいたしま

については、今現在、具体的に目的があって
ということではございません。ただ、今回、

す。
旧法務局の買収でありますけれども、この

これも行政報告をさせていただきましたけれ

分につきましては、従来から議会でもお答え

ども、福祉関係、福祉・医療・介護・保健、

をしておりましたけれども、南区のコミュニ

そういった部分のシステムをこれから構築を

ティセンターといいますか、公民館が廃止・

していくに当たって、当然、これはきょうの

解体をされた後にコミュニティセンターを建

新聞に載っておりましたけれども、在宅介護

設するといったときに、単独で新築をする

の支援ということでございまして、そういっ

か、場合によっては法務局を買収をして改

た部分でいくと、今後、私どもの町でいけば

造・改修をしてという、２案で説明してきた

社会福祉協会にお願いをしているんですけれ

ところであります。今回、南区のコミュニ

ども、そういった施設介護の部分での器も当

ティセンターは、今年度、今建築中でありま

然、現状よりかなり広い施設も必要になって

すけれども、それは木材再生事業の林野庁の

きます。別な目的でいけば、例えばグループ

補助金・交付金を該当しましたので、そちら

ホームをまたつくらなければいけないとか、

のほうの補助を利用して今建設中でありま

そういったことが今回の計画の中でも一定程

す。

度、計画でありますけれども明らかにしてい

法務局の買収でありますけれども、そう

るところでありまして、そういった施設利用

いったことで、この間、法務局、財務省管轄

にということを第一義的には考えているとこ

の資産でありますけれども、先般、足寄町

ろで、具体的には今後、相手側もありますの

に、そういうお話はしておりましたので、足

で、今後その話を詰めていきたいということ

寄町に購入をしませんかという問い合わせが

でございますので、御理解のほどをよろしく

来ました。価格は、今手元にありませんけれ

お願いしたいと思います。

ども、七百数十万円だと思いましたけれど

以上です。

も、建物と約４００坪の土地が入ってその金

○議長（吉田敏男君）

額になるわけですけれども、単価的には、土

○１１番（後藤次雄君）
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１１番
今副町長から御答

弁いただきましたけれども、今回の行政報告

まだ詰まっておりませんけれども、私は数年

の中でも、福祉の関係を含めて大胆な今取り

かかるというふうに思っております。とりわ

組みをしているということで、その中の一環

けその中で、イの一番にやらなくちゃいけな

として、今言われたグループホームだとか、

いというのは、やっぱりソーシャルワークセ

それから介護関係ですね、これはそういうこ

ンターという、仮称ですけれども、そういう

とに利用することもあり得るだろうという答

ふうにうたってますけれども、ともかく今町

弁でしたので、それはそれとして、やっぱり

内にあるそういう福祉に関する施設の情報を

そういうことで進めていただきたいと私も思

全部そこに集めて、ともかく介護を必要する

います。

ような人、あるいは一定の医療的措置が終

次に、今のことと若干重なるかもしれませ

わった方の行き先だとか、そういった部分の

んけれども、今回の行政報告の中で、今後保

相談窓口をまずはイの一番につくるべきだな

健医療の介護、保健、福祉の連携する構築に

というふうに思っております。早ければ来年

向けた推進状況ということで、詳しく行政報

度の早い時期につくるべきでないのかないう

告の中でされていますから、中身については

ふうに、私自身は思っているところでござい

わかってますんで。

ます。

それで、若干、これからの計画作成に向け

そして、具体的に二つの医療機関につきま

て聞きたいんですけれども、今回の策定は、

しては、今のところ、二つの選択肢があるの

これはもちろん行政ばっかりではなくて国保

かなと。新型老健施設なのか、あるいは療養

病院、それから我妻病院、それから福祉協議

病床なのかなというところがありますけれど

会のこともありますから、具体的に行政報告

も、これにつきましては、当然転換をすると

の中を見ると、１月に国のほうで大体そうい

いうことになれば、一定の施設の改修等々も

う指針が出るんでないかと、それにあわせて

必要になってきますから、これはとんとん拍

ということも書いてあったんですけれども、

子でいきますと、もちろん行政報告でも必要

それはそれとして、足寄町としてこのことを

な町からの財政支援も必要だというふうに認

早急にやるのか、それとも来年度、再来年

識しているというお話をさせていただきまし

度、何年がかりでやるのかという、そういう

たけれども、これは当然そうは言っても、す

計画はあるのかないのかを聞きたいんですけ

べてが町単独でできるかというと、そうでは

れども。

ありませんから、これは当然、国の交付金

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

等々を含めて活用させてもらわなくてはいけ

答弁、町長。
お答えをいたしま

ないということでありますから、ですから、
そういう意味では、個々の改修についても、

す。
行政報告したとおり、現状の進捗状況は、

ある意味急ぐということになるのかなと。

まずは国保病院と我妻病院さんとの間で、ま

ですから、うまく協議が進めば、国の認可

ずは従来どおり同じ病院でいい意味での競い

等々の手続も必要になりますけれども、何ら

合いということではなくて、やっぱり機能分

かの着手というのは、２３年度中にできれば

担をし、将来の町民の安心・安全で暮らせる

なというふうに、首長としてそんなふうに思

ようなところでしっかり連携をしようという

い描いているところでございます。

ことで、骨格の合意ができたということでご

ただ、システムの中にある、一つだけ言い
ますと、例えば透析なんていうのは、少し

ざいます。
今後の進め方といいますか、単年度ででき

ちょっと２年だとか３年を含めて、これはど

るのか、あるいは数年かかるのかということ

うしてもお医者さんあるいはスタッフの関係

でございますけれども、この連携システムは

もありますから、それは少し二、三年のスパ
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ンの中で、実現可能なのかどうなのかも含め

療振興財団、あるいは東京のほうのこれまで

て、詰めの作業をしていく必要があるという

お世話になっている方等々を含めて、あるい

ふうに考えているところでございます。

は病院のホームページ等々を含めて、お医者
さん来ていただけるべく最大の努力をしてま

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

すんで、何とか４月１日から、少なくとも院

１１番。
それで、今町長の

長先生、固定医が１人ということだけにはな

できれば２３年中に、なるべく早くという話

らないように、それは全力で取り組んでいか

もありましたから、それで、行政報告の中で

なければいけないと思ってますんで。できれ

ちょっと心配なのは、もちろん進めていくこ

ば、もし心当たりの方がいれば紹介もいただ

とはいいんですけれども、ただ、それよりも

ければありがたいなというふうに思いますん

医師の関係、来年、町長が苦労して苦労して

で、ありとあらゆる手を使っても何とか確保

足寄に来てもらった医師が、３月までに２人

をしていきたいというふうに思っておりま

が退職してしまうということになっているん

す。

○１１番（後藤次雄君）

ですけれども、これが、私は今までの町長の

以上でございます。

姿勢から見て、恐らく４月にはまた新しい人

○議長（吉田敏男君）

が来るとは思いますけれども、ただ、これが

○１１番（後藤次雄君）

１１番。
わかりました。

難しい状況の中で、今の計画を含めて進めて

我々としても、やっぱりそういう考え方で

いくということになれば、かなり厳しいと思

進めるということは、現在まで町長も言って

うんですよね。だから、それは町長なり行政

ますけれども、やっぱり福祉を重点的に取り

なりで考えていると思いますけれども、そこ

組むという姿勢も示しておりますんで、ぜひ

ら辺を含めて、先ほど２３年と言いましたけ

そういうふうに計画が進むように（聴取不

れども、そんなことでいけるのかという心配

能）したいと思ってます。

もあるもんですから、再度お聞きしたいと思

算と絡めてちょっとお聞きしたいんですけれ

います。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

それで、次に総合計画の関係で、これは予
ども、第５次総合計画、今回ここに資料ある

答弁、町長。
お答えをいたしま

んですけれども、変更理由書の中で、これは
先ほど答弁もあったとおり、１７年度から１

す。
今、議員御心配いただいているところ、こ

０年間の計画ですから、それで２３年度から

れは、この構想に着手しようとなったときに

２５年度の変更理由のところで、例えば繰り

は、やっぱりまずは根幹の医療を中心にして

上げが一部を含めて１３件、それから新規が

という、これを土台に置いているということ

１２件、繰り下げが一部を含めて９件、それ

であります。そういう意味では、御心配いた

から中止が２件ということで内容を読ませて

だいているとおり、我が国保病院のお医者さ

もらいました。だから、これを見ても、やっ

んが、最悪の場合は、手当てできなければ３

ぱり交付金がほとんど主体になると思うので

月３１日をもって外科の先生２人退職、これ

すね。そういうことも含めて、今回、こうい

は退職願が出てまいりましたから、これは明

う第５次の計画をなされたわけですけれど

確でありますから、これが補充ができないと

も。

いうということになれば、これは大変なこと

それで、今回、この総合計画を実現する、

になるなという、そういう危機感は現実に

それから来年度予算編成に向けてこれを基本

持っております。

にしてやっていくということですから、私と

目下、何とかそんなことがないように、何

しては、やっぱり実現、策定が目的でなく

とか補充できるように、大学病院あるいは医

て、原案どおり実現・実行していくのか、こ
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れは町として責任が重いと思うんですね、私

だから、私はそういう実績も含めて、今ま

はね。だから、来年度に向けて、その役割を

で実施計画を含めて、ほとんどのことをやっ

果たしていくということになると思います

ぱり今やり遂げてきているわけですから。そ

が、その決意は先ほど８番議員も何回も言わ

れは中心市街地のことも、いろいろいろんな

れましたけれども、その決意はやっぱりある

人から、だけども、中心地街地の関係は前町

程度は私は必要でないかと思うんですよ。そ

長のときの後始末というように私は考えてま

れで、町長の前者への答えにもあったのです

すんで、そういうことも含めて、今回の国道

けれども、２期８年間、これは総括もあると

拡幅、それから今の道の駅の関係を含めて、

思いますけれども、私自身で２期８年、私も

道の駅も来年３月にはある程度完成するとい

２期８年になるわけですけれども、今まで安

うことになれば、あと残っている大きなこ

久津町政で取り組んだことは、最低でも１２

とっていったら、下水道の関係も含めてもあ

件か１３件あると思うんですね。

りますけれども。そういうことで、ぜひ、２

例えば、町村合併の問題、それから中心市

期８年の実績があるわけですから、ぜひ、今

街地の再編の問題、それから新庁舎の建てか

回出された第５次総合計画を含めて、ぜひ、

えの問題。これは新築になりました。それか

安久津町長自身でこれは実行してもらいた

ら、保育の統合、それから農協の合併、それ

い、実現してもらいたいということを、私の

から農林業にかかわる振興の関係ですね。そ

ほうから一応私の考え方を述べましたので、

れから、町立病院の、先ほども言いましたけ

そのことについて、町長に御答弁いただきた

れども、厳しい中で医師を確保したというこ

い。

と、それから国道の拡幅、それからあと、今

ただ、私は、先ほど前の人が言ったとお

回、９月の議会でワクチンの関係、これも全

り、あれから１時間半ぐらいたってますか

額負担という、いろんなこれを含めても、２

ら、昼御飯を食べた後、町長、ちょっと考え

期８年の実績は私は非常に評価したいと思う

方が変わったかもしれませんけれども、それ

んです。

らも含めてちょっとお聞きたいと思います。

町長は、そうでないと言うかもしれません

○議長（吉田敏男君）

けれども、私はそういうことも含めて、やっ

○町長（安久津勝彦君）

ぱりこれだけの実績があるわけですし、そし

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

て先ほどの前の人の答弁のときにも、私はい

まず、１点目の総合計画に関してでござい

ろんなことを聞いてないって言いますけれど

ますけれども、これは議員おっしゃったとお

も、私は聞いていることを言いますから、

り、繰り上げして実施したもの、あるいは繰

はっきり。私はいろいろな人とつき合いがあ

り下げしたもの等々、それはお配りしていま

るものですから、いろんな安久津町政のこと

すから見ていただければ、そのとおりでござ

を時間の許す限り意見をもらってるんですけ

います。これはどういうことかといいます

れども、やっぱり私が聞いている段階では、

と、先ほどは申し上げませんでしたけれど

今まで何も安久津町政２期８年、何か欠陥か

も、予算編成会議のときにも、これは毎年度

そういうのがありましたか、ないですよね

お話を申し上げているわけで、職員にもお願

と。いや、それはないと。それはありません

いしているわけでわけでありますけれども、

よと言う人が多数です。ただ、中には、これ

総合計画というのは、やはり町づくりの基本

は批判する人は必ずいるんですよね。必ずい

の計画ですから、これはもうできるだけ忠実

ます。どんなことやったって、それこそ１０

に実行すべしと、これは基本だということで

０人いたら、１０人は絶対反対ということも

あります。ただ、そうはあっても、今のまさ

ありますのでね。

しく国の動き、これは従来の、昔は補助金と
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言ってましたけれども、これが簡単にと言っ

の時点で、そこがあやふや、あるいはちょっ

たら、簡単にと言わせてもらいます、あえ

となくなりそうですよということであれば、

て。簡単になくなって、新しい交付事業とい

これは繰り下げもやむなしという判断をさせ

うことで、制度がころころころころ変わると

ていただいて、これまでも取り組んできたと

いうことでございます。

いうことでざいます。

ですから、この総合計画を立てたときに

ですから、これまた新年度に向かっても、

は、財源内訳で、こういう国の助成がありま

当然これから予算編成作業が始まりますけれ

すよと。これがなくなるということもあるん

ども、当然リアルタイムで情報収集をしなが

ですね。一つだけ具体的な例を申し上げます

ら、そういう形で対応してまいりたいなとい

と、実は子どもセンター、あれは実は厚生労

うふうに思っているところでございます。

働省の補助金をもらって統合保育所を建てる

なお、後段の私の２期８年の評価について

という計画でありました。年度末です。民間

は、本当に議員から身に余るような御発言も

がやる分については、従来の補助金がありま

いただきました。昼食も挟んで、また考えは

す。自治体がやる場合については、補助金な

変わらないかという御質問でございますけれ

くなりますと、これだったんですよ。私も年

ども、それは先ほども申し上げたとおり、後

末ぎりぎりですから、冗談じゃないと。この

援会からの要請は重く受けとめつつも、やは

下打ち合わせも、２年くらい前から担当のほ

り相談しなくてはいけない方もいらっしゃい

うはやっていたわけであります。これがなく

ますし、あるいはもっともっと多くの町民の

なってしまったということです。これは大変

方からも、いろんな御批判も含めて御意見を

なことになるなと。でも、ここまで計画を進

ちょうだいをしながら最終的な判断をしてま

めてきたわけですから、最悪の場合は議会と

いりたいということでございますので、ぜひ

も相談をさせていただいて、単費でもやらざ

御理解をいただきたいなというふうに思いま

るを得ないかなというふうに思っておりまし

す。

た。しかしここは、これは別の、厚労省のほ

以上でございます。

うでなくて建設省、今は国土交通省、そのサ

○議長（吉田敏男君）

イドで公営住宅、これは子育て支援という意

○１１番（後藤次雄君）

１１番。
わかりました。

味も含めた公営住宅ということであれば、あ

それで、町長に一言お聞きしたいんですけ

の地区一帯の中で、子どもセンターもできる

れども、後援会の方も大事なんですけれど

かもしれないと。これは職員が、情報を常に

も、８番議員の言ったことも、私の言ったこ

アンテナを張れって言っておりますけれど

とも大分重いと思いますんで、その辺だけ受

も、これは見事に、これはひょっとしたら可

けとめてもらえば。

能性あるかもしれないということで報告があ

それで、最後にもう１点、質問になじむか

りましたから、すぐ札幌に飛ばしまして、も

なじまないかわからないんですけれども、も

ちろん副町長にも飛んでいただいて、結果的

しだめだったら議長、とめてください。

にはそちらのほうの厚労省の補助金からこっ

それで、これも来年度予算のことになるわ

ちに変わって実は実現をできたということも

けですけれども、編成の中に入っているかわ

あります。

かりませんけれども、今全道各地、道内です

ちょっと長くなって申しわけございませ

ね、外国資本による山林の買収だとか、それ

ん。具体例も出しましたけれども、常に総合

から土地の買収とかがいろんなところで出て

計画は基本となる計画ですから、当然忠実に

きますね。特に足寄なんかも、森林組合のほ

実施すべしと。ただし、裏づけとなる財源確

うに十勝のある人たちが来て、そういうとこ

保についても情報収集をしっかりすれと。そ

ろがないかという実態調査もしているみたい
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ですね。だから、そのことを含めて、足寄町

やっぱり水源林をねらってるということが実

として、町としてそういうことが知らされて

態のようでございますから、これはもちろん

いるのか、もしそういうふうになったとき

なかなか厳密にチェックというのは難しいか

に、そういう対策をどう考えているのかを含

なというふうに思いますけれども、これまた

めてちょっと。質問が合わないかと思います

森林組合等々を含めて、アンテナを張りめぐ

けれども、もし答弁がだめだったらそれでも

らせて、そういったことを、ともかく人の手

いいです。

に渡ってしまうと、極端なことを言えば、水
だなんて言ってるけれども、ある日、気がつ

以上で、終わります。
○議長（吉田敏男君）

暫時休憩いたしま

いたら丸坊主ということもあるわけですか
ら、そういったことがないように、できる限

す。
午後

２時００分

休憩

りの対応はしてまいりたいなというふうに考

午後

２時０１分

再開

えておりますので、御理解いただきたいとい

○議長（吉田敏男君）

再開をいたします。

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。
○町長（安久津勝彦君）

うふうに思います。

お答えをいたしま

１１番。

○１１番（後藤次雄君）

ありがとうござい

ました。

す。
率直に言って、外国資本の山林等の買収、

それでは、議長、なじまない質問をしまし

この情報は実は私は昨年の６月くらいにその

て大変申しわけなかったです。これで終わり

お話、実は王子木材の北海道支店長さんから

ます。

そんな話を聞きまして、その本も出てるよと

○議長（吉田敏男君）

いうことで、その本も実は買って読ませてい

藤次雄君の一般質問を終わります。

これにて、１１番後

次に、２番榊原深雪君。

ただきました。
問題は、これがちゃんとチェックできるか

○２番（榊原深雪君）

議長のお許しをいた

ということになりますと、今の日本の中にお

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

ける法律の中では、実はチェックし切れない

て質問させていただきます。

のですね。しかも、実態をお聞きしますと、

子ども手当支給に当たって。

いきなり例えば中国の何とかさんという人の

厚生労働省では、子ども手当制度を設けた

名義になるかというと、そうでないみたいな

趣旨は、次世代を担う子供の育ちを社会全体

んですね。現地法人といいますか、東京のま

で応援するという観点から実施するもので

さしく日本人のどなたかが買われて、それを

す。子ども手当の創設の背景としては、少子

よくよく調査をしていったら、そこに結びつ

化が進展する中で、安心して子育てをできる

いているということのようであります。

環境を整備することが喫緊の課題となってい

王子の支店長さんが言われてたのは、やっ

ることがあります。特に子育て世代からは、

ぱり今は水問題が世界各地でいろいろ問題に

子育てや教育にお金がかかるので、経済面で

なっているということで、どうもねらいは水

の支援を求める声が強いという状況にありま

源林みたいだぞということで、これは今後私

すと考えを述べています。

どもも注意深く見ていかなくてはいけないな

このような中、帯広市では、支給した子ど

というふうには思ってますけれども、ちょっ

も手当の中から滞納している保育料を払うよ

と聞くところでは、清水にちょっとあったと

う促した結果、１９世帯が同意し、給食費の

いう話を聞きましたけれども、これは純粋に

滞納についてもそのようにすると検討してい

何か別荘用地みたいな状況のようであります

ます。他の自治体においても、子ども手当支

けれども、どうも本格的なやつというのは、

給にあわせ、保育料・給食費などの滞納分の
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納付呼びかけ文書を発送するなど、滞納処理

なっております。
次に、保育料納付における口座振替を届け

に努力しています。
国や町の財政としては、子ども手当は支給

出ている割合についてでありますが、平成２

するが、徴収すべきものが滞納しているので

２年度入所児童１７５人に対し１５５件の納

は、財政収支が整わなくなり、将来において

入通知数となっており、そのうち口座振替数

次世代を担う子供たちを社会全体で応援する

は ７ １ 件 、 ４ ５ .８ ％ の 割 合 で 、 残 り ８ ４

ことが難しくなるのではないでしょうか。

件、５４.２％が窓口納付となっている状況

そこで、次のことについて質問させていた

にあります。
なお、滞納者の中に口座振替の届け出をさ

だきます。
１、子ども手当の支給について、本町の対
象児童と支給状況についてお伺いします。

れている納入義務者はおりません。
次に、保育料の滞納額の状況につきまして

２、保育料納付について口座引き落としを

は、１２月１日現在の状況として、過年度分

届けている割合と、滞納者のうち直接納付と

３１件、２２９万９,４１２円。現年度分に

口座引き落とし扱いとの割合はどのように

つきましては、複数月分をまとめて納入され

なっているか。

る保護者も多いことから、２９件、９０万

３、保育料と給食費の未徴収額の過年度分

１,７８０円の状況にあります。
次に、保育料の滞納整理業務と対策につき

と当年分について。
４、保育料や給食費の滞納促進業務とその

ましては、３カ月ごとに納入に向けたお願い
文書を送付するとともに、保護者の児童送迎

対策について。
５、子ども手当給付口座と保育料や給食費

時において直接納入指導を行っております。

徴収の引き落とし口座の同一化について伺い

また、年度末等の節目に督促書を発行し、年

ます。

度内の完納に向けた通知をしている状況にあ

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、安久津町長。
榊原議員の一般質

ります。
次に、子ども手当の振り込み口座と保育料
の振替口座の同一化につきましては、それぞ

問にお答えいたします。
子ども手当支給に当たっての御質問でござ

れの手続が保護者の判断にゆだねられてお

いますが、子ども手当は次代の社会を担う子

り、強制ができないものではありますが、保

供の健やかな育ちを支援するため、本年４月

護者の利便性や残高不足による保育料の振替

１日に施行された制度で、正式名称を平成２

不能の事態を減らすためにも、できる限り同

２年度における子ども手当の支給に関する法

一の口座を利用していただく方向でお願いを

律、以下、子ども手当法というとする、平成

してまいる所存でございます。

２２年度のみの時限立法とされております。

子ども手当の支給と保育料の滞納整理に関

子ども手当法の施行に伴い、従来の児童手当

しましては、従来の児童手当と同様に、子ど

は平成２２年３月分をもって支給を終了しま

も手当におきましても、子ども手当法第１４

したが、児童手当制度そのものは継続され、

条により、受給権の保護として子ども手当の

４月１日からは、子ども手当の一部として児

支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し

童手当法に基づく児童手当が支給される仕組

または差し押さえすることができないと明記

みとなっております。

されており、子ども手当を一たん保護者が受

足寄町における子ども手当の対象児童と支

給した後に、滞納料金等の納入指導を行うべ

給状況についてでありますが、町が支給対象

きものと考えており、従来の児童手当におい

とする児童数は１２月１日現在７２３人で、

ても、支給日に特別な納入指導は行っておら

すべての受給者が口座振り込みによる支給に

ず、子ども手当の支給に際しても、保育料等
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の滞納金納入指導は従前同様の取り扱いとし

護者に周知をしております。口座振替につい

ております。

て強制はできない状況ではありますが、今後

今後におきましては、子ども手当の支給の

におきましては、児童生徒の食に関する正し

趣旨を踏まえつつ、保護者の理解と協力が得

い知識と望ましい食習慣を身につけさせるこ

られるよう周知を図り、保育料の滞納額の解

となど、学校給食の意義、役割及び学校給食

消に向け鋭意努力をしてまいる所存でござい

費の重要性についての保護者への周知を行

ますので、御理解を賜りますよう、よろしく

い、さらに子ども手当の趣旨を踏まえつつ、

お願いを申し上げます。

保護者の理解と協力が得られるよう、できる

なお、給食費に関する御質問につきまして

限り同一の口座を利用していただくよう周知

は、教育委員会委員長から答弁させていただ

を図ってまいりたいと考えておりますので、

きます。

御理解を賜りますようお願いを申し上げま

以上で、榊原議員の一般質問に対しての答

以上で、榊原議員の一般質問に対する答弁

弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

教育委員長、答弁 。

○教育委員長（星崎隆雄君）

す。

教育委員会よ

り榊原議員の一般質問にお答えいたします。
子ども手当支給に当たっての給食費の滞納
額の過年度分と現年度分についての御質問で

とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

２番。
○２番（榊原深雪君）

細かい質問に入る前

に、町長にお伺いします。

ございますが、過年度分は４７件、１５０万

町長は、子育て支援重視をして、さまざま

５,５６８円、現年度分につきましては、現

な政策を提案し、実行されていますが、町長

在のところ７件、２６万７,６４５円の滞納

は支給された子ども手当を何に使ってほしい

の状況にあります。

と考えているのか、伺います。

次に、給食費の滞納整理業務とその対策に

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

ついてお答えいたします。
滞納者に対する給食費の滞納整理状況とい

町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

たしましては、今年度においては、６月及び

まさしく子育てを支援するために支給され

８月と１１月に納入に向けたお願い文書を送

ている手当でございますから、やはり子育て

付しており、今後におきましても、滞納者に

に関する費用、これとこれという言い方はで

対し、催告書の送付、電話催告、自宅訪問に

きませんけれども、種類を問わず、ともかく

よる納入催告等で滞納額の回収に向けて努力

子育てに必要とする経費に充てていただきた

してまいります。

いなと、そんなふうに思っているところでご

また、学校給食費の未納を未然に防止する
観点からも、保護者の経済的な問題がある場

ざいます。
以上です。

合においては、就学援助制度等の説明を十分

○議長（吉田敏男君）

２番。

に行い、これらの制度の活用を周知してまい

○２番（榊原深雪君）

最初に、保育料のほ

ります。

うからお伺いしたいと思います。

次に、御質問の子ども手当振り込み口座と

保育料の納付の口座引き落としをお願いし

給食費徴収の振替口座の同一化についてお答

ている割合、どのようになっておりますかと

えいたします。

聞きましたら、４１.７６％ということです

現在の口座振替の取り扱いについては、学

ね。それで、子ども手当の支給を受け取る場

校給食費納入通知書に口座振替の内容を記載

合は１００％の方が受け取られてるわけです

するとともに、口座振替依頼書を送付し、保

ね。その口座に振り込みということですね。
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それで、口座引き落としは、保護者の意思に

いましょうか、毎月、現状の中で３カ月置き

よってお聞きするということですけれども、

に催告業務というのを行っているわけです。

これをもう少しパーセンテージを上げていけ

これは今も続けているところなんですけれど

ば、滞納対策も防げていけるんではないかと

も、この部分が若干例年よりも人事異動等

思いますが、どのようにお考えでしょうか、

が、理由にはならないんですけれども、そう

福祉課長お願いします。

いうことで滞った時期が若干あったいうのは

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（堀井昭治君）

お答えいたしま

事実でございます。
現実としては、例えば過年度分の２１年度
中の収納済み額という意味では、それなりの

す。
口座振替がふえて配分もふえる、同じにな

成果を上げていると、多いか少ないかという

れば、当然に徴収率も上がるし、手当の有効

と別ですけれども。これは決算のときに挙げ

活用も図られるかなと思うんですけれども、

ている数字でございますけれども、３０件の

現実問題として、なかなか税のほうもそうだ

滞納繰越額のうち５件ほど、分納も含めてで

と思いますが、いただくものは素直に口座振

すけれども、納入はされているということ

替の払い込みですか、の手続は応じるんです

で、一応努力はしてたというふうに認めてい

けれども、実際に払うほう、納入の側になる

ただきたいなと。

と、やっぱり家庭の事情がいろいろあるのか

ちょっと言葉として極端な回答をしてし

なということで、なかなか進んでいかないの

まった部分があったのかなということで、誤

が実情です。担当しては、十分口座振替のほ

解を与えてしまったということで、大変申し

うでお願いしたいということで周知はしてい

わけないなというふうに思っております。

るところなんですけれども、なかなかそのよ

ということで、通常の場合は３カ月ごとぐ
らいをめどに、滞納の状況を見ながら、それ

うになってないのが実情でございます。

ぞれ各家庭に支払いに対するお願い文書、通

以上です。
○議長（吉田敏男君）

２番。

常で言う催告書というものですか、こういっ

○２番（榊原深雪君）

滞納者の場合、いろ

たものを送りながら年度末にまとめて督促書

いろな事情があろうかと思います。この不況

を送っているというのが通常の業務でござい

の中、保育料なりを払うのも大変なことだと

ます。

思いますが、保育料は所得によって支払うよ

以上です。

うになっておりますね。その中で、このよう

○議長（吉田敏男君）

２番。

に滞納があるということは、相談業務とかも

○２番（榊原深雪君）

業務の内容はよくわ

されていることと思いますけれども、お聞き

かりました。

しましたところによると、２１年度は滞納の
回収の手だてを行ってなかったというお話を
聞いております。それで、ゼロ円ということ

それで、２点ほどお伺いします。担当業務
をされている方は何名なのか。
それと、納入のお願いの文書を読ませてい
ただきますが、保育料の納入についてはこれ

ですね。
なぜ、２１年度は何も行っていない状況

までもお願いしているところでありますが、

だったのかをお伺いします。

納入されておりません。再度下記のとおり未

○議長（吉田敏男君）

納額を明示しますので、分割でも結構ですの

答弁、福祉課長。

○福祉課長（堀井昭治君）

お答えいたしま

で納入くださいますようお願いします。保育
料の未納額が多くなると、保育所の事業運営

す。
先日、榊原議員さんからのほうからの照会

に大きな支障を来すことになりますので、御

を受けたときに、担当のほうで最終の何とい

理解のほどをよろしくお願いします。分割納
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付の相談や御不明な点等ございましたら、子

わゆる他の善良な納入者といいますか、そう

どもセンター総務担当何々さんまでお電話を

いう方だとか、当然保育所に入ってない方も

お願いしますとなっています。

含めてなんですけれどもも、一般税金で賄う

この中で、何名の方が、最初にお聞きしま

ということになってくるのかなと思います。

したが、担当されているのか。それと、この

そういった意味で、他の事業に対するとい

文書の中で、事業運営に大きな支障を来すこ

うのは、保育所業務ばかりではなくて、町政

とになりますということの意味合いを具体的

一般全体に対する部分だと思うんですけれど

にお聞かせ願いたいと思います。

も、そういった部分での支障を与えてくるの

○議長（吉田敏男君）

で、応分の負担についてはよろしくお願いし

答弁、福祉課長。

○福祉課長（堀井昭治君）

子どもセンター

の担当職員につきましては、事務職員として
は１名です。そのほかにセンター長が１人お

たいというのが趣旨だと私は考えておりま
す。
以上です。

ります。ほかの保育所等については現場の業

○議長（吉田敏男君）

２番。

務に当たっていますので、現実に保育料等の

○２番（榊原深雪君）

先ほどからお聞きし

納入通知もしくは滞納処理を含めて、この２

ました子ども手当はもう開始されましたね。

名で行っているのが実情です。現実的には、

それで、それからも滞納の方がいらっしゃる

担当の者が日ごろにおいては１名で行ってい

んですね。そういうことを踏まえて、この文

るというのが実情なのかなというふうに思い

書が本当に滞納している方の心に響いている

ます。

のかとなると、長年滞納されている方は、こ

文書の中での事業運営に大きな支障を来す

ういう文言で文書をつくられても、あまりぴ

というのは、具体的個々の事業を指している

んときてないんでないかと、心に響いてない

ことではなくて、いわゆる保育業務という事

んでないかなと思うんですね。それで、結

業の中で、それに応分の負担をいただくとい

局、こういう数字がそのまま残っていくん

うことで保育料をいただいているわけなんで

じゃないかと私はこれを調べさせていただい

すけれども、この保育料が徴収されないとい

て思ったんですね。だから、これからの保護

うことは、イコール収入が減るということに

者の規範意識というのを高めていただかない

なるんですけれども。大きい話になってしま

と、これはずっと整理していけない状況に、

うんですが、実際に保育所の業務の中で、そ

なかなか難しい問題があるのではないかと、

の収入だけで経費を賄っているかというと、

そこで思っているわけです。

決してそうではなくて、現実に子供に必要と

それで、課長もおっしゃいましたけれど

なる経費分、例えば消耗品でございますと

も、一生懸命払っている方のやはり公平性と

か、遊戯で使う備品だとか、いろいろなもの

いうことも大事に考えていただいて、この文

がございますね。それから、子どもセンター

書のこともそうなんですが、ある自治体で

であれば、子どもセンターの燃料費だとか、

は、子ども手当のことをアピールして、前年

こういう直接的な経費だけでも、この保育料

度より現年度のほうが５割程度アップした自

だけでは間に合い切れていないのが実情で

治体もあるんですね。そういう文書をつくっ

す。

て。だから、その時代に応じた文書を、決ま

仮に何人かの方々が納付をおくれたからと

り文句の文書ではなくて、こちらは一生懸命

いって、その部分のサービスを低下するとい

子育て支援をしているわけですから、それに

うことには当然ならないものですから、同じ

こたえていただくような支援の仕方をしてい

サービスを提供していくということになるわ

かないと意味がないと思います。

けなんですけれども、その結果を言えば、い

そして、先ほどおっしゃいましたように、
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税金を投入していくわけですから、足らない

そういうところを利用していただきたいとい

分は。そうしたら、ほかの方の結局事業にも

うところを、もっと自治体のほうから積極的

影響をしていくわけですよね。そういうとこ

にいろんな相談に乗ってあげたり、今の保育

ろもしっかり数字を見詰めていただいて、細

料もしかりなんですけれども、そういうとこ

かい数字ではありますけれども、全国で言え

ろを進めていっていただきたいなと思います

ば９０億円以上の保育料が滞納しているとい

けれども、そこのところのお考えはどうで

うことで、厚生労働省のほうも何とか滞納対

しょうか。

策を進めていってほしいということを訴えて

○議長（吉田敏男君）

ますよね。そういうところも、こういう自治

○教育次長（鈴木

体からしっかりしていかないと、国全体の数

す。

答弁、教育次長。

泉君）

お答えいたしま

字をこんなふうに膨らませていくことになり

御質問の中で、やはり非常に経済的に困難

ますので、そこのところも担当者の人は御苦

な方もおられまして、滞納する方もおられま

労が多いかと思いますけれども、これからも

すので、今後の対策としましては、保護者の

ぜひ進めていっていただきたいと思っており

経済的な問題等があれば、就学援助の制度の

ます。

活用につきまして周知していきたいと考えて

次に、給食費も同じような質問になります

おります。

けれども、先ほどと同じように子ども手当は

以上でございます。

１００％の方が口座振替ということでされて

○議長（吉田敏男君）

２番。

いますけれども、給食費の場合も、やはり口

○２番（榊原深雪君）

わかりました。

座振替ということがすごくパーセンテージが

今の現在の給食額、１食当たりの給食額を

低いんですね。それで、やはり少しでも口座

教えていただきたいと思います。

振替を進めていく対策なんですけれども、何

○議長（吉田敏男君）

名の方が給食の滞納に対して職務についてお

○教育次長（鈴木

られるか、お伺いいたします。

す。

○議長（吉田敏男君）
○教育次長（鈴木

泉君）

お答えいたしま

１食当たりの給食費の関係でございます

答弁、教育次長。

泉君）

答弁、教育次長。

お答えいたしま

が、小学校は１食当たり２１７円になってお
ります。中学校につきましては、１食当たり

す。
担当につきましては、所長と主査の２名が

２６５円ということになっています。
以上でございます。

専任担当になっている現状でございます。

○議長（吉田敏男君）

以上でございます。

２番。

○議長（吉田敏男君）

２番。

○２番（榊原深雪君）

この数字を見ます

○２番（榊原深雪君）

２名の方が担当され

と、年間やっぱり４万円から５万円ぐらいで

ているということで、給食費のことも守秘義

済むことなんですね、お１人のお子さんで。

務がありますので、あそこの子は払ってない

給食というのが始まったときは、昭和２７

よとか、滞納してるよというはもちろん口外

年、貧困の時代に始まった、完全給食になっ

無用なんですけれども、やはりそれをだれも

たんですね。そして、栄養が足りない子供た

知らない。払わない人は、だれもが知らない

ちが栄養を賄えるように給食が始まって、私

ということで、割とそういう意識がないって

たちの世代なんですけれども、本当にその給

いうこともとらえられますね。

食が楽しみで、それで栄養をとって、余り育

それで、やはり本当に払えない人であれ

ちはよくなりましたけれども、一応その給食

ば、子育ての関係でたくさんの支援の方法が

で栄養が足りたというような状況でありまし

用意されていますよね、自治体のほうでね。

た。
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それで、今は逆に飽食の時代と言われまし

ありきたりの納入願いではなくて、もっと心

て、栄養のバランスが悪くて、学校給食が大

に響くようなって、先ほどからくどいようで

切な状況になっています。それで栄養をバラ

すけれども、そういったことを努力していた

ンスよくするという役割もあろうかと思いま

だきたいと思いますが、どうお考えですか。

す。それで、私も文教におりますので、栄養

○議長（吉田敏男君）

士さんからいろいろ献立表を毎月いただきま

○教育次長（鈴木

した。そうしたら、本当に豊富な食材で、栄

す。

答弁、教育次長。

泉君）

お答えいたしま

養もちゃんと考えて、バランスもよく献立が

それは、議員さんの仰せのとおり、私ども

考えられたのを支給されているわけですね、

も給食の意義というか、給食の効果というも

お子さんは。それをもし、お弁当であれば、

のを十分周知した中で、当然給食費を支払っ

好きなものしかつくりませんね。お子さんの

ていただけるような状況になるような通知文

好きなものしかつくらないから、結局、バラ

書ということで、今後検討してまいりたいと

ンスが悪くなるということで、本当に給食っ

考えておりますので、よろしくお願いいたし

てすごく大事なことなんですよね。

ます。

そこのところで、今滞納者に対して給食の

○議長（吉田敏男君）

２番。

納入のお願いはどのように文書を出されてい

○２番（榊原深雪君）

よろしくお願いいた

るのかお伺いします。

します。

○議長（吉田敏男君）
○教育次長（鈴木

それで、やはり本当にお金がなくて給食を

教育次長。

泉君）

お答えいたしま

払えない、保育料が払えないという方には、
やはり町としては生活保護や就学援助、いろ

す。
滞納者に係ります納入督促書においては、

いろ困窮の旨をお話しすれば、きちんと相談

現在、平成２２年度は、６月、８月、１１月

の上で対処するということをされているわけ

に納入督促書を送付しまして、滞納がござい

ですから、そこのところで滞納されているこ

ますので、その分について納入をよろしくお

の数値は、そういう方以外のものととらえて

願いしたいということの依頼を主体にして送

よろしいでしょうかね。きちっと相談を受け

付してございます。

て、それの後の数値ととらえてよろしいで
しょうかね。よろしくお願いします。

以上でございます。

最初、保育料のほうからお願いします。

○議長（吉田敏男君）

２番。

○２番（榊原深雪君）

この文書も見させて

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

いただきました。保育料の納入願いと給食費

○福祉課長（堀井昭治君）

の納入願いも、似たような文書なんですね。

内容の状況、滞納に至った経過ということな

文書というのは心に響かないということなん

んですけれども、保育料は議員さんが先ほど

ですね。だから、この中の文書も、やはりよ

おっしゃったとおり、所得に応じて保育料が

く滞納者の方の心に響くような文書に、これ

決定されるという仕組みになっております。

からもつくって、皆さんで考えていただい

この所得というのは、前年の所得を基本にし

て、直して、今度からの納入願いはもっとき

て置いてありますので、例えば昨年は働いて

ちっと、本当に相手の方に伝わるような、こ

いて課税されたんだけれども、ことしは失業

の文書をもらったらお支払いしなきゃなんな

しているとか、いろんなケースがございま

いなという意欲を出させるような、それは保

す。ただ、決まりですので、前年の所得、要

護者の方の本当に当たり前のことをしていた

するに住民税と所得税と両方を見るんです

だくために感じさせて、それを一生懸命文書

ね。ですから、おととしの分と去年の分と両

にしてつくっていただきたいと思うんです。

方を見るわけなんですけれども。
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現在の滞納額の

その中で、今現在滞納になっている方々の

なければならないということで考えておりま

多くといいますか、部分的に難しいんです

すので、よろしくお願いいたします。

が、ちょっと表現を考えているのですけれど

○議長（吉田敏男君）

２番。

も、保護者の生活形態が変更された結果、現

○２番（榊原深雪君）

現在、経済的に困窮

在同じ子供さんが今保育所に来てた場合で

されている方でも、前年度が収入なくて今年

も、今来ているお子さんについては無料と

はあってもゼロ円なわけですよね、保育料

なっているケースが多いです。保育料の基準

は。だから、そういうことも逆の場合もあり

でいきますと、生活保護、母子世帯、この二

得るんですね。そういうこともありますの

つのケースに関しては、保育料はゼロ円なん

で、そこのところを、やっぱり保護者の方の

です。ですから、そういった家庭の状況が変

意識ですね、あるときにきちんと蓄えをして

わったことにより、今現在は保育料は無料な

おかないとこういうことになるということ

んだけれども、前の分は残ってしまっている

の、税金って、そのシステムが今のところそ

というケースが結構あったりするんですね。

ういうふうになっていますので、そういうと

そんなことで、なかなか滞納処理が進まない

ころもちゃんと意識の中に入れていただかな

という現実があるという、すべてじゃないけ

いと、こういうことがずんずん大きくなって

れども、結構ございます。

いくと思うんですね。

あと、通常言われているようなケースの中

保育料のことでまたお伺いしますけれど

で、やっぱり意識の問題というのが非常に大

も、滞納の中でもゼロ円の方から７階層まで

きいのかなと思いますので、先ほど給食費の

あるんですか、１０階層まであるんですね。

ほうで御指摘のあったとおり、やっぱりお願

その中で、やはり収入の多い方が何か３カ月

いする文書をただ漫然と毎年同じような文書

ぐらいまとめて払うということもお聞きしま

でお願いしていくんではなくて、もう少し工

した。でも、支払いというのは、月謝という

夫した納税力を深めるような内容の啓発文書

のは、２５日ってちゃんと書かれているんで

に変えていこうかなということで、今後検討

すね。納付期限がですね。だから、そういう

していきたいというふうに考えております。

ところも、その方は、もちろん払う経済力が
あるから３カ月で１回でいいやと、そういう

以上です。
○議長（吉田敏男君）
○教育次長（鈴木

認識ではなくて、毎月きちっと２５日という

答弁、教育次長。

泉君）

お答えいたしま

決められたことをしていただかないとだめで
はないかなと思うんですね。

す。
平成２１年度の学校給食費の未納というこ

そのためには、口座振替ということも、

とで、文部科学省がまとめた資料がございま

払ってない方の中にはうっかりして忘れてた

して、やはり未納の原因としましては、一つ

とか、今のように後でまとめて３カ月分払え

が保護者としての責任感や規範意識の問題と

ばいいやというような方も中にはいらっしゃ

いうのが過半数を超えております。二つ目

るとお聞きしました。そこのところでやはり

に、保護者の経済的な問題というのが４４％

一番大事なのは、子ども手当の口座はすべて

くらいありまして、やはりここにも未納の問

の方が開かれたわけですから、今度は同一化

題があるということをとらえましたところ、

で、そこから給食費や保育料を引けるように

やはり今も就学援助制度ということで答弁い

皆さん御協力くださいということを、もっと

たしましたが、そういった部分の保護者の経

アピールしていっていただきたいなと思うん

済的な問題ある方につきましては、やはり今

ですね。そこのところで、御答弁を福祉課長

後におきましても、就学援助制度ということ

と次長にお伺いして、終わりたいと思いま

の活用を、対応の方策として十分やっていか

す。
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○議長（吉田敏男君）

その答弁につきましては、学校給食費の納

答弁、福祉課長。
先ほどお答えし

入依頼通知書の取り扱いでは、繰り返しにな

たとおり、今現在の納入通知のあり方におい

りますが、平成２２年度の６月、８月、１１

て言葉の工夫がまだまだしなきゃならない部

月までの納入督促書におきましては、子ども

分があるなということを含めて、今後におき

手当等の趣旨等の記載はありませんでした

まして、いわゆる権利と義務の関係といいま

が、今後の通知におきましては、子ども手当

すか、そういったことの意味合いの中での保

受給者の責務等を踏まえまして、広報・周知

育料の支払いについては、もう少し踏み込ん

に努めるとともに、給食費納入に向けた取り

だお願いといいますか、それとあわせた口座

組みを検討してまいりたいと考えております

振替についても、同一口座にしていただきた

ので、よろしくお願いいたします。

いというような形の中で、納入指導もしくは

○議長（吉田敏男君）

２番。

当初の納付書の発付等に努めていきたいなと

○２番（榊原深雪君）

ありがとうございま

いうふうに思っております。

す。前向きな御答弁をいただきましたので、

○福祉課長（堀井昭治君）

ただ、福祉課の中では、子ども手当を払う

ありがたいと思います。

側の職場と保育料という受益の立場と両方を

それで、やはり保育していただいているお

持っているものですから、非常に微妙な部分

かげで働けるわけですね。保護者の方は働け

がございまして、余計な蛇足な部分になって

るし、もちろん仕事がなかなか見つからなく

しまうのかもしれないのですけれども、子育

て働けない保護者の方もいらっしゃいますけ

て支援に関する費用といいますか、そういっ

れども、やはり保育をしていただいているお

た部分でどれを優先するのかが親の優先順位

かげで働けるということですよね、やっぱ

で非常に変わってくるんだというふうに思っ

り。そして、給食は、やはりお弁当をつくら

ているのですね。１２月に入ってから、国の

なくても、そういうちゃんと栄養豊富な給食

ほうでも子ども手当の使用目的といいます

をいただけるということの感謝の意味も、保

か、そういった調査をやっている最中でござ

護者の方にもちゃんと意識を持っていただい

います。一番多い現状が、国の調査の中で

て、これからのいろんな町の中の子育て支援

は、将来の子供のために向けた貯蓄という項

を、もちろん子ども手当をいただいた方は、

目が一番多いようなんですね。これもまた、

それは保護者の方が使うのはもちろんその方

今の経済情勢の中で一部否めないところもあ

の、どの方向に使おうが考えは自由ですけれ

るのかなと。

ども、そういった子ども手当の最初の目的、

ただ、だからといって、保育料、給食費を

趣旨をきちっととらえていただかないと、こ

滞納してもいいということにはならないとい

れは滞納整理にもつながっていかないと思い

うことで、あわせて頑張っていきたいという

ますので、ここのところをよろしくお願いい

ふうに思いますので、御理解いただきたいと

たします。
終わります。

思います。

○議長（吉田敏男君）

以上です。
○議長（吉田敏男君）
○教育次長（鈴木

般質問を終わります。

答弁、教育次長。

泉君）

２番榊原深雪君の一

お答えいたしま

ここで暫時休憩をいたします。３時再開と
いたします。

す。
質問の趣旨につきまして、滞納者に係る納

午後

２時４５分

休憩

入督促書においては、子ども手当の趣旨や受

午後

３時００分

再開

給者の責務の明記が必要ではないかというこ

○議長（吉田敏男君）

とが趣旨でございます。

再開をいたします。
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休憩を閉じ、会議を

○町長（安久津勝彦君）

次に、９番矢野利恵子君。
○９番（矢野利恵子君）

通告に従いまし

矢野議員の一般質

問にお答えいたします。
初めに、国民健康保健病院の診療体制など

て、一般質問を行います。
国民健康保険病院の診療体制などについ

についての御質問ですが、１点目の関係機関
などへの医師派遣要請につきましては、これ

て。
町長行政報告で、外科医師２名が来年３月

までも随時行っているところですが、このた

で退職するとありました。医師確保が困難を

び外科医師２名から退職の意思が示された１

きわめている現状にどのように対応している

１月以降では、北海道地域医療振興財団、旭

のか、次のことをお聞きします。

川医科大学、札幌医科大学に出向き、医師派

１、関係機関などへ医師派遣要請に町長み

遣要請を行っております。
２点目の当直、緊急体制など、医師の働き

ずから何回出かけているか。
２、当直、緊急体制など、医師の働きやす

やすい環境づくりについてですが、御承知の

い環境づくりをどのように実行しているか。

ように当院は救急告示病院として３６５日２

３、医師定着のためには、町長と在勤の医

４時間体制で救急患者を診療する医療機関と

師との対話が大変重要であると言われていま

しておりますことから、常勤医師について

すが、最近１年間にどのように行われていた

は、平日のみ交代で週１回から２回の当直を

のか。

お願いし、週末の宿当直につきましては、常

４、来年３月に向けて医師確保の具体的対

勤医師の負担軽減を図るため、大学等からの

策と現時点における確保の見通しについて。

臨時医師による対応としております。また、

以上、４点についてと、次に国道沿いの空

学会等出席の場合は、大学等から臨時医師の
派遣をお願いし、参加しやすい体制に努めて

き地対策について。
足寄町の顔とも言うべき国道に面する土地

いるところです。

は、空き地や建物の裏の部分が目立ち、さび

３点目の在勤の医師との対話についてです

れた町という評価につながっています。その

が、議員仰せのとおり、特に本町のように地

対策として、次のことはできないか。

域医療を担う病院に勤める医師との対話は重

１、買い物などの際、駐車する場所にもで

要と考えております。これまでも、随時、病

きるような道路を整備する。これについて

院を訪問し、地域医療に必要な医療の形につ

は、どこの場所だというふうに聞かれたんで

いて医師との対話をしております。本年は特

すけれども、要するに昔は大通りと三笠通

に医療と介護、保健、福祉の連携システム構

り、見渡すことはできなかった、ずっと建物

築に向けた協議もあり、多くの協議をしてま

が建っていたから。でも今は、三笠通りが見

いりました。

渡せる、また、三笠通りから大通りを見渡す

４点目の来年３月に向けた医師確保の具体

ことができる。そういうふうにあいてしまっ

的対策と医師確保の見通しについてでありま

た土地の利用を考えてほしいということです

すが、引き続き大学病院等に対する要請を行

ね。

うとともに、当院、全国自治体病院協議会、

そして次に２番、国道沿いに、新しく商店

北海道地域医療振興財団ホームページなど、
インターネットを利用した医師募集や、人づ

を建てる人に補助金を出す。
３、町内の不動産情報、働く場所情報、イ

てによる医師紹介をお願いするなど、あらゆ

ベントや観光案内などを置いた休憩所をつく

る手段を講じて医師の確保に努力してまいり

る。

たいと考えておりますので、御理解を賜りま
すようお願いを申し上げます。

以上について、お願いします。
○議長（吉田敏男君）

答弁、安久津町長。

次に、御質問の国道沿いの空き地対策につ
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いてのまず１点目でございますけれども、買

ばならないと考えておりますが、町では空き

い物などの際、駐車する場所についてもでき

家・空き室の情報を保有しておりません。仮

るような道路を整備することについてお答え

に掲載を希望する方を募って情報提供して

をいたします。

も、その内容は日々変化するもので、その内

駐車可能な道路の整備については、道路の

容の基本情報は空き家・空き室の所有者に１

交通機能を低下させるほか、横断、通行する

００％依存するため、内容更新を含めて責任

歩行者や車両にとっては見通しが悪くなるた

を持った情報発信とはならず、困難であると

め、交通を危険にし、交通事故の原因となる

考えております。

おそれがあることから、整備することは考え

次に、働く場所の情報ですが、毎月１から
２回、ハローワーク池田から求人情報が送付

ておりません。
次に、２点目の国道沿いに新しく商店を建

されてきており、役場庁舎入り口付近のディ

てかえる人に補助金を出すことについてお答

スプレイボックスに設置しております。これ

えをいたします。

までも御説明しているとおり、町では就職の

本町では、中小企業の皆様の経営安定化を

あっせん行為はできません。引き続き、ハ

推進し、事業運営の基盤となる金融の円滑化

ローワークの求人情報を基本として、情報の

を図るため、足寄町中小企業特別融資制度を

提供を庁舎にて行ってまいりたいと考えてお

設け、運転資金や設備資金の敏速適正な金融

ります。

機関からの融資や保証料の補助を行っており

イベントや観光案内につきましては、足寄

ます。また、企業の立地を促進するための工

観光協会が事務所を置いている道の駅あしょ

場新設または増設に対する投資額に対応した

ろ銀河ホール２１が情報発信のセンター的役

補助や、地元カラマツ材を利用して建設した

割を担っております。現在、改修事業を行っ

住宅等へのカラマツ材使用料に対する補助な

ておりますが、今後においても道の駅あしょ

どの制度はありますが、商店の店舗を建設す

ろ銀河ホール２１で各種の情報提供・発信を

るための補助はございません。

充実させてまいりたいと考えております。

御質問のありました国道沿いに新しく商店

また、休憩所の設備については、道の駅が

を建てかえる人への補助金につきましては、

休憩機能も兼ね備えていることから、新たに

高橋議員の一般質問の際にもお答えしている

休憩所を設置するのではなく、道の駅あしょ

ところですが、空き店舗や空き地の増加に歯

ろ銀河ホール２１で休憩していただき、観光

どめをかけ、集客力の高い魅力のある店舗を

客だけでなく、駅の待合所のときのように、

新たに建設するための補助金について、町内

町民の皆様にも利用していただければと考え

商工業活性化の中心的な役割を担っていただ

ておりますので、御理解を賜りますようお願

いている足寄町商工会と連携をしながら検討

いを申し上げます。
以上で、矢野議員の一般質問に対しての答

してまいりたいと考えております。
次に、３点目の町内の不動産情報、働く場
所情報、イベントや観光案内などを置いた休
憩所をつくることについてお答えをいたしま

弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
９番。
○９番（矢野利恵子君）

す。
町内の不動産情報につきましては、平成２

再質問を許します。
まず最初に、国民

健康保険病院関係について。

２年第２回定例会において榊原深雪議員の町

関係機関などに医師派遣要請に町長みずか

のホームページの充実についての一般質問の

ら何回出かけているかということを聞いた

中でお答えしているとおり、町が提供できる

ら、１１月以降３回ぐらい、３カ所に出かけ

情報は町で責任の持てる内容のものでなけれ

ているということですけれども、その前に５
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人いた医師が、ことし３月には１人やめたと

ば理想としては循環器内科の先生１名、それ

報告があり、そして９月にも１人やめている

から消化器内科の先生が１名、外科について

んだから、それはその前からこういうことを

は１名ではいいんではないのかというよう

想定して動いてなければならなかったのでは

な、こういった細かな相談も進めてきており

ないか。まずそのことについてお尋ねしま

まして、そういう相談をしている中で、今い

す。第１点目に、もっと前から動くべきでは

る外科の先生が２名一緒に３月いっぱいで退

なかったのかと。１人体制になるということ

職をするというようなことが明らかになって

で、慌てて動くのではなく、本当に５人の医

きたというようなことでございますから。

師が２人になった時点で、やっていなければ

そういう意味で、御心配いただいていると

ならなかったことなのではないかと。

おり、ちょっと遅いのではないかという部

○議長（吉田敏男君）

分、これは御指摘もある意味で合っているか

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長
お答えをいたしま

もしれませんけれども、これはこの間、何も
してなかったかということではなくて、将来

す。
ことし３月時点では、内科医師２人、それ

の構想も含めて院長先生とじっくり相談をさ

から外科医師３名の固定医５名体制がとれて

せていただいて、本当にマッチングした先生

いたということでございます。そこで、３月

を招聘したいという先生の意向も踏まえなが

末をもって内科医師１名が退職、そして９月

ら、今現在招聘に向けて努力をしているとい

でしたか、外科医師、主にカメラ等を実施し

うことでございますので、御理解をいただき

ていただいた、専門は消化器外科の先生です

たいなというふうに思います。

けれども、検査等をやっていただきました下

○議長（吉田敏男君）

村医師が退職というようなことで、今現在い

○９番（矢野利恵子君）

る３名の医師になったということでございま

対話は本当にちゃんとなっていて、どういう

す。

ふうにするかということを対応しているとい

９番。
今、院長先生との

後補充につきましては、先ほど来から説明

うことだったので、これからもその対応を

しているとおり、今進めている連携システム

ずっと続けていってもらいたいなと思いま

の構築等との兼ね合いも含めて、院長先生と

す。

幾度となくお医者さんの後補充について協議

とりあえず町長が何回も何回も出向いて、
顔を見知って、そして初めてその情にほださ

を重ねてまいったところでございます。
御案内のとおり、今の院長先生は札幌医科

れて、行ってくれるというか、ここに来ても

大学病院から派遣をいただいている先生でご

いいよということにもなっていくという話な

ざいます。ことし９月だったというふうに記

ので、ぜひそれは頑張っていただきたいと思

憶しておりますけれども、これは院長先生と

います。

の協議の中で明らかになってきたんでありま

そして次に、当直、緊急体制など医師の働

すけれども、札幌医大において教授選挙が行

きやすい環境づくりをどのように実行してい

われて新しい教授が決まるまでちょっと待ち

たのかなと。つまり、外科の先生方が２人い

ましょうという院長先生の判断もございまし

なくなってしまう。それにはやはり何か事情

て、札幌医科大学、できれば将来の、確定で

があったと思う。今聞いてみたら、院長とは

はありませんけれども、透析等もやっていき

とても仲よく話をされていたということだけ

たいという思いも院長先生も持ってますか

れども、外科の先生との対話はどうだったん

ら、できれば端的な話、お医者であればだれ

だろう。それが出てこない。外科の先生はど

でもということではなくて、今考えている構

のような気持ちでいたのかということを把握

想にマッチした先生、もっと言えば、できれ

していなかったからこそ、こんなやめてしま
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うということにつながってしまったのかなと

何せ現役、現役といったらちょっと言葉あ

いうことから、その点についてお聞きしたい

れですね、足寄に着任する以前の九州での両

と思います。

名とも、実績は週に２０から３０例、手術を

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

どんどんやってたという、本当に手術できる

答弁、町長。
お答えをいたしま

ばりばりの先生でありましたから、そんなこ
とで、縁あってうちの病院に赴任をいただき

す。
外科の先生は、来年の３月いっぱい、さら

ましたけれども。やっぱりそういう意味で

には古賀先生はたしか５月から着任していた

は、手術までできる症例というのは、何件か

だいたわけですから、大体３年間いていただ

は大きな手術もやっていただきました。大変

いたことになりますけれども、とりわけ副院

すごい先生だという評判も聞いておりますけ

長先生については、専門は消化器外科だけれ

れども、やはりそこら辺も一つあるのかなと

ども、九州に帰るつもりはないと、最低でも

いう、そんな気もしております。

１０年ぐらいは足寄で地域医療をやりたいん

これはいかんせん、何とかということでお

だと、こういうお話で足寄に着任いただいた

願いしても、そういうこれまでのお医者さん

以降、何回かお会いする中でお話をさせてい

とのつながり、先輩とのつながり等々もあっ

ただいた経過もございます。

て、これは残念ですけれどもやむなしだなと

もちろん、着任いただいたときには、医長

いうふうに思っております。

ということで着任をいただいたわけでありま

こういう状況になった以上は、何としても

すけれども、副院長が札幌のほうに転出した

後任の医師をしっかりと探すということに尽

際にもお会いをして、副院長をお願いしたい

きるというふうに思ってますので、御理解い

と。そのときにもいろんなお話をさせていた

ただきたいというふうに思います。

だいて、それこそ専門が消化器外科でありま

以上でございます。

すけれども、先生、学会なんかもあれば、事

○議長（吉田敏男君）

務長に言ってくれというお話をした経過もご

○９番（矢野利恵子君）

ざいます。その学会よりも、地域医療等の学

節目節目にはちゃんと話をしていたと。とこ

会等があれば、そっちを一生懸命やりたいん

ろが、これは節目節目じゃよくないんじゃな

で、機会があればそちらのほうに参加をさせ

いかなと。やはり定期的に月１回話を持つ、

ていただきたいという、こんなようなお話も

あとは飲み会みたいな形でお茶会などを一緒

ずっとしていたわけでございます。

にやらないかという、そういう気軽な形の中

９番。
今聞いてみたら、

それから、古賀先生とはプライベートでも

で親交を深めていくべきだったのではない

食事をしたりだとか、そんなこともしてまい

か。その中で、症例が少ないせいもあるのか

りました。

なではなくて、本当に症例が少ないから、や

そこで、今回、来年３月におやめになると

はりここには本当は１０年いようと思ったけ

いうことになったわけでありますけれども、

れども、いれませんというような、そういう

詳細はちょっと避けさせていただきますけれ

親しい話にもなっていくと思う。

ども、新しく行くところは、これまでの福岡

そして、そういう問題ではなく、やはりこ

大学の医局で一緒だった先生が新しいところ

の町のこの人が気に入ったから、関係がうま

に着任すると、そのときに一緒にやろうとい

くいっていて病院経営に対してもすぐに取り

うお声がかかったというふうに聞いておりま

入れてくれていろいろやってくれる、そうい

す。特にうちの病院、例えば町長が関係がよ

うことがあるから、この町にいますよという

くないからだとか、そういったことのお話は

ことにもなっていくから、やはり町長との話

承っておりません。

し合い、ここが今聞いてみたら足りなかった
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のではないかなと、それがひしひしと説明を

も、１０年以上も続いているという状況でご

聞いても感じられたわけですけれども。今

ざいます。そういう中にあって、今議員が

後、この反省をもとに、新しくもし来られる

おっしゃられた研修医制度ということもでき

なら、本当にコミュニケーションをたくさん

て、そもそもこういう地域医療、とりわけ自

とっていただきたいなと。

治体病院の医師確保に最大限努力していただ

それから、万が一、１人だけになってし

いた大学病院の医局に研修医が残ってくれな

まった場合、本当に人員確保できるのか。今

いという状況が出てきて、これまた議員の仰

の先生方も一緒に当直をやるからこそ、当直

せのとおり、大学の医局自体、教授自身が自

は週に一、二回で済むかもしれないけれど

分の医局をどう回していくのかというところ

も。

で大変な状況にあるということが実態でござ

斜里町で出されたものがあるんですけれど

います。

も、これに書いてあることは、ここも足寄町

そういう中にあって、うちの病院の状況と

と同じ病院の先生がいなくてとても困ってい

いうのは、おかげさまでピーク時５名という

るところで、新臨床研修医制度、これが入っ

ことで、理想的な体制がとれたなというふう

たためになかなか当直制度がうまくいかなく

に思っておりますし、それから、先ほど申し

なったと。つまり、臨床研修を受けることは

上げた緊急、夜間の医療体制も含めてであり

以前は努力規定であったが、医科では２００

ますけれども、これは従来からのうちの病院

４年から義務化された。制度の導入によっ

は外科の院長先生のときには、北大の一外か

て、研修先を自由に選べるようになった結

ら派遣をいただいた。北大の一外から金・

果、研修医は都市部へ集中し、地方の医師数

土・日、一定回数の支援をいただいた。院長

は決定的に不足している。さらに、研修医の

先生がかわって札医から派遣ということにな

アルバイトが禁じられていることで、夜間及

りました。そうしたところ、札医からもそこ

び休日の当直業務を行う医師の確保が非常に

のところは応援していただけますよというこ

困難となっている。研修医を労働力として多

とになったということで、経費はかかってお

く抱えることのできなくなった大学病院が、

りますけれども、北大の一外も引き続き派遣

人手確保のため、関連病院へ派遣した医師を

いただいています。札幌医大からも派遣をい

引き揚げ始めており、人口過疎地では医療そ

ただいております。さらには、循環器の関係

のものが成り立たなくなるなどの問題になっ

でいきますと、北斗病院からも循環器の先生

ている。

の派遣をいただいております。

これは、斜里町ばかりではなく、本当に足

それから、先ほど申し上げました下村医師

寄町でもそうであるから、このことに対し

が退職した後、第一病院の消化器内科のほう

て、足寄町はほかの町よりも突出して頑張っ

にお邪魔をして、これは月に１遍ではありま

て医師を確保するためにどのようなことを考

すけれども、診察に来ていただけることにな

えて、そしてどのような行動をしていくのか

りましたし、それから、帯広の協会病院から

をお尋ねしたいと思います。

も、これは循環器内科の先生でありますけれ

○議長（吉田敏男君）

ども、この先生も金・土・日。それから、本

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

別の幡医院さんのほうからも、何回か応援を
していただけてるということでありますし、

す。
医師不足というのは、これは今始まったこ

それから、おかげさまで今月の１７日から、

とではなくて、全国的に、とりわけ地域医療

旭川医大のほうから、また月一でありますけ

に関して従事していただける先生が不足をし

れども、先生が応援に来てくれるというよう

ているという状況が、ここ数年というより

なことで、とりあえず固定医が固まるまでの
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も発信をし続けていきたいなというふうに

間というのは、そういう体制。
できる可能性のある対応についてはさせて

思っております。

いただいて、少なくとも院長先生１人ぽっち

以上でございます。

といいますか、孤立させるような状況だけは

○議長（吉田敏男君）

絶対避けなくてはいけないということで、随

○９番（矢野利恵子君）

時そういう対応をさせていただいているとい

るに入院ベッドを持たない診療所を開業する

うことでございますので、まだ後任の医師の

のが多いから、そっちのほうに行ってしまう

めどがついたわけでありませんから、まだま

から、それを規制したほうがいいのではない

だ努力をしていかなきゃいけないということ

かという話だったんですけれども、そんなこ

でありますけれども、現状はそういうこと

とを規制するよりも、やっぱり人の情に訴え

で、ある意味、２名の方がやめてしまうとい

るということをやったほうがいいのではない

うのは想定してなかったんですけれども、あ

かなと。

９番。
今、診療所、要す

る意味、ほかの自治体病院が大変苦労してい

今までのお医者さんたちだって、なぜ足寄

る状況の中にあって、私はうちの病院は医師

に来たかといったら、九州からわざわざ。何

確保については恵まれているなというふうに

でも、ここから事務長さんが向こうの九州ま

思ってましたけれども、残念ながらこういう

で飛んだっていう話を聞いたんですけれど

状況になりそうだということでございます。

も。そして、お医者さんも事務長さんを気に

それともう一つ、医師不足の関係について

入って、もう１年いてくれということで、定

は、過日、民主党の十勝の行政懇談会があっ

年退職してからも、１年いましたよね。高田

たときに、このこと言わせていただきまし

元事務長ですか、病院事務長ですよね。そう

た。やっぱり慢性的な医師不足の原因という

いう人と人とのつながりを大切にすることが

のは、これは私が勝手に思っていることであ

病院経営に大切になのではないかなと。

りまして、具体的なデータは持っておりませ

物理的に診療所を開業するのを規制するだ

んけれども、お医者さんというのは、これは

とか、そんな個人の考えを遮断するような、

公立の大学病院を含めて、私大も含めて、毎

そういうようなやり方ではなくて、やはり人

年相当の数のお医者さんというのは生まれて

の心に訴えかけるやり方をやるべきではない

いるんですよ。にもかかわらず不足というの

かと。私も本当に高田さんのような人が、今

は何なのかというと、私の思いとしては、

まだここの職員であって、まして町長だった

ベッドを持たないクリニック、個人医の開業

ら、またこんなふうに病院の先生がいなくな

が余りにも多いのではないかなと私は思って

るということがなかったような気がする。実

おります。ですから、そういう意味では、民

際に、いなくなってしまったし、そういうふ

主党の十勝支部のほうには、ぜひそのことを

うに本当に頑張る人が足寄の町長だったらう

ある意味、規制をかける必要があるのではな

れしいなと思うんですけれども、安久津町長

いですかという問題提起はさせていいただい

もそうやって頑張るということを、今後、

ております。

やってもらえるのかなって。

先日、札幌医大に行ったときに、教授にも

今までの反省をもとに、本当に２人医師が

その話、私の考え方を言わせてもらうと、そ

いなくなった後、１人になってしまったと。

ういったデータというのはどこからも出てな

５人もいたはずなのに、４人もこの間にいな

いよねという、そんなお話もいただきました

くなるという、そういうふうな事態を招かな

けれども、私の立場でできることについて

いために、頑張ってほしいと思います。

は、そういった考えの発信も含めて、どんど

今後も、残された、もう１人になってし

ん機会を得て、機会の場で、そういったこと

まったわけだから、その先生との意思の疎通
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を本当に詳しく詳しく、毎週１回でも毎月１

町長と医師との意思の疎通、詳しい話し合い

回でもいいから、定期的に話を持つ機会を持

をしなければならないのではないか。一番権

つというそういうことをして、病院の医師確

力を持っているのは町長なんですから、それ

保のために頑張っていけるのかどうか、その

が重要だから、それをやってくれと言ってい

決意のほどをお伺いしたいと思います。

るのであって、問題をすりかえて今の事務長

○議長（吉田敏男君）

もちゃんとやっているなどと、そんなことを

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

聞いているのではないので、そこを間違えな
いで、きちんと対応していってもらいたいな

す。
私のそういう意味では力量不足ということ

と。

をずばり御指摘をいただきました。ただ、言

次に、国道沿いの空き地対策について。

えることは、今の事務長だって頑張ってます

買い物などの際、駐車する場所にもできる

よ。プライベートを含めて。

ような道路を整備するのは、交通の邪魔にな

○９番（矢野利恵子君）

ると言いましたよね。だけど、今、交通の全

いや、事務長じゃ

然邪魔になっていない場所のことについて、

なくて町長が。
○町長（安久津勝彦君）

あなた、事務長と

これを問題にしているわけです。例えば、三
笠通りと国道とを結ぶところで、あいている

言ったじゃないですか。
ですから、そういう言い方をされるんであ

ところが旧カトレアの両わき、この２カ所、

れば、あなたが町長になれば、お医者さんも

あとは直接施行の丸山さんの隣、あと北区の

しっかりと確保できるのかなというふうに思

サツドラまでの間では、駅前の角地が加藤時

います。少なくとも、私の立場では、最大限

計店の間ですよ。これはＬ字型にずっと仲通

の努力をするということは、これは間違いな

りが見渡せるようにあいている。あと、平訳

いことでございます。

さんと高橋さんの間があいていると。そう

どうか町長に立起して、町長に就任をして

やって考えても、一番町なかの中心部、５カ

ください。どうぞ、よろしくお願いいたしま

所も通り抜けることができるようになってい

す。

る。そこがもったいないから、あれが寂れた

○議長（吉田敏男君）

感じを与えるし、そこの一部できそうなとこ

９番。
お勧めの言葉、あ

ろに道路を整備したらどうだって、買い物の

りがとうございます。私も、組織の応援があ

ときにもそこにとめたら便利じゃないかっ

れば出たいところですけれども、私が町長に

て。それを言っているわけで、交通に不便な

なったほうが足寄町のためにはずっとなると

ところにつくれとは言っていない。

○９番（矢野利恵子君）

この考えを何か間違えてとられているよう

言われていて……。
○議長（吉田敏男君）

質問の趣旨に沿って

するというふうに町民のことを考えてやる気

ください。
○９番（矢野利恵子君）

なので、この場所に通路なり道路なりを整備

今、質問されたか

はないか、再度お伺いします。

ら、それについて答えているんですけれど

○議長（吉田敏男君）

も。ただ、組織がないので、出ても受からな

○副町長（田中幸壽君）

いから、いかんせんそういうことがあります

す。

答弁、副町長。
お答えをいたしま

先ほど答弁したのは、矢野議員からの一般

から。
今言ったのは、事務長のことに言ったので

質問の通告に基づいてお答えをしたというつ

はなく、今の現事務長はちゃんとやっている

もりであります。というのは、買い物などの

と思いますよ。私は、町長と。要するに、そ

際、駐車する場所にもできるような道路を整

の後の経営については、執行権を持っている

備するって書いてありますよね。いわゆる道
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路を整備するということでありまして、その

れぞれの空き地に道路をつくるということは

前段にあるのは国道に面する道路になってお

今現在考えておりませんので、御理解願いた

りますので、そういった部分では国道という

いと思います。

ことを意味してるんだという前提で答弁書を

○議長（吉田敏男君）

つくっているところであります。（発言する

○９番（矢野利恵子君）

者あり）いや、間違えていません。

の道路ではなくて駐車場にできる、買い物を

９番。
その道路は、ただ

ただ、先ほど一般質問をする中で、私ども

するときに、やはり駐車する場所が必要だか

がいただいている通告書につけ加えて、そう

ら、駐車禁止とはならない道路をつくってほ

いう空き家の裏が広いとか、あいているとい

しいということを言っているんですよね。

うことでつけ加えたのであって、もともとい

つくる気はないということですけれども、

ただいた通告文に基づいての回答というの

それじゃあ、今回、どういうことなんだっ

は、私どもの回答は道路に駐車場をつくれと

て。今回、職員の駐車場のために、土地開発

いう意味でとらえてますので、道路というの

基金で先行取得して、それを買い戻すという

は車を走らせるのが道路であって、今の道路

のに、職員駐車場のために何と約１億６,９

というのは、買い物のための道路はつくって

００万円、それくらい買うというのに持って

おりませんので、できないという御回答をし

いる。職員のためには１億６,９００万円出

ているところであります。

して、町民が買い物するときに使えそうな、
その場所には出せないということですか。

以上です。
○議長（吉田敏男君）
○９番（矢野利恵子君）

○議長（吉田敏男君）

９番。
質問の趣旨が全く

○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長。
後段の部分は別に

間違われてとらえていたから、違いますよと

して、議員は、反問権になるのかもしれませ

今言っているんです。要するに、大通りと三

んけれども、道路をつくれとおっしゃられて

笠通りをつなぐ道路をつくってほしいという

いるのか、駐車場をつくれと言われているの

ことを言っていたわけで、三笠通りばかりで

か、道路で買い物もできる駐車場のついた道

はなくて、北区になったらこれは三笠通りと

路なのか、ちょっとその辺が若干意味不明な

は言わないから。

ものですから、道路をつくれと言われれば、
それより、お書き

そんなに５カ所すべてに道路をつくることは

をいただければ一番よかったのですけれど

できないということを再三申し上げているつ

も、この文章ではそういうとらえ方になって

もりであります。

しまいますから、文章そのものの書き方が…

○議長（吉田敏男君）

…。

○９番（矢野利恵子君）

○副町長（田中幸壽君）

９番。
何もこれは５カ所

だから、文章の書

すべてにつけろと言っているのではなくて、

き方は申しわけありませんでしたね。ただ、

５カ所もあいているんだから、そのうちの１

今ちゃんとこちらの趣旨を説明したわけです

カ所ぐらいはつくってもいいんじゃないかと

から、この趣旨に沿った回答をお願いしま

いう、そういうことですよね。候補地として

す。

５カ所もあるよと。５カ所全部につくれなん

○９番（矢野利恵子君）

○議長（吉田敏男君）

ていう、そんな無理難題を言っているわけで

答弁、副町長。
それでは、つけ加

はなくて、あいているところにちゃんとした

えて質問がありましたので、お答えしますけ

ことをやれないのか、それを聞いているので

れども、先ほど矢野議員は４カ所ぐらいの例

あって、そして、道路をつくれと言うのか、

を出したかと思いますけれども、５カ所です

駐車場をつくれと言うのかというと、要する

か。その５カ所を三笠通りと国道を結ぶ、そ

に駐車場だけれども、道路として使える駐車

○副町長（田中幸壽君）
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場ということをやって。ただ、土地区画整理

と思う。私は見たことがあるから、この色の

事業の中では駐車場はつくれないと、だから

これだと思って、すぐとって本人に持って

道路ということで、そこに駐車もできる道

いったことがあるけれども、とりあえずわか

路、それをつくってほしい。そう言っている

りにくい。わかりやすい場所につくってもら

わけです。（発言する者あり）

いたいということでこれをやったわけだけれ

○議長（吉田敏男君）

ども、町長は全然やる気がないということ

暫時休憩をいたしま

だった。

す。
午後

３時３７分

休憩

やる気がないんだったら、一体あの歯抜け

午後

３時３９分

再開

状態の町並み、８番議員さんが、こんな状況

休憩を閉じ、会議を

では死んでも死に切れないとまで表現したあ

○議長（吉田敏男君）

のひどい状態の町並みを、一体どうやって解

再開いたします。

消していこうという計画なのか、それをお聞

次の質疑に移ってください。９番。
○９番（矢野利恵子君）

全く考えていない

きしたい。

ということなので、次に国道沿いに新しく商

○議長（吉田敏男君）

店を建てる人に補助金を出す、これは商工会

します。

の人と相談しながら何とか善処していくとい

答弁、町長。

うことだったので、本当に商工会の人と話し

○町長（安久津勝彦君）

合いながら、全くひどい状態になったがら空

す。

きの国道沿い、三笠通りなりの再生に向けて

ひとつ冷静にお願い

お答えをいたしま

こういったいろんな意味の情報の掲示板的
なものというのは、実は私は体育館にいると

やっていってもらいたい。
次に、町内の不動産情報、働く場所情報、

きに、ちょっと似たようなことができないと

イベントや観光案内などを置いた休憩所をつ

いうことでやったことがあります。それは、

くる気もないという。今まで、例えば不動産

いろんなサークル等の勧誘だとか、あるいは

情報にしたって、別に町がそこに責任を持っ

周知だとかということを、たしかあのときは

てそこに行くというわけでなくて、不動産情

記憶ではホワイトボードかなんかで自由に

報と書いたところに不動産を持っている人が

使ってということでやった記憶があるんです

だれでもそこに自主的に物件情報を張ること

けれども、ある意味、今提案いただいている

ができるよと。そして、働く人を募集してい

ことというのは、質問いただいていることと

る人でも、そこにこの人を募集ということ

いうのは、そことちょっと共通する部分があ

で、働く人情報ということで置くことができ

るかなと思ってますけれども、ただ、提案い

る。そういう場所にしてもらえたらいいなと

ただいている不動産情報、それから働く場所

いうことで、そんな場所があったら便利だと

ということになると、これはまさしく先ほど

いうことからこの案が出てきたわけですけれ

からお答えしているとおり、町行政がそのこ

ども。

との情報の所有、もっと言えば責任の所在と

例えば働く場所情報にしたって、ここにあ
る、池北三町のハローワークのやつがね。私

いう部分でいけば、極めて難しいなという思
いであります。

もよく働く場所がないかと聞かれたときに

ですから、後段のイベントだとか観光案内

は、あそこに案内がありますから、ハロー

所というのは、これは再三再四、機会あるご

ワークの池北三町の分のと言ったのに、行っ

とにお話しさせていただいていますけれど

たけれども分からなかった。確かにたくさん

も、銀河ホール２１というのが足寄町の観光

書類があって、多分素人が見たら、どれが働

案内を含めて、あるいは町なかの飲食店等々

く情報の紙か、初めて見る人にはわからない

の案内等々を含めて、ある意味、情報発信基
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地にしたいという思いでありますから、そこ

だけは、これはちょっと御理解をいただきた

ら辺のことについては取り組みをしていきた

いなというふうに思います。

いなというふうに思っているところでござい

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ます。
御質問にある新たな休憩所をつくれという
部分については、ちょっと考えていないとい
うお答えですので、御理解をいただきたいな

○９番（矢野利恵子君）

９番。
わかりました。一

朝一夕にはできないということですね。
でも、これは一朝一夕にやらなければ、こ

というふうに思います。

のまま寂れていくだけで、それはどういうも

以上でございます。

のか、できないと言われたらできない、しよ

○議長（吉田敏男君）

うがないなって、それだけのことなのか。

９番。
全然答えになって

やっぱりできる人が町長になってくれたほう

いないんですよ。そういうのをいろいろアイ

がいいのかもしれないけれども。また、安久

デアを出したけれども、そういうのをやらな

津さんは勧めましたが、自分が勝てるという

い。やらないんだったら、どうやってこの町

すごい自信があるからこそ、そういうことが

を再生していく気だと。どうやってあの空き

できるのかなと思うけれども、こちらは負け

地を埋めていくんだろうと。その対策はどう

るというそういう自信があるから、それには

なのかということを聞いているのであって、

こたえられないですけれども。

○９番（矢野利恵子君）

掲示板をやらないだとか、そういう問題を聞

これは本当に何とか一朝一夕にできないこ

いているのではない。あの空き地対策をどう

とをやってしまったからには、一朝一夕には

やるのか、それを聞いています。

できないなんてことを言っていないで、本当

○議長（吉田敏男君）

に真剣に心の底から取り組んでもらいたい。

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
失礼をいたしまし

そうじゃなければ、本当に町がなくなってし
まう。何のアイデアもない、一朝一夕にはい

た。
その点につきましては、高橋議員のときに

かないということですから、これ以上言って

もお答えしたとおり、これは一朝一夕にはい

もらちがあかないので、これで質問を終わり

かないということであります。ただ、現状認

ます。

識としては、同じく、今のままでいいのかと

○議長（吉田敏男君）

いうと、決してそうではないという認識は

利恵子君の一般質問を終わります。

思っております。先ほどもお答えをしたとお

これで、一般質問を終わります。

これにて、９番矢野

り、これはやはり関係機関、とりわけ商工会
◎

とも連携を強めながら、商工会も具体的な取

散会宣告

り組みもしているということで、先ほどお答

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

えをさせていただきましたけれども、いずれ

は全部終了をいたしました。

にしても、やる気のある方については、何ら

本日は、これで散会をいたします。

かの仕組みづくりをして支援をしていきたい

次回の会議は、１２月１６日午前１０時よ

というふうに、そういう思いもございますか

り開会をいたします。大変御苦労さまです。

ら、先ほどの、前の項目の質問にもあるとお

午後

り、新築する場合については何らかの助成が
できないかだとか、そういうことも含めて、
とりわけ商工会とも連携をしながら考えてい
きたいというふうに思っております。
一朝一夕にはちょっとできないということ
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３時４７分

散会

