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午前１０時００分

開議

３月１１日、金曜日、午後２時４６分ごろ
に発生いたしました東北地方太平洋沖地震を

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

初めとした、一連の災害にかかわる本町の対

おはようございま

応状況について御報告をいたします。

す。

まずは、東北地方で起きた地震などで被災

１４番、菊地一將君、１番、星孝道君は欠
席でございます。

された多くの皆様方に、心からお見舞いを申
し上げる次第でございます。

これから、本日の会議を開きます。

本町には、東北地方から入植された方々が

ここで暫時休憩をいたします。休憩中に、

多数おり、町民の皆様の中には、被災地に御

議会運営委員会をお開きをいただきたいと存

親戚やお知り合いの方がおり、御不安な日々

じます。

をお過ごしの方もいらっしゃることと思いま
午前

１０時０１分

休憩

すが、一日も早く皆さまが平穏な生活に戻ら

午前

１０時１０分

再開

れることを心からお祈り申し上げる次第でご

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

ざいます。

再開をいたします。

本町にありましては、最大震度が３という

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

地震でありまして、激しい揺れはありません
でしたが、念のために町道の主要路線のパト
ロールを行い確認をしたところ、被害はな

◎

議運営委員会報告

○議長（吉田敏男君）

く、町内における被害報告も受けておりませ

議会運営委員会委員

ん。

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
４番

３月１４日、月曜日に、各課長を召集し、

井脇昌美君。

深刻な被害を受けた被災地のために、本町が

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

行う支援策について協議をしましたが、沿岸
ただいま、開催され

部を中心に被害の大きかった地域では、今も

ました第１回定例会に伴います議会運営委員

なお現地に入れない状態が続いていること

会の協議の結果を報告いたします。

や、被災地への物資の送付は、個別に大量の

本日は、最初に町長から行政報告を受けま
す。

物資が送られると、仕分けの困難さや、被災
者の手元に届くまでの時間差などで、せっか

次に、一般質問を行います。

くの善意の物資がかえって、被災地に大きな

以上で、報告を終わらせていただきます。

負担を強いることになる恐れがあり、現地の

○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

ニーズが明らかになり、正式な募集が行われ
てから早急に物的及び人的な支援が行えるよ
う、準備を進めることといたしました。

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第１

現在のところ、日本水道協会北海道支部か
行政報告

を行います。

ルから１０リットルの給水袋を合計１,７０

町長から、行政報告の申し出がありました
ので、これを許します。
町長

０袋提供可能と報告しており、また、国や全
国知事会から各自治体に対し、現時点で提供

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

ら提供可能な給水袋の調査があり、３リット

可能な支援物資の調査がきており、災害非常
議長のお許しをい

ただきましたので、行政報告を申し上げま

食や毛布、飲料水等の提供が可能な旨報告を
しております。

す。

また、池北三町行政事務組合足寄消防署の
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関係でございますが、大規模災害等において

また、きのうの段階で、私のほうから、十

全国の消防機関相互による援助を行う体制と

勝の教育局、あるいは道教委のほうにも

して「緊急消防援助隊」がありますが、いつ

ちょっと連絡を入れまして、一番危惧される

派遣依頼が来ても早急な出動ができるよう本

のは、原発が大変危険な状況にあるというこ

別消防署及び陸別消防署と必要な調整を既に

とで、まず子供さんたちの一時避難といいま

行っております。

すか、受け入れをすべきでないのかというこ

なお、国が関東・東北地方の電力不足に対

とで、我が町には、ネイパルあしょろ、これ

応するために、全国的に節電を呼び掛けてい

は道の施設でありますけども、この施設があ

ることから、役場庁舎や公共施設などにおい

りますから、そういったことの取り組みをす

て、住民の皆様に御不便をおかけしない範囲

べきではないかという御提案もさせていただ

で、照明の消灯や、パソコン等の電化製品の

いているところでございます。

電源を小まめに切る等の節電を指示したとこ
ろであります。

また、道教委のほうからも、その旨、子供
たちの一時疎開、もっと言えば新学期もそろ

北海道内での節電により本州への電気の供

そろ始まるわけですから、学校での受け入れ

給量が増える等の直接的な効果があるわけで

等々についても可能な限り対応すべしという

はないとのことでありますが、被災地のライ

通知も来てるということでございますから、

フラインが断絶されている現状、東北・関東

けさも教育長とも電話で打ち合わせをさせて

の計画停電等の状況や、さらには福島原発の

いただいて、我が町としては一時的にネイパ

事故等によって、今後危惧されるエネルギー

ルあしょろの運営を我が町が担うということ

不足等をかんがみ、これまで以上の節電を進

も含めて、今後具体的な詰めをしていきたい

めていきたいと考えております。

なというふうに思っております。

なお、口頭で少しつけ足しをさせていただ

さらには、避難されている方々の家族が大

きたいというふうに思いますけども、昨日、

変な数でございますから、状況に応じては、

十勝町村会のほうから通知が参りまして、十

町民の皆様方にも一時受け入れというような

勝町村会、さらには帯広市、あるいは市議

協力要請なんかについても検討をしてまいり

会、それから、十勝の農業協同組合長、商工

たいというふうに考えているところでござい

会関係含めて、会議が持たれまして、ただ今

ます。

足寄町がしかるべき要請にいつでもこたえら

議員各位におかれましても、逐次こういっ

れるようにということで、報告を申し上げま

た状況につきましては、情報提供していきた

したけれども、十勝全体が一体となった支援

いというふうに思っておりますけども、いろ

として取り組みをしていこうということで、

んな支援の方法等々を含めて、御意見等あれ

確認がされた旨の通知も参っているところで

ば、ぜひお寄せいただきたいということで、

ございます。

お願いをしておきたいというふうに思いま

さらに、自衛隊の関係でいきますと、十勝

す。

は第５旅団所属になっておりますけど、既に

いずれにいたしましても、今後被災地が何

１,１００名を超える隊員を、第５旅団から

を必要としているのかをしっかり把握をし、

も派遣をするということが決定がされて、き

そして十勝町村会あるいは、北海道町村会、

のうから、既に隊員の移動も始まっていると

あるいはオール十勝としてできる限りの支援

いうこともお聞きをしております。

を考えていきたいというふうに思っておりま

あわせて、足寄の弾薬庫に署からも３名の

すので、御理解を賜りますようお願いを申し

方がそこに参加をされるということで、省庁

上げ、報告とさせていただきます。

から報告を受けております。

○議長（吉田敏男君）
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これで、行政報告を

終わります。

今後は、冬の冷気で氷を作り、夏の冷房に
利用する自然製氷蓄熱システムを導入すると
◎

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第２

のことであります。
一般質問

を行います。

１、町長は２３年度予算で１,７２１万３,
０００円を投じて１階の一部と２階に空調設

順番に発言を許します。

備を予算計上しているが、このような中途半

１２番

端な空調設備ではなく、自然環境を利用し

大久保優君。

○１２番（大久保優君）

会議規則第６１条

第２項の規程に基づき、一般質問を行いま

て、消防庁舎も含めた全館の空調設備を検討
すべきと思うが、いかがか伺います。

す。

次に、河川、地下水の件ですが、御存じと

１、農業の６次産業化法の施行について伺
います。

思うが、家畜のふん尿の保管状態が一部不適
切であり、河川、地下水に及ぼす影響が非常

私は、以前一般質問等で、一次産業の生産

に懸念されます。

物を二次加工し付加価値をつけて販売すべき
と提案したが、受け入れられなかった。

既に地下水に影響が出てる地域があり、以
前のデータがあるので現在の水質検査を依頼

この度、一次産業の所得の向上、雇用の確

しているところでございます。

保、後継者不足等の解消等、多面的な効果を

結果が出たら御報告いたします。

視野に、平成２３年３月１日付けで、農業の

今後、早急な改善が求められるが、行政と

６次産業化法が施行されました。

してどのように対応されるのか伺いたい。

農業の６次産業化制度の支援制度を活用す
ることにより、加工販売、さらには６次産業

３、充実した福祉の町、定住の町足寄町を
宣言したらどうか。

化法に基づく事業認定を受けることにより、

私の知り得る町民の方から、公務員の人は

新商品の開発費を、加工設備や販売等の設置

退職したら都会に行けるからいいですねとよ

費用等が補助対象となる制度であり、特にこ

く言いわれます。

の事業に関しては、他町村に先行した事業展
開が求められる。

それは民間人も同じです。行きたくて行け
ない人もいるけれどもと言っております。

町長はこの制度を導入する意思があるかど
うか伺います。

老後が不安で足寄町から出て行く人より
も、行政が安心して老後の生活をできる医

あるとしたら、どのような構想をお持ちか
伺います。

療、福祉、住居、ソフト面での環境づくりが
足りないのが要因でしょう、と言っていると

２、環境対策について伺います。

ころです。

北海道経済産業局が北国の省エネ・新エネ
大賞に十勝で各１件が評価されました。

足寄町では、現在、町立病院と我妻病院と
で医業仕分けをして、より充実した医療サー

有効活用部門では、街路樹等の枝、農産物

ビスを追求しているところであるが、医療、

の収穫後に出る殻等を高齢者に委託し、ペ

福祉、住居、ソフト面は一連化したもので

レット燃料を製造し、ペレットストーブの普

す。

及促進に努めたことが評価されたものであり
ます。

ここ数年医師の出入りが多いが、どこに要
因があるのか伺います。

新エネ部門では、地中熱を取り組むヒート

足寄町では、役場庁舎の北側を用地買収

ポンプを導入し、冷暖房や融雪に利用し、Ｃ

し、高齢者用公営住宅を建設予定ですが、私

Ｏ ２ に換算すると、年間約４５トンに相当す

は用地買収に反対したところであるが、今後

る削減量が評価されました。

は今までのような公営住宅ではなく、一部存
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在するが、町有地を無償貸与し、貸し付け

すが、コスト面では設備、整備費、整備費用

し、中高年者、身障者、介護者、おのおのの

や毎年度の製氷、維持、管理費用などは高額

グループホーム建設に当分の間移行すべきで

となることが考えられております。

はないか、伺います。

したがって、同様の製氷、蓄熱システムに

以上です。
○議長（吉田敏男君）

より庁舎全館に冷房、空調設備を導入した場
答弁。安久津町長。

合、製氷量は少なくとも１,０００トン以上

大久保議員の一般

が必要となり、そのための氷貯蔵庫建設費用

○町長（安久津勝彦君）
質問にお答えいたします。

だけでも相当な高額となることが予想される

１点目の、農業の六次産業化法の施行につ

ところでございます。

いての御質問でありますが、六次産業化法に

今回、予算計上させていただきました冷房

つきましては、一次産業の農林、漁業者が二

設備は、庁舎設計時点での想定を著しく超え

次産業の加工、製造業、三次産業の小売り業

る高温、高湿度の解消のため、庁舎の一部に

等と総合的、かつ一体的事業を推進し、地域

安価な設備方法といたしまして、電気による

資源を活用した新たな付加価値を高めること

冷房専用パッケージエアコンの導入を選択を

で、多面的な効果を生み出すことにより、地

いたしたところでございます。

域経済の活性化へつなげるものとして、平成
２３年３月１日に施行されました。

今後は、残された庁舎内の冷房設備、未整
備部分の解消など、まだまだ課題があります

六次産業化を目指す農業者等や、農協、集

ので、環境に配慮したエネルギーの活用、

落営農組織等が事業したいとなり、生産や加

ヒートポンプシステムあるいは製氷蓄熱シス

工、販売を一体的に行う総合化事業化計画の

テム等を含め、検討をしてまいりますので、

認定申請受付が、地方農政局の総合相談窓口

御理解を賜りますようお願いを申し上げま

において始まっております。

す。

本町には資源や環境など、地域の宝が多く

次に、河川、地下水に及ぼす影響について

あり、農産物の加工、販売を手がけている農

でありますが、議員御指摘の、家畜糞尿の保

業者もおりますので、六次産業化を生み出す

管状態が懸念されるところでありますが、平

農業者等に対して、足寄町農業協同組合、足

成２２年度から現地での家畜、排せつ物処理

寄町商工会などと連携を図り、情報等の提供

に関する実際の把握等を目的として、十勝総

及び支援をしてまいりたいと考えております

合振興局、十勝農業改良普及センター、十勝

ので御理解を賜りますようお願いを申し上げ

東北部支所、足寄町、足寄町農業協同組合が

ます。

合同で巡回を行っております。

２点目の環境対策についてお答えをいたし
ます。

平成２２年度は、３４カ所を実施し、２６
年度までにすべての堆肥舎施設の調査指導を

環境対策として、消防庁舎を含めた役場庁

行う予定となっております。

舎の全館への自然環境を利用した冷房、空調

今後も足寄町農業協同組合と連携を強化

設備の導入についてでありますが、本庁では

し、環境意識を重視しながら畜産農家へ家

既に平成１５年度から、螺湾、ふきの里にお

畜、排せつ物の適切な管理についての指導を

きまして、雪氷エネルギーを活用した農産物

図ってまいりますので、御理解を賜りますよ

の貯蔵庫、製氷２０トンの実証試験を行って

うお願いを申し上げます。

おります。

３点目の、充実した福祉の町、定住の町、

実証試験では、貯蔵庫の室温はおおむね設

足寄町の宣言についてお答えをいたします。

計温度を保つことができ、農産物の保存等に

初めに、ここ数年、医師の出入りが多い要

は有効な方法であることが実証されておりま

因についての御質問ですが、平成２０年４月
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以降、３カ年の医師の去就は、退任６名、着

の整備を促進しており、この住宅関連法の詳

任６名となっており、特に昨年以降、４名の

細等について、上部官庁に対し照会、協議を

医師が退職となっているところであります。

しておりますが、入居の条件、入居期間、賃

退任の理由については、それぞれの先生御

貸契約のあり方などについて、足寄町で考え

自身の御都合によるものでありますが、患者

ている高齢者等に対する居住の対応との乖離

さんにとっては、着任いただいたお医者さん

があり、すぐに導入決断ができないのが実情

にはできるだけ長くいていただくことで、安

であります。

心と信頼を築けるものと考えておりますし、

しかしながら、連携システム構想を推進す

病院経営の面からも、長くいていただくこと

るにあたり、高齢者等の抱える多様な居住の

を願っているところでございます。

あり方については、柔軟な入退去を行えるこ

この度、行政報告もいたしましたが、この

とが肝要で、現状の公営住宅法等の範疇を超

４月に赴任いただく医師につきましては、特

える居住空間の整備、提供が求められている

に現在進めております医療と介護、保健、福

と考えており、さらに上部官庁等と協議を進

祉連携に向けた取り組みと、当院の今後の診

めていく所存であります。

療方針に御理解をいただき、長くいていただ

町有地の利活用においても、土地開発基金

ける医師に就任いただくためにも、慎重な協

で、役場庁舎北側に取得した用地を含め、町

議を進めているところでございますので、御

中の町有地の有効活用策により、高齢者等の

理解を賜りますようお願いを申し上げます。

居住空間の整備を進めていくことが、町民の

次に、高齢者用公営住宅等についての御質

安心をえられるものと考えております。

問についてお答えをいたします。

また、グループホームや各種施設等の建設

今議会において、行政報告をさせていただ

手法においては、議員仰せの町有地無償貸し

いたとおり、人口減少と高齢化人口の増加傾

付けの手法を含めて、行財政の効率的な運営

向が進展している中、すべての町民が安心し

手段として、最善の方法を検討していかなけ

て暮らせる町づくりを目指す医療と介護、保

ればならないと考えております。

健、福祉の連携システム、以下、「連携シス

いずれにいたしましても、すべての町民が

テム」と言わせていただきますけれども、こ

安心して暮らせる町の構築に向けては、住宅

の構築に向け、在宅生活を支えるシステムを

や各種施設等をどのように整備していくかを

構想の骨格として、核となる医療の機能分担

一つの手段として、すべての町民の安心感を

への第１歩を踏み出しました。

はぐくみ、生活を守り、支えていくための医

この連携システム構想の概要といたしまし

療と介護、保健、福祉の連携構築を最終の目

ては、昨年１２月定例会での御報告とおり、

的として推進してまいりますので、御理解賜

大きく９項目の課題に分けておのおの検討中

りますようお願いを申し上げ、大久保議員の

でありますが、そのうち認知症への対策や、

一般質問に対しての答弁とさせていただきま

高齢者用の住宅や、短期宿泊施設などについ

す。

ては現在課題解消への目標樹立に向けた検討

○議長（吉田敏男君）

を行っている最中にあります。

１２番

また、高齢者等に対応した居住空間のあり

再質問を許します。

大久保優君。

○１２番（大久保優君）

六次産業化の再質

方についても、足寄町住生活基本計画への反

問なのですけども、とりあえず今の町長の答

映を含めて、関係部局間において協議を行っ

弁によると、まだ具体的な構想は持っていな

ているところであります。

いということですね。

さらに、国土交通省においても同様の見地
から、高齢者の居住の安定確保に向けた法律

これは、もう３月１日から受付を開始する
段階に入っております。
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先ほど言ったとおり、これは近隣の地域、

きませんけども、つい先日も、町内のおすし

町村より先駆けて起こさないと、後手を踏ん

屋さんがラワンブキを活用したキムチ漬けな

では発展性がないと、そういうふうに考えて

んていうことも、そんな取り組みもされてい

おりますんで、早急に農業協同組合と商工会

ることでございますし、農協さんとしては、

と、町がおのずからリーダーシップをとるの

フキ部会というのがございまして、ラワンブ

だろうと思うのですよね。

キの作付けの面積をふやしていく。そしてい

そういうことで、これは早急に構想をもっ

ろんな意味で、直販もありますけれども、い

て、申請の手続を終わらせるべきだと思いま

ろんな加工ということも含めて考えていくと

す。

いうようなことも検討もされているというこ

それと一つ、その辺お伺いしたいのですけ

とでございますから、ともかく条件が整い次

ども、昨年の１１月ですか、第１６回オール

第、町でやるということにはなかなかなりま

十勝大収穫祭が昨年の１１月１１日から１６

せんので、これはまずは生産者、農協、さら

日まで、６日間、藤丸デパートで開催されて

には場合によっては、それを加工する商工業

おります。

者になるんでしょうか、そういったことも含

そこで、私ラジオで聞いたんですけども、
足寄町だけ参加していなかったと。

めて、連携を図りながら進めていきたいなと
いうふうに思っております。

基本的には特産物が対象でございます。足

なお、この六次産業化につきましては、既

寄町はなぜこれ、出品していないのか。それ

に行政報告等もさせていただいておりますけ

ともう一つ、１６回とあるが、過去何回出品

ども、帯広市長が提唱しているフードバレー

したのか。

十勝構想、さらには定住自立圏構想、これは

これは何を質問しているのかというと、こ

今後帯広市とそれぞれの町村等で協定を結ん

ういう宣伝、足寄町の特産物を宣伝する、そ

でいくわけでありますけども、その中の検討

ういう大変貴重な場所に足寄町だけ出ていな

項目のひとつにもはいっておりますから、議

い。それで、周りの町村では足寄町は特産物

員仰せのとおり、早いのにはこしたことはあ

があるし、みんな流通がいいから出てこない

りませんけども、これは本当に有効な手段だ

んだと、そういううわさをされております。

というふうに思ってますから、そういった連

その辺を通して、こうしう事態が起きた

携を深めながら、可能性を追求していきたい

か、まず、答弁願いたいと思います。

なというふうに思っておりますので、御理解

○議長（吉田敏男君）

をいただきたいというふうに思います。

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
まず、六次産業の

また、昨年、藤丸で開催されました、この

関係で先行させてやるのが一番いいのではな

オール十勝の特産物といいますか、実はここ

いかということでございますけども、私も可

に足寄町が出展をしなかったというのは、実

能なものであれば、そういうふうにいたした

は私も実は聞きました。それでどうしてなん

いなという思いもあります。

だということで、聞いた経過もありますけれ

日ごろから、単なる原料供給ではなくて、

ども、これは基本的には観光物産協会のほう

いかに付加価値をつけて、いろんなところに

が連携といいますかとりながらやっていると

売り込むかということが大事だということ

いうことで、それにしても出ないというのは

は、これは普段から農協の組合長さんともい

一体どういうことなの、という話もさせてい

ろいろお話をさせていただいているところで

ただきましたけども、結果としては、詳細は

ございます。

今、手元に資料ありませんけども、結果とし

その中の一つとして、これは小さな動きで

て観光物産協会として、情報が整わなかった

ありますけども、まさしく六次産業まではい

というようなことで、残念ながら出展ができ

― 8 ―

なかったということで、報告を受けていると

はないかと思うのですよね。

ころでございます。

もっともっと密にしてやっていかないと、

なお、過去の出展の状況等々もお話があり

ただこれは、トップが話し合ったってだめな

ました。もしそのこともということであれ

のですよ。やっぱり担当者同士がきちっと話

ば、手元に資料がございませんので、若干時

し合わないとね。そして行政がきちっとした

間をいただいて、答弁資料を用意したいと思

姿勢をもって、農産物はこういうのやってい

いますけども。

くんだから、新たな構想をもっていかない

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

と、この事業はなかなかできないと思う。
１２番

大久保優

君。
○１２番（大久保優君）

やっぱり行政がリーダーシップをとるわけだ
から。

先ほど冒頭に、私

それで、先ほど町長も言われましたけど、

もこの件に関して言ったのを以前、一般した

私は町では一切余計なことをするなと、事務

ことがあるんですよね。そのときは、一次、

関係だけでいい。早く言えば、車両部門だっ

二次産業って、これは足しても掛けても６だ

て、老人ホームだって、町は直営するなと私

から六次産業と表現されたわけですけれど

言ってますから、いつもね。だから町は一切

も、問題は、あのときには、要するに農産物

独自でやることはまかりならない。これは民

を付加価値をつけて、二次、三次加工して出

間の活力を利用したこういう経済政策だと思

しなさという表現したわけですよね。

うのですよね。

しかし、行政では、そういうことをやる気

それともう少し、町長のはっきりした考え

持ちが全然ないんですよね。まあ、行政は直

を聞きたいと思います。

接行政するはやるわけではないから、当然、

○議長（吉田敏男君）

販売は商工会、加工、その部門は農協関係だ

○町長（安久津勝彦君）

と思うのですよね。

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

だけどそういう一連の話し合いは、以前か

先ほどもお答えいたしましたとおり、いろ

らしておくべきだと。足寄がどうやって生き

んなこういう新たな国から政策等が出てきま

るべきかと考えると、当然そういうことを検

したら、当然これはもう、担当者レベルで、

討していかなければだめだと思うのです。こ

こういうのあるぞということも含めて情報交

れから検討するんじゃ、時代が遅れてると思

換もしておりますし、議員仰せのとおり、

うのです。

やっぱり主体というのは経済団体、あるいは

だから、その辺も少し執行者はきちっとし

生産者だというふうに思ってますから、当然

た姿勢をもつ。将来の姿勢をもって何ごとに

そこに対しては、私どもも何とかできないか

も取り組んでいくべきだと思うのですよね。

とか、場合によってはこういうものもあるん

ですから、結果この六次産業化におくれを

でないというお話もさせていただいている場

とっちゃならんということは、町長言われて

面もありますけども。

いたように、当然そうなのですよね。

ですから、先ほどもお答えしたとおり、そ

たまたま道の駅の横に、外側に販売店をつ

ういう動きが出たときには、当然町が働くべ

くる。あそこにこういう、施設も全部補助に

く役割。当然補助金の確保ですとか、そう

なるわけだから、この次申請していけばね。

いった分については全く連携を密にして、そ

そういうのを別に足していくとはね、そう

の努力は惜しまないでおりますし、この間も

いういろんな方法でここから考えていかな

いろんな貯蔵施設等々の関係についても組合

きゃならんと思うし、また、町長は多分、行

長と一体となって要請活動なんかもしている

政は商工会、農協側との連携が足りないので

というようなことでございますので、ぜひ御
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理解をいただきたいなというふうに思ってお
ります。

だから、あのころは町長よりは私よく知っ
てるんですよ、中身。かなりしつこくやりま

それから、道の駅の横にこれも行政報告さ

したからね。

せていただいておりますけども、ここに農協

だからその辺は、構造的な問題があっても

さんが主体となって、地場産品の販売等につ

てなかなかったんだと思うんですよね。それ

いても、取り組みをしていくということに

と、今の六次産業に関しては、町長から肝に

なっています。

銘じて、他町村に先駆けてやってください。

既に農協のほうとしても、実際に売るもの

それともう一つ、今のオール十勝の関係な

を誰が提供するのかという協議会と言ったら

のだけれども、町長が出ないのがわからない

ちょっと大げさかもしれませんけども、そう

と、この担当は経済課です。商工会の関係。

いった会合も開いて、そういう体制も整えて

経済課で再三多分、商工会でこれは藤丸から

いるというようなことでございますし、それ

出してくれと、再三お誘いかかってると思う

から、新町にございます温泉ハウス、これも

のですよね。

再度農協さんのほうで利活用をやって、今の

それがこういうチャンスに物がそろわない

ところお聞きしているのは、ホウレンソウを

から出品できないって、何やられているので

そこで生産をして、そのものも、道の駅のあ

すか。今までいつも。そういう足寄特産物

そこで売りたいという、着々とそんなことも

を、どのような販売しているのですか。

含めて、農協さん自身も前向きな取り組みを

これ、経済課のリーダーシップでやるべき

しているというふうに思っておりますから、

ではないのですか。その辺ちょっと、しっか

議員御指摘のとおり、なお一層、今後も担当

りした連携をお答え願いたいのですけど。

者レベルでそういった連携も含めて強化を

○議長（吉田敏男君）

し、ともかく地場産品の販路、あるいは付加

たします。

ここで暫時休憩をい

価値をつけるという取り組みについては、今

午前１０時４８分

休憩

後もしっかりと取り組んでいきたいというふ

午前１１時０２分

再開

うに考えますので、よろしく御理解のほどお

○議長（吉田敏男君）

願いをしたいというふうに思います。

再開をいたします。

○町長（安久津勝彦君）

１２番

大久保優

君。
○１２番（大久保優君）

休憩を閉じ、会議を

答弁、経済課長。
○経済課長（渡辺俊一君）

先ほど町長の、ら

大変お待たせを

いたしました。

わん蕗の里の氷の室の関係の話ししたのです

藤丸で行われておりました、オール十勝大

けれども、あれは私たまたま、ちょうど当

収穫市の出展状況でございますけれども、足

時、そのときの委員長だったもので、担当に

寄町として出展していなかったのは、平成２

かなり調査、研究してもらったんですよ。結

２年だけでございます。ですから、いろいろ

果的に、なかなか７月までもったらいいとこ

な形で出ておりますけれども、平成７年から

ろだなという結果なのです。

開催がされて、昨年で１６回を数えておりま

まだ構造的なものとかいろいろあったと思
いますけれども、私は何でやったかと言った

すけれども、１５回出展をしているというこ
とでございます。

ら、道の駅が今でき上がって、そういうもの

それから、出展できなかった理由でござい

を売ると。そういうことは、せめて８月近く

ますけれども、日程が６日間ということで、

まできちっと保存すればそういう施設をつ

他の町は、農協ですとか、それから、特産品

くって、農産物を供給できるなと考えて、私

を製造している業者の方が多く来て販売をし

やってもらったんですよ。

ている状況ですけれども、足寄町の場合は、
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観光協会の職員が出て販売をしているという

積極的に、もっと積極的にというよりは果敢

ようなことで、非常に６日間出展するという

に挑戦していっていただきたいと思うので

のは非常に厳しいというようなことなどがご

す。

ざいまして、２２年については出展をしてい
ないという状況になっております。

話だけれども、それもちょっと問題あるかな

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

と思うのです。やっぱり担当される課長クラ
１２番

大久保優

君。
○１２番（大久保優君）

その辺、町長もこの辺知らなかったという

スは、関係、物事に真剣になって、本当に住
民にどのようなサービスしたらいいか、住民

私は、そんな答弁

を聞きたくないのですよ。要するに、町長は
２期ですよね、要するに何をやってきたか問
題なのですよ。姿勢の問題なのですよね。

のためになるかということを、もっと真剣に
考えていただきたいと思うんですよ。
それと、さっきの氷の問題もあったのです
けど、足寄の販売するための氷の部屋とか、

どれだけ町長が積極的に地場産の普及に努
めているかという、意思の問題です。

そういう省エネの問題あったんですけどね、
それやはり、すべてが機械で頼る冷房という

それにまつわる部下の関係、それが出展し

ことではなくて、やはり自然環境を利用し

ない理由なんて、私聞きたくないのですよ。

た、その施設一つの設備の中で、氷つくった

そういうレベルの世界でないと思うのです

り、雪入れるっていうのは大変な金かかるの

よ。農協でも一時札幌行って、農産物キャン

で、いろんな方法あると思うのですよ。

ペーンをやったことありますよね。ああいう
積極性が非常に大事だと思うんですよ。

そういうもの、やはりそういう施設が研究
が少ないと思うんですよね。考えが、今あち

だから日常のあなた方の考え、そこに私問

こちでそういう施設できてるわけだから。そ

題があると思うのですよ。商工会とか観光協

ういうもの踏まえて、庁舎の冷房に使った

会でやるって、そういう問題じゃないです

り、今後一年間、要するに足寄で生産された

よ。やっぱり行政もあなた方もひっくるめて

生野菜が一年間保管できるような、そういう

やらなければならないのですよ、一緒に。そ

設備を、金のかからない設備を今後は考えて

の姿勢が足りないと思うのですよ。

いくべきだと。野菜も３度からプラスの０度

だから私も以前、再活用事業でも、商工会

で保管しておくと、品質は全然変わらないの

と会員とパイプが詰まっているとよく言いま

ですね、そのまま置いても。そういう事例も

したよね。今もそれ変わってないですよね。

あるのでね、それだけ冷やすとなると金が、

だからそれをどう解消していくかもトップの

経費がかかりますので、これからどのように

考えだと思うのですよ。

して農産物を手軽に住民に毎度、地場供給で

だから、この問題を、こういう問題をもう

きるくらいの考えを持って、これから取り組

少し真剣になって考えてもらわないと、ます

んでもいいんじゃないかと思うんですよね。

ます他町村から置いていかれますよね。

その辺、今後今のデパートのオール十勝の問

以前の町長がよく、他町村の動向を踏まえ

題も、今後に向けて、どのようにやっていく

てという表現しましたよね。私はそれ、大嫌

か、はっきりした姿勢をお聞かせ下さい。

いな言葉だったのですよ。だから他町村で先

○議長（吉田敏男君）

行して物事をやるぐらいの意思がないと、私

○町長（安久津勝彦君）

はやっぱりそれがトップの考えでないと困る

す。

と思うのですよ。

答弁、町長。
お答えをいたしま

まずは、今の藤丸で開催された十勝のオー

ともかく、昨年のこの出品はもう終わった

ル特産市については、本当に私自身も残念で

ことだから、いたし方ないけど、来年からは

ありますけども、２２年度は出展ができな
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かったということでございます。

もしれませんけれど、いろんな全道各地、あ

その他の、毎年、８月には札幌大通りで全
道各市町村が集まっての、そういった取り組

るいは全国レベルでも、色んな取り組みがな
されております。

みもございますし、それから東京では代々木

氷を利用したり、あるいは米の関係につい

公園で、これは全国規模のやつ、これについ

てはそれこそ倉庫に雪を入れて、さらには都

ても足寄町は毎年参加をしていただいており

会ではマンションの夏の冷房用にということ

ます。

で、雪を貯蔵してだとか、こういった取り組

とりわけ東京につきましては、東京ふるさ
と会がございまして、この会員さんたちも、

みはいくつか私どもも承知もしているところ
でございます。

実は出展期間中、大変お手伝いをいただきな

議員御指摘のとおり、農産物のある意味越

がら、もちろん東京、札幌につきましては職

冬させることによって、品種によっては糖度

員を派遣しながら取り組みをしていると。正

が増したりだとか、そういうこともあるとい

直言って、採算面でいきますと経費がかかり

うことも十分承知をしているわけであります

ますから採算割れはこれは間違いないことで

けれど、いずれにしてもそういう分も含め

すけども、しかし私の思いとしても、これは

て、とりわけ農産物に関しては、農協産、Ｊ

やっぱりそういう機会というのは、決して採

Ａさんのほうとも連携をとりながら、当然主

算のことだけではなくて、我が町足寄町をＰ

体はあくまでも農協さんだというふうに思っ

Ｒするやっぱり貴重な場だというふうに認識

ております。

しておりますから、これについては積極的に

農協自体も、いろんなここ数年、計画的に

参加をすべしという思いで、職員についても

施設整備も進めてきております。昨年につき

派遣をしているというようなことでございま

ましては、貯蔵庫、さらには前の年につきま

す。

しては小麦の乾燥施設等も含めて、計画的に

本当に、議員御指摘のとおり、昨年のおひ

進めてきております。

ざの十勝、特に藤丸でやっているところに出

当然、さらにそのことも連携を強化をしな

展をできなかったというのは、私自身も極め

がら、そういうものが農協さんとして主体的

て残念なことでありますし、２３年度以降に

に取り組むということであれば、当然町が果

ついても、そういったことがあれば、当然出

たすべき役割、当然補助金の確保ですとか、

展をできる体制、どうあればできるのかとい

場合によっては、補助残の分については、こ

うことも含めて、当然今までは十勝で開催さ

れは議会とも相談をさせていかないといけま

れるものについては、観光協会が中心という

せんけども、場合によっては、物によって

ことでありますけども、ここの中心は変わら

は、町費からの支援ということもこれは考え

ないというように思いますけども、しかし先

ていくべきだろうというふうに私も思ってお

ほど課長からも答弁したとおり、６日間とい

りますんで、そんなことで今後も取り組んで

うようなこともありますから、例えば農協さ

いくべきだと私も思っておりますので、御理

んであるとか、あるいは関係団体、あるいは

解をいただきたいというふうに思います。

生産者も含めて、そういった条件整備も含め

以上でございます。

てこれからやって、２３年についてはやっぱ

○議長（吉田敏男君）

り出展すべきだというふうに私自身も思いま

君。

すから、そういったことを当然取り組みをし

○１２番（大久保優君）

ていかなくてはいけないというふうに考えて

は町長も答弁書に素晴らしいこと書いてあり

いるところでございます。

ます。これは文章でなく、実際に実行してい

次に、新エネルギーとまで言えば大げさか

１２番

大久保優

六次産業に関して

ただきたい。そしてそれも、早急にやること
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をひとつ期待しまして、次に移ります。

とで、指定をしております。

環境対策についてなのですけども、町長が

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

答弁されたように、新庁舎のエネルギーに関

○経済課長（渡辺俊一君）

してはもう少しいろいろなデータをとって、

おります。

いかに経済的な効果で目的を達せるかという

○議長（吉田敏男君）

ことをもう少し慎重に、今後やっていきただ

君。

きたいと思います。

○１２番（大久保優君）

それから、河川関係の問題なのですけど
も、２２年、現地調査をしたとありましたけ
ども、これは３４カ所ですか。これはどのよ
うな３４カ所の場所の設定をしたのか。
聞きしたいのですけども。

大久保優

それで、せっかく

そうやって調査入ったけど、冬ということは
どういうことなのですか。
ちょっと、調査には適さない時期だと思う
しょう、雪降ったりして。
その辺どうなってるんですか。

答弁、経済課長。

○経済課長（渡辺俊一君）

１２番

んですよね。夏でないと、よく見えないで

調査の結果、どう出てるのか、ちょっとお
○議長（吉田敏男君）

町で指定をして

○議長（吉田敏男君）

ただいま、御質

答弁、経済課長。

○経済課長（渡辺俊一君）

時期につきまし

問をいただきました昨年の１２月に家畜ふん

ては、十勝総合振興局のほうから、この時期

尿の調査を行ったということの内容でござい

にやりたいということでの連絡が来まして、

ますけれども、昨年１２月２日の日に十勝総

その時期でやると。主体は十勝総合振興局が

合振興局とそれから普及センターそれから農

主体でやる調査に、町ですとか、農協も一緒

協、それから町と合同で調査を行っていま

に参加をさせていただいたという形になって

す。

います。

場所につきましては、今回については上足

以上でございます。

寄、茂足寄、螺湾、上螺湾、稲牛方面の畜産

○議長（吉田敏男君）

農家を３４件調査をしております。

君。

結果でございますけれど、４件ほど施設の

○１２番（大久保優君）

１２番

大久保優

この問題に関して

不備、雨が入ってしまうですとか、そういっ

は、現時点で地下水に影響が出ているのです

た部分だったとか、それからあと、堆肥の野

よね。だから、役場の人がどこまでそのパト

積み、とういうったものが指摘をされて、そ

ロールできるかという問題もあるのですけれ

の場で十勝総合振興局のほうから指導を受け

ども、やはりこの問題を大きな問題にこれか

ております。

ら発展しますよ。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

まして、町も補助を出して、火山灰で堆肥
１２番

大久保優

君。

な状態なのですよ。まして、それぐらいもっ

○１２番（大久保優君）

その３４カ所の設

定というのは、どこがされたんですか。
○議長（吉田敏男君）

を置く、野ざらしですよね。あれは大変危険

それをきちっとやっぱり、行政指導で報告

答弁、経済課長。

○経済課長（渡辺俊一君）

とひどいとこもあると思うのですよ。
して直していかないと、これからの環境はひ

今回の茂足寄、

どくなると思いますよ。

上足寄、螺湾、稲牛方面の地区については、

一部の場所だと思うのですけどね。だから

５年間で町内全件、全カ所を調査するという

やっぱり、近隣の消火栓も町でやっぱり水質

ことで、今年については３４件ということ

検査していく必要があるのではないかなと思

で、町のほうで方面としては指定をして、今

うのです。その辺どうですか。

年度についてはそちらのほうを回るというこ

○議長（吉田敏男君）
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いいですよ。

○町長（安久津勝彦君）

大事な発言があっ

たなというふうに思います。

たりしたら流れますよね。やっぱり、農家の
方々にそういう指導をしていくことが大事

お聞きをしたいのですが、既に地下水汚染

じゃないかなと。

があるという御指摘でございますけれども、

私も、魚釣りが好きなので、たまたま白糸

あるとしたらこれは大変なことですから、む

に魚釣りに行ったら、ちょうど雨のあとだっ

しろずばりといいますか、もっと言えばこの

たのですね。それはそこに、その川に堆肥が

場で支障があるということであれば、担当な

流れる、押して出た跡があるのですよ。

り、その情報があるならぜひ聞かせていただ

そういう現実あるのですよね。だからもう

かないと、これは大変なことですから。本当

少し、きちっとやらないと、管理していかな

に地下水汚染の。

いと、足寄の地下水は大変なことになると思

少なくとも私どもはそういう認識ではあり

いますよ。その辺まず認識してほしいのです

ませんのでね、そのことちょっとお尋ねした

よね。それね。だからあらゆる角度から、そ

いと。

ういうやっぱりパトロールしてやっていかな

○１２番（大久保優君）

その場所の固有名

いと。自覚してないというのは大変問題だと

称を言うとちょっと問題かなと思うのですけ

思います。

ども、実際この方は上に農家があって、下の

○議長（吉田敏男君）

方で飲料水、日常的な飲料水でないけど飲料

○町長（安久津勝彦君）

を利用したわけですよ。そして、その水を見

反問させていただきましたけど、重大な発言

ると、もうぬるぬるになっていると。もとも

だなというふうに思ってるのです。私は。

答弁、町長。
ちょっと先ほども

と飲料水で皆さん飲んでいるから、品質検査

少なくとも、家畜廃棄物につきましては、

してたのですよね。家庭用の水じゃないので

家畜廃棄物処理法というのができて、基本的

すけどね。

に野積みはだめよと、堆肥をつくりなさい

それで水質検査に出してるの、もう１回、

と、ふん尿処理施設をつくりなさいというこ

それ現実の問題ですからね。それは名前は言

とで、この間、補助事業等を活用させていた

えませんで、個別であと教えます。その件に

だいて、そういうことで鋭意整備を進めてき

関しては。

たということでございます。

だから、そういう現実が起きているので、

当然、堆肥舎に入れる間の何日間かという

結構今も高いところにそういう排せつ物が

のは現実あるのかなというふうに思ってます

いっているということが、私もわかってま

けども。しかし、地下水に影響を及ぼすよう

す。

なことはないだろうというふうに私は思って

その辺は、これから本当に経済課もきっち

おりますし、もちろん町の担当者もそうです

りと管理しながらやってかないと、足寄の環

し、農協の関係もそうですし、現実に問題あ

境はすごく悪くなってますよ。

りというのは逐次、それを生産者の方に指導

やっぱり役場は、経済課が認識されてない
というのもね、ちょっと問題だと思うんです
よね。

なり指摘はしているものというふうに私は認
識をしております。
もしあの、議員がそういう場面があるとす

その辺きちっとこれからやっぱり、そうい

れば、当然遠慮なく、担当者、もっと言え

う指導、管理していかないと。ただ、向こう

ば、これは指導期機関というのは責任逃れを

の上足寄町のあっちの方面は、一部、堆肥が

するという意味ではないのですけども、権力

野積みしてあったという箇所もあったのです

を持って指導できるというのは、十勝総合振

よね。

興局ということでありますけれども、しかし

その状態というのは、やはり、当然雨降っ

現場は、足寄町で仮にあるとすれば起こるこ
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とですから、それは私ども行政も含めて、あ

すれば、直ちに場合によっては、支庁とも連

るいは農協含めて、それは適切に管理をしな

携をしながら、指導しなければいけないもの

さいということは、これは言われるまでもな

はきちっと指導するというような姿勢で臨み

くしていかなければいけないということでご

たいというふうに思いますので、御理解をい

ざいますので、ぜひそういう事例があれば、

ただきたいというふうに思います。

逐次そういう情報をいただきたいなというこ

以上でございます。

とをひとつお願いをしておきたいなというふ

○議長（吉田敏男君）

うに思っております。

○１２番（大久保優君）

１２番

大久保優君

わかりました。そ

それから今、白糸の話ちらっとお話がござ

ういうことだったら、この問題に関しては、

いました。これは私も事後報告で受けました

今後の課題としてきちっと整理していってい

けども、大量に雨か何かで大量に流れ出てし

きたいと。これは地下水にまるっきり影響を

まったというようなことの報告を受けまし

及ぼしたら、取り返しのつかない問題ですか

た。しかし、それは直ちに処理をしたという

ら、先ほど言った、あらわれてる事項とはた

ようなことで報告も受けておりますので、そ

またま下が砂利層なので、すぐ浸透するので

ういう事象が生じた場合については、当然時

すね。

間を置かずに、適切な処理を、もちろん指導

ただ気をつけなくてはいけないことは、堆

もしなくてはいけませんし、適切に対応して

肥をまいてるのか、堆肥をまいている格好を

きてるものというふうに私は思ってますの

して捨ててるのかという問題もあるのですよ

で、もしあるとすれば、ぜひ御指摘をいただ

ね。その辺もちょっと、ニュアンスが違うだ

きたいなというふうに思います。

けでちょっと問題があるのですよね。その辺

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○１２番（大久保優君）

も自覚しながら、これから調査していきたい
１２番

大久保優君

この問題に関して

と思います。
それで、この件は終わります。

は、やはり農協と行政と一体となってひとつ

空調関係ですけども、先ほどもちょっと話

町をパトロールしてください。そうやってし

ししたんで、やはり一番効率のいい空調シス

ないとわからないと思います。

テムはどうなるのかという、これからじっく

どうですか、その辺は。これからの環境に

り考えたり、やって、長い新築された庁舎だ

大変影響されることなので、農協さんと経済

から、５０年はもつと思いますので、５０年

課と徹底したパトロールしてみたらどうです

先を見た経済的な設備をこれから検討してい

か。そうしたら、確認できると思いますの

くようお願いします。

で。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

要するに、先ほど、次に３番目なのですけ
答弁、町長。

ども、医師の出入りが激しいことに関して、

先ほどもお答えし

町長答弁いただきましたけども、それはやめ

たとおり、決してきょうはパトロールに行く

るお医者さんの申し出のことなのですよね。

よというその日でなくても、他の用務でもい

本当に、その裏に何かあることは察知できま

ろいろ地域を回ったときに、当然担当者もこ

せんか。

れはちょっと問題ありというような場面があ

反問を使われるからだめか、これは。

れば、当然今までもやっているというふうに

よく、医者に聞かれるのですよね。病院

思ってますし、今後もそのことは議員の御指

行ったら。足寄以外ですよ。これ変わってな

摘もありますから、そのことはさらに意識を

いんですよね。それで、先ほども言ったの

しながら、他の用務で行ったときもきょろ

は、ソフト面ということで、表現したのです

きょろして歩けと、もしそういうのがあると

けども、やはり医療というのは心のケアが大
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変大事なのです。お医者さんだから、ちゃん

けどよくないことがあると。この間もうちの

と資格持っているから、それは、治療に関し

事故で入ったときにもやっぱりそういうこと

ては安心して任せると思いますけども、やっ

がありまして、だからまだまだ改善が足りな

ぱりソフト面の関係。

いのかな。

これが大変重要な問題だと思います。心の

私もさっき言ったように、やはり私たちが

ケアっていうのですか。それが大変課題に

年とって、一番心配なのは病院なのですよ。

なっていると思います。これも一部のものだ

その病院が心から信頼される病院でないと困

と思いますけどもね。私も、以前は犬にかま

るんですよ。老後を安心して過ごせないので

れて病院行ったんですよね。そうしたらさっ

すよね。

と塗ったからもう少しちゃんと、消毒して
塗ってくれと言われたけど、結果的に中、化

だから、その辺もう少し深く考えてほしい
なと思うのです。

膿したんですよ。そして、通ってて、院長に

町長もお医者さんと最近、コミュニケー

いつまでこんなことやってるんだ、切ってく

ションとられてますか。以前お話ししたこと

れと、もう１回開いて消毒してもらったので

ありますよね。余り先生と話ししてないとい

す。そうしたら治ったんですよ。

う話ですけれども、やはり先生とは時間があ

それで点滴を３回受けたのかな。４回目

ればできるだけ話し合って、将来の医療だと

に、私が医者に向かって、看護婦が後ろに

か、そういうことを考えて話ししていただき

立ってたんですよね、看護師がね。そして、

たいと思うのですけど。その辺もちょっと踏

点滴しますかって、２回聞かれたんですよ。

まえて、答弁願います。

先生、これ、何で早く答弁しないのかって

○議長（吉田敏男君）

言ったときに、大久保さん、あなたに聞いて

○町長（安久津勝彦君）

るんですよ、こう言ったんですよ。とんでも

ちょっとほとんど御質問の意味が退職される

ない話ですよね。私が点滴を決めるのです

理由と、ケアな問題、それからお医者さんの

かって私怒ったんですよね。何で私がやる

診療の姿勢ということと、どうも私自身はつ

のって。先生が判断するのでしょう、と私

ながらないというか、ピンと来ていないわけ

言ったんですよ。そうしたら、先生がきょう

でありますけれども、少なくとも、医療行為

でやめるかと言ったけどね。こういう治療の

については私がとやかくということにはなり

あり方ってないですよね。

ませんので、これはあくまでも先生が患者さ

答弁、町長。
冒頭のところ、

だから、こういうことをもう少し指導して

んに対する医療行為については、これは先生

いかないと、まるっきり怒りましたから。私

に任せなければいけないということでござい

に点滴するかしないかと、聞く自体がナンセ

ます。

ンスの話ですよね。だから、そういうことが

先ほどおやめになった理由は、先生の都合

ありますので、やはり、まだまだその辺の自

ということで、お話をさせていただきまし

覚というか、教育が足りないっていうのか、

た。正直言って、私は、平成１５年首長に

その辺、もう少ししっかりしてもらわない

なって、一部議員からも言われているよう

と、安心してかかれないと思いますよ。

に、いろんな患者さん、町民の方々からいろ

その辺をもう少し、町長も医者のやめる理

いろなお話もお聞きする場面もあります。

由ばかりを考えないで、そのまま受けない

率直に言って、お医者さんの比較的充足し

で、裏の方も少し考えていただきたいと思う

ているときには、正直申し上げまして、私の

のですけれども。

ほうから３名の方が実は御勇退いただきたい

私、はっきり言いますけど、以前から指摘
してますよね。看護婦さんの態度が一部です

ということでお話をさせていただいたことも
ございます。
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今の院長先生ともお話をしておるのですけ

重に進めておりますので、何とか４月１日か

ども、もちろん今の院長先生素晴らしい先生

らは、院長先生が１人になってしまうという

で、ともかく医療というのはやっぱり町民、

体制だけはなんとか避けられるかなというと

患者さんのためにあるのだということで、そ

ころまできておりますので、もう少しその辺

ういう院長先生でありますから、これは、普

については、時間をいただきたいなというふ

段から、お医者さん同士はもちろんでありま

うに思っております。

すけれども、看護士あるいはスタッフに対し

それから、先生との対話についても、私も

ましても、それこそ年末、あるいは年始のあ

できるだけプライベートで食事に行ったりだ

いさつのときにも必ず、院長先生があると

とか、そういったこともするようにいたして

言ってるということは、今のままでいいとい

おりますし、取り分け今の院長先生とは、事

うことにはならないんだと。今それぞれある

がある度といいますか、この連携システムの

セクションの中で、立場で何ができるのか

ことも含めて、定期的ではございませんけど

と。患者さんのために何ができるのかという

も、意思疎通を図るようにお話をさせていた

ことを、常に考え、行動してくれということ

だいております。

を、今の院長先生もおっしゃっていますし、
私も同感であります。

なお、新しく赴任をしていただく先生につ
いては、これまでもそうですけども、やはり

それから、この間、行政報告をさせていた

足寄町のこれからの状況等々を含めて、やは

だいているとおり、後任のお医者さんが見つ

り町民のために、一生懸命力を発揮してくれ

からなければ院長先生１人になってしまうと

と、こういうお願いは着任のときには必ずし

いう大変な状況を向かえて、今いろいろと

ておりますし、今後予定しております、新た

やっているわけでありますけれども、これも

に向かえる先生が決まれば、またそういうこ

いまだ議会のほうにも確定しましたという報

とはしっかりとお願いをしていきたいという

告をできてないというのは、これは、今、再

ふうに考えておりますので、御理解をいただ

三報告しているとおり、将来の医療、あるい

きたいというふうに思います。

は介護を含めた連携システムをつくるという

以上でございます。

ことで、これはもう一番のもとは院長先生の

○議長（吉田敏男君）

発想でありますから、院長先生の今後の診療

君。

方針含めて、これを御理解いただける先生、

○１２番（大久保優君）

ともかくいないからだれでもいいやと、正直

ことはどうとは言う気はないのですけれど

言って私はお医者さんいないことには経営自

も、これやはり足寄の看護士だなと聞かれる

体が大変なことになりますから、そんな思い

んですよね、その辺を少し改善してほしいな

も昨年の暮れから、院長先生もありとあらゆ

と、それは、足寄で聞かれるのではなく帯広

る手を尽くして、極端なこと言えばどんな先

で聞かれるわけですからね。

１２番

大久保優

私、お医者さんの

生でもという思いはありましたけれども、こ

だからその辺は先生が定着しない理由でな

れは院長先生のほうから、町長あせらない

いかな、一因があると思うんです。その辺も

で、しっかり町民のことを考えていただける

町長は自覚なさって、これからいろいろと御

ような先生を確保しましょうと。私は大丈夫

指導していっていただきたいなと思うのです

ですと、こういうことを聞いておるのですけ

よね。

れども。大丈夫だと言われても、先生１人に

それで、最後になるのですけれども、役場

することにはならないということも、再三お

調査、北側の改修というよりは、今後、公営

話をさせていただいているのですけど、今の

住宅の維持管理し、新設を含めてどうしてい

そこら辺の後任のお医者さんについても、慎

くか、町で永久的にそうやって公営住宅作っ
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て管理していくのか、それとも民間に委託し
ていくのか、そういうことまでもやっぱりこ
れから考えていくべきだと思うのです。

だきたいなというふうに思っております。
それからもう一つ、つけ加えますと、先ほ
ど来から言っておりますこの医療、介護、保

そして、もしそういう施設が必要だった

健、福祉の連携システムをつくりたいという

ら、足寄町の土地を無償提供して、そしてそ

意味は、やはり保健の分だけちょっと抜き出

れに見合うだけの資金提供して、今の公営住

してお話ししますと、介護保険適用のその介

宅と同じような賃金で入れるような民間の住

護者の方、これが施設にどんどん入所してき

宅をつくってもらうと。そうして、将来的に

ますと、実は介護保険料がどんと上がっちゃ

いろいろな構想、どのようにしたら一番経済

うということなのです。

的な住宅を供給できるかと、いろんな考えが
あると思うのですよ。

昨年でしたか、民間の方でグループホー
ム、議員、御指摘のとおり、１ユニットは９

それを踏まえることも大事なことだし、そ

名ですけども、１ユニットでは採算合わない

して今の中と言った意味は単身者でも一つだ

んで、２ユニットくらいというお話でありま

けでも含めた中で、公営住宅と似たようなあ

した。仮にそれが民間でやっていただけると

るようなグループホームをつくる。共同生活

したら、介護保険料にどれだけ影響あるのか

できるような、９人くらいですか。グルー

なと言うことで、試算をさせましたら、だ

プっていったら。そういう施設をつくって、

まって月額１,０００円上がっちゃうのです

皆さんにどんどん入ってもらう。それも、で

よね。

きれば町で管理しないで民間にやってもら

そこで、今回の連携システムの中で、これ

う。そして、食事から全部の共同生活のよう

も報告しているとおり、特別養護老人ホーム

なそういう施設もつくる。そうするので、住

は、表面上の待機者としては１００名超えて

民のその人達の生活も安くできる観点になり

いるのですよ。実際、介護度の３以上の方っ

ますので、もうそれは健常者も、言ったよう

ていうのは、大体４０名くらいなのですよ

に、介護者もいろいろな身体ありますけど、

ね。１００名超えているというのは、当然将

そういう人達のそういう施設をこれからつ

来心配だから、申し込みする。だけど実際に

くっていくべきだと。

介護度３以上の方、床に入ってもおかしくな

そういう考えをどうすればいいか。今後の

いような方、じゃあいっとき私も考えたの

考えとしてございますか、ちょっと。

は、平成１５年度に首長選に出たときも、当

○議長（吉田敏男君）

時たしか待機者４０名くらいいたときです。

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

何とか特養を増床できないかなという思いも
ありました。

先ほど、冒頭の答弁でもお答えしたとお
り、このいろんな建設の手法については、議

しかし、これは十勝の総量規制の中で、そ
うはならないということもありました。

員から提案をされている例えば町有地を無償

今回も、実はそういう条件もあったもので

で貸与し、民間の力で、これはＰＦＩという

すから、特養の増設ということも選択肢の一

方法もあるのですけども、そういった手法

つでありました。

も、当然今後検討していくべきだというふう
に思っております。

しかし、これは同じ施設でありますから、
単純にそこに増やしていっても、介護保険料

やっぱり、これは財政的な問題含めて、

の問題が出てくる。

やっぱり何がいいのか、それからもっと言え

それから、どんどんどんどん入所が出てき

ば町内の経済の関係もありますから、それ仰

たときに、じゃあどんどんどんどん拡充をし

せのとおり、それは十分に検討をさせていた

ていくのですかというと、これはもうイタチ
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ごっこみたくなってしまう。ということで、

○福祉課長（堀井昭治君）

先ほども、申し上げたとおり、院長先生から

多床室と両方ございます。定員５６名という

一昨年のたしか９月だったと思いますけど

ことでやっております。

も、町長今の足寄の現状をどう考えています

○議長（吉田敏男君）

かということで問題提起がありまして、その

君。

中でいろんな相談をさせていただいたとき

○１２番（大久保優君）

に、まさしく今進めております医療、介護、

特老もそろそろ建てかえを頭に入れていかな

保健、福祉の連携システムをつくりたいとい

ければならないと思う。やはり今の特老では

うのは、そこなのです。

一部プライバシーを尊重されない場所もある

個室の部屋と、

１２番

大久保優

そういうことで、

その中の一つとして、先ほども答弁したと

のですよね。そういうこともありますし、や

おり、なかなか助成も含めてまだ光は見えて

はり、今、待機者が１００名とか５０名とか

ませんけども、ある意味お医者さんの判断

言ってましたけど、いろいろあちこちに、三

で、入退去を自由にできるような、今のとこ

つ股二股もかけてますからね、実際はその３

ろ、私どもは高齢者専用住宅と言っているの

分の１くらいかなと、私推測してるんです

ですけれども、そういうものができないかな

ね。

と。すなわちそこに入っている方は、介護保
険適用外の方です。

ただ、これからもし新しく新築するとき
も、今までも私はよく言っていたのですけ

１カ所にそういう方が住まいを確保できれ

ど、要するに、民間に託しなさい。そのほう

ば、訪問診療も容易にできる訪問看護もでき

が、効率のいい経営できますよと。それはよ

る、もっと言えば訪問リハビリもできると。

く私言っていることなのですよね。だから、

御案内のとおり、足寄町は広い町であります

そういうことも視野に入れながら、民間に委

から、今ホームヘルプサービスも、この沢に

託すれば、建設の補助も行政でやるよりたく

行ったら、次の介護者と出てきて、この沢だ

さん出れば、出るんですよね。民間のほう

よということになれば、非常に効率が悪いわ

が。そういうこともあるし、いわゆるもう少

けであります。

し人数を確保できるだろうと思うし、そのへ

そういったことも含めて、この連携システ
ム、なんとかしっかりと構築をして、目指す

んも踏まえながら、ホームを考えてみればと
今後思うのですよ。

ところは特養待機者ゼロ、もっと言えば安心

それで、先ほどグループ訪問の件言ってま

して足寄の町で最後まで暮らし続ける環境整

したけど、介護者のそういう施設をつくる

備をしたいと、いうことで進めておりますの

と、介護保険料が上がると。それはある程度

で、御理解をいただきたいというふうに思い

上がっても仕方ないと思うのですよ。

ます。

そういう弱い人達を守るための施設なので

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

すから。だから、逆に言えば、私も先ほど
１２番

大久保優

君。
○１２番（大久保優君）

言ったのですけれども、福祉の町に宣言して
はと言ってましたよね。やはり、この時代に

特老もそろそろ建

て直すことも考えて頭に入れておかなければ
ならない時期が来てますよね。

企業の誘致だとか、新しく会社を起こすなん
てまず考えられませんよね。
なら、介護の町に宣言して、そういう立場

今、２人一部屋になっているのですか、特

になった人は足寄で安心して住める町づくり

老は、そうですよね。そのところ、ちょっと

も一つの考えかな。そこで労働人口もふえる

大きいくらいですか。

し、生産の設備をつくれば、周りの企業もそ

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

れだけ潤うことだし、そういう一つの方策も
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いいんでないかなと思うんですがね。その辺

し、今、介護保険の改正がたしか平成２４年

どうですか。

目指していくというふうに思ってますから、

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

そこのところ、またあわせて、もちろん私に

福祉の町宣言とい

う、こういう御提言もいただきました。

限らず、十勝の町村会も含めて、保険の負担
についても、もう限界が来ているのではない

今のところその考えはございませんけど

かということもあって、国自体もお金がない

も、将来的には考えていくのも一つかなと

という状況でありますけれども、これはやっ

思っております。

ぱり必要な基本的な政策として、公費負担、

ただ、本当にこの福祉の関係、とりわけ介

税負担ということを税による公費負担ですよ

護の問題というのは、極めて難しいといいま

ね、ここをもう少し厚くしていかないと、受

すか、やっぱり一義的にいきますと、介護保

益者負担、受益者負担、これは原則というの

険料との関係があるんです。この今の介護保

はわかりますけれども、もうそろそろ限界に

険法の関係でいきますと、国民健康保険と違

きているんじゃないですかねという、こんな

いまして、実は一般会計から支援するという

御意見も申し上げているところでございま

ことができないのですよ。システム上。

す。

これは基金が造成されておりまして、お金

そんなことで、具体的な提案がありました

が足りなくなったら、原則は保険料で賄える

福祉の町の宣言については、ちょっと今のと

と。お金が足りなくなったらそこから借入を

ころ考えておりません。将来的には当然そう

起こせという、こういうシステムになってる

いうことも視野に入ってくるかなと思ってま

のですね。ですから、たしか一昨年でした

すので、ぜひ御理解をいただきたいというふ

か、私もちょっと当時の政権与党でありまし

うに思います。

た自民党の政策懇談会のときにお話をさせて
いただきました。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

この次の介護保険の改正があるときには、

１２番

大久保優

君。

やっぱりそういった地域地域によっては、高

○１２番（大久保優君）

齢率だとか、いろいろ違ってくるというよう

対象でない、中高年者のグループホームとい

に思いますから、地域によっては、例えば一

うのは、公営住宅みたいな制度ではできない

般会計からの助成といいますか、そういった

のですか。

介護度、介護者の

ことも可能になるような法改正も必要でない

その辺はどうなのですか。公営住宅の資金

ですかという、そういう問題提起もさせてい

みたいなもので、資金で、グループホームみ

ただいた経過もございます。

たいなものはできないのですか。要するに、

決して、介護保険料はお年寄りだけでなく
て、今４０歳以上の方に、今は平均でいきま
すと、うちは３,９２０円でしたか。３,７０

公営住宅をグループホーム化したような形で
できないんですかと聞いてるのですよ。
その辺の制度、適用になるのですか。どう

０円くらいですか。それがもう、先ほど申し

なのですか。

上げたとおり、２ユニット１８名の施設介護

○議長（吉田敏男君）

者の施設をつくって、そこが仮に満床になっ

○副町長（田中幸壽君）

た場合については、だまって１,０００円上

す。あくまでも公営住宅は、公営住宅法に基

がってしまうということなのですよね。そう

づいての入居基準がありまして、何点か申し

しますと、なかなか、今、いろんな部分で国

上げれば、最低個別に自分の家を持っていな

民健康保険という問題含めて、税負担がかな

い人だとか、所得階層で、例えば１０階層

り重くなってきているということもあります

あったら、下から三つくらい、下のほうの階
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答弁、副町長。
お答えをいたしま

層の方、要するに所得基準がありますので、

私は、「足寄を良くする会」が発行し、配

そういったことで、いろいろ賃貸契約もかな

付された可否について論ずる気持ちはありま

り難しくなっておりますので、ですから、も

せんが、友人ほか複数の町民から、「足寄は

し、単純に言って、自分の家があって、個別

産廃で埋もれてしまうのか」「放射能の廃棄

の個人の住宅があって、グループホームに

物も将来受け入れるのか」との問いかけと、

入って、公営住宅で。これが成り立たないん

時には詰問されるにつけ、この問題は、議会

です。あくまでも、絶対できませんので。私

に身を置く者として、また、町民のためにも

どもの考えている、いわゆる福祉住宅につい

黙止することにならないと考え、質問に至り

ては、公営住宅ではなくて、また別な厚労省

ました。答弁は町長みずから答えていただ

等々の補助もいろいろあるのですけれども、

き、町民が抱える不安を取り除いていただき

そういった制度の中で、つくっていくよりい

たいと思います。

たし方ないなということで、今のところ考え

また、質問に当たり、町に配付された「足

ておりますので、御理解のほどよろしくお願

寄を良くする会」の発行物を持参いたしまし

いしたいと思います。

た。書かれている内容を時には引用して質問

○議長（吉田敏男君）

１２番

大久保優

君。

することもあると思いますので、明快な御答
弁をお願いいたします。

○１２番（大久保優君）

わかりました。ど

うもありがとうございました。

させていただきましたが、調査によります

以上で終わります。
○議長（吉田敏男君）

このたびの質問に当たり、私なりに調査を
と、「足寄を良くする会」が問題としてい

これで、１２番、大

久保優君の一般質問を終わります。

る、芽登地区に設置された産業廃棄物最終処
理の「管理型最終処分場」は、平成１９年２

ちょっと、昼食には早いと思いますけれど
も、１時まで暫時休憩をいたします。

月に廃棄の処分業許可証を受けています。
産業廃棄物は、産業廃棄物処理法が昭和４

午前１１時５１分

休憩

５年の年に「廃棄物の処理及び清掃に関する

午後１３時００分

再開

法」として法制化されました。法制化されな

休憩を閉じ、会議を

い以前は、法がないために、産業廃棄物の不

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

法投棄、大気汚染、水質汚染が全国各地で多

午前に引き続き、一般質問を行います。

発し、汚染される周辺地域で暮らす住民の

１３番

方々の環境保全が侵される状況でした。この

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

議長のお許しをい

環境保全を守るために法令化された法令で

ただきましたので、通告書に従って、一般質

は、このたび問題になっている産廃物処理施

問をさせていただきます。

設の設置は、都道府県知事の許可と定められ

産業廃棄物問題について、ことしに入り２

ています。

月ごろから、私の自宅電話に、また、友人、

北海道は許可に当たり、国の法に重ねて、

知人宅を訪問したときに、「足寄の町が一大

平成１２年１１月１５日に制定した「北海道

産業廃棄物の町になるのは本当か」と問いか

における産廃物に係る指導指針」をもとに実

けられることが多くなりました。町民の皆さ

施していて、設置に当たり、施設から環境汚

んの産業廃棄物に対するにわかな高まりは、

染が発生しないよう、強化を図っているよう

どこに原因があるのだろうかと調べたとこ

です。

ろ、その発端は、「足寄を良くする会」が発

初めに、次のことを伺います。

行する配布物であることが判明いたしまし

一つ、廃棄物処理施設が芽登地区に設置さ

た。

れるまでの経過を説明ください。
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二つ、産業廃棄物処理施設が北海道から許

家庭等から排出される一般のごみは、一般

可されるまでの手順を、町民が理解できる範

廃棄物として、市町村に処理責任があるのに

囲で説明ください。

対しまして、産業廃棄物は排出事業者に処理

三つ、産業廃棄物処理施設の設置許可は北

責任があります。法的に取り扱いが異なるた

海道です。設置計画段階で、また、設置の申

め、産業廃棄物の廃棄に当たっては、市町村

請段階で、みずからの地域に産業廃棄物処理

等の一般廃棄物用の処理施設での処理、処分

施設が設置される市町村のかかわりが当然あ

をすることはできませんので、産業廃棄物を

ると考えます。一般的に市町村はどのような

処理、処分できる許可を受けた産業廃棄物処

役割があるのでしょうか。また、足寄町はど

理事業者へ、処理、処分を委託することと

のような役割を担われたのか伺います。

なっております。

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長

安久津

勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

次に、処分の定義についてですが、廃棄物
の種類により、あらゆる事業活動に伴うもの

高道議員の一般質

問にお答えをいたします。

と特定の事業活動に伴うものに分けられ、廃
棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類をいた

大きく分けて３点の質問ということでござ

します。

いますけれども、高道議員の前段のところで

産業廃棄物は、工場や事業所などの事業活

触れられておりました、「足寄を良くする

動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定め

会」で町民の皆さん方に配布をしている文

る２０種類と輸入された廃棄物となってお

書。私も非常に気になっているところがあり

り、さらには、特別管理産業廃棄物として、

ますから、冒頭、明確にひとつお答えをして

人の健康や生活環境に被害を与える恐れのあ

おきたいというふうに思うのは、これは大前

るものに分けられており、特別管理産業廃棄

提としてお答えをしておきたいと思いますの

物は、産業廃棄物処理基準とは別に基準が定

は、今回、芽登に設置許可がされ、開設され

められております。

た処分場には、産業廃棄物であっても、人の

一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物で

健康や生活環境に被害を与えるおそれのある

あり、家庭生活に伴って生じた廃棄物と事業

もの、直訳すれば、有害物質ですかね。こう

活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄

いうものは埋め立てできない施設ですから、

物に該当しない事業系一般廃棄物となってお

このことを明確に、まず冒頭、明らかにして

り、さらには、一般廃棄物であって、人の健

おきたいというふうに思います。

康や生活環境に被害を与えるおそれのあるも

以下、順次、議員の御質問にお答えをして
いきたいというふうに思います。

のは特別管理一般廃棄物として分類されま
す。

議員仰せのとおり、産業廃棄物の処理及び

次に、廃棄物を埋め立てする場合は、種類

清掃に関する法律は、昭和４５年の第６４回

に応じた最終処分場で埋め立てなければなり

臨時国会の、いわゆる公害国会において制定

ません。最終処分場の種類でありますが、一

がされました。その後、経済活動の拡大に伴

般廃棄物の最終処分場はすべての一般廃棄物

う廃棄物排出量の増大や深刻な最終処分場不

を埋め立てできるとなっており、産業廃棄物

足、不法投棄の社会問題化などの諸課題に対

は種類に応じて、安定型最終処分場と管理型

応するため、平成３年に大幅な改正が行わ

最終処分場及び遮断型最終処分場に区分され

れ、以降、社会情勢の変化に応じて、政省令

ております。

を含めて、頻繁に改正が行われております。

この分類において、産業廃棄物の施設を運

まず初めに、産業廃棄物の定義等について

営管理する産業廃棄物処理事業者とは、北海

御説明を申し上げます。

道が許可するものであり、芽登地区で設置さ
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れた最終処分場は安定型と管理型の併用と

村との公害防止協定を付するとなっておりま

なっており、管理型産業廃棄物最終処分場と

すが、法的な拘束はないとのことでございま

して許可されております。

した。

最終処分場では、技術上の基準を定める命

しかしながら、同意不要であっても、一般

令に適合した構造及び維持管理を行わなけれ

的な環境社会通念から、地域説明会を開催を

ばならず、安定型の構造は、埋め立て内部の

し、地域住民の健康確保並びに地域の環境保

雨水等排水設備及び浸透水の採取設備の設置

全を図るため、公害防止協定締結に向けた協

が基準でありますが、管理型は、遮水工とし

議をすることで指示をしたところでありま

て、構造、厚さ、透水係数などの基準に適合

す。

した二重構造とし、遮光性、不織布等の敷

地域説明会は、基本的には小川建設工業が

設、地下水集排水設備及び保有水等の集排水

実施し、町はあくまでも立ち会いとしての立

設備の設置、保有水の水量及び水質の変動を

場でありますが、地域住民への周知等は、町

調整する調整池の設置、維持管理計画に適合

で自治会回覧にて行い、平成１８年１１月９

が可能な構造の浸出液処理施設設備の設置が

日、平成１９年７月２６日、平成１９年１２

基準となっております。

月１６日、平成２１年５月２５日と合計４回

議員御質問の芽登地区に設置されるまでの

の説明会と、さらに平成１９年９月１５日に

経過についてでありますが、本別町小川建設

は、町有バスで芽登本町自治会による、白糠

工業株式会社が足寄町芽登２１３４番、２１

町管理型産業廃棄物最終処分場の視察を実施

３５番、２１３６番、２１３７番地の私有地

いたしました。

において、平成１８年９月に管理型産業廃棄

この間、町といたしましては、道内の管理

物最終処分場の建設計画として、事前協議書

型産業廃棄物最終処分場の調査として、砂川

案を当時の十勝支庁環境生活課に提出され、

市、美唄市、岩見沢市の３か所を平成１９年

その後、足寄町役場環境保全担当に報告がさ

８月１０日に調査をし、平成１９年１２月１

れました。本町といたしましては、産業廃棄

６日の地域説明会にて報告したところであり

物最終処分場についての対応は初めてのこと

ます。

であったため、その対応について、平成１８

北海道より、平成１９年１０月５日付け

年１０月２０日に十勝支庁環境生活課にて、

で、産業廃棄物処理施設事前協議書が小川建

担当者が御指導を受け、てんまつとして報告

設工業株式会社より提出され、受理をした旨

を受けておりました。

の通知を受け、足寄町から平成１９年１０月

当時のてんまつは、法人等情報などが含ま

１８日付けで、生活環境保全上の意見を十勝

れていることから、詳細は控えさせていただ

支庁長に提出しましたが、公害防止協定につ

きますが、事前協議書につきましては、北海

きましては、平成１９年１２月１６日の地域

道循環型社会形成の推進に関する条例第３６

説明会にて了承の上、平成１９年１２月１８

条に基づく事業計画書の提出等として、設置

日付けにて十勝支庁に提出をいたしました。

手順により作成することになっており、ま

また、地域より、周辺住民の健康確保並び

た、施設設置において、半径５００メートル

に地域の環境保全を図り、さらには地域貢献

以内に住居がある場合は、同意書を添付する

に関することを記載した内容にて協定締結案

こととなっておりますが、施設設置周辺には

がまとまったことから、足寄町芽登本町自治

住居がないことから、不要となっておりま

会、小川建設工業株式会社の三者協定書を平

す。

成１９年１２月１８日付けで締結をいたしま

また、設置を計画・設計後は、地元市町
村、地域住民へ説明し、さらには、地元市町

した。
事前協議書が提出されてからは、北海道に
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おきまして、事実上の基準の適合性に加え、

町の役割といたしましては、地域住民の健康

専門的知識を有する者からの意見聴取をする

と環境保全を図るため、処理によって発生す

廃棄物処理施設専門委員会により、おおむね

る公害を防止し、廃棄物の処理及び清掃に関

１年間協議され、平成２０年１０月３１日付

する法律、その他、関係法令及び公害防止協

けで事前協議終了の通知となり、平成２０年

定の定める事項を誠実かつ適正に遵守し、万

１１月１１日付けで、北海道が産業廃棄物処

全な措置を講ずることにより、地域住民の健

理施設の設置許可申請にかかわる工事及び縦

康の確保と環境保全することであると考えて

覧をし、本町でも縦覧依頼を受理し、平成２

おります。

０年１１月１４日から１２月１５日まで、経

地域の農業環境に配慮し、公害防止協定の

済課商工観光振興室窓口で縦覧を実施したと

内容には、運営作業時間の遵守や運搬収集道

ころであります。縦覧終了後は、北海道とし

路への飛散、または流出を防ぐとともに、安

て最終の審査を専門委員会にて実施をし、平

全運転の励行と、必要があれば、処理施設へ

成２１年３月１７日付けにて許可通知とな

の立ち入り、産業廃棄物の成分等や処理施設

り、平成２１年５月２５日、小川建設工業株

の排水について、事業主の負担により分析、

式会社から、自治会役員会にて、今後の工事

機関において検査を行い、その結果の報告を

への説明会を開催し、平成２１年６月８日に

求めることができることを定めておりますの

工事着工をいたしました。その後、十勝総合

で、今後は、北海道へ検査結果報告をし、対

振興局の実施検査を、平成２２年１１月１８

応を求めることといたします。

日に受検をし、平成２２年１２月１８日の竣
工式翌日から営業開始となっております。

以上、高道議員の一般質問に対しての答弁
といたしますので、御理解を賜りますようお

なお、最終許可された処理種類につきまし

願いを申し上げます。

ては、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物のふん

○議長（吉田敏男君）

尿、輸入された廃棄物を除く１６種類となっ
ております。

１３番

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

以上が設置までの経過となっております。

再質問を許します。
再質問をいたしま

す。

次に、北海道から許可されるまでの手順に

ただいま町長から、芽登における産業廃棄

ついては、施設建設する事業者は、設置を計

物最終処理場が設置されるまでの経過の答弁

画、設置後、事前に地元市町村、地域住民へ

をいただきました。答弁の中では、処分場の

施設設置について説明し、生活環境影響調査

計画中に、当時の十勝支庁へ職員を派遣させ

を実施及び必要書類の作成後も計画の周知・

て学習会をさせたり、また、道内の何カ所か

説明により理解を得ることとし、事業計画書

の有数の先進地廃棄物処理場へ、調査として

とする事前協議書を北海道に提出となりま

先進地研修も実施していることが明かされま

す。

した。そして、産業廃棄物業者におかれまし

提出後は、北海道にて、廃棄物処理施設専

ては、義務づけられておりますところの、地

門委員会により技術審査等を実施し、事前協

域住民に対する計画の説明。また、地域住民

議終了後に告示・縦覧され、生活環境保全上

が町のバスに乗って、先進地、既に建設され

の見知とする利害関係者の意見書提出と関係

ている廃棄物施設へ視察に行ったこともわか

市町村の意見提出後、最終の廃棄物処理施設

りました。

専門委員会での審査を経て、北海道知事の許
可となります。

そこで、産業廃棄物の最終処理場は、これ
は全国的な事例の中にあるのですけれども、

次に、産業廃棄物処理施設に関して、一般

平成１０年２月に岡山県長船町というところ

的な市町村のかかわりの御質問ですが、足寄

があって、そこが出資しまして、現在、備前
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市と合併した吉永町で計画したところの第三

価基準を制度化して、産廃施設の整備、ま

セクター方式の産業廃棄物最終処理場建設の

た、産廃を適正に処理している情報等を公開

是非を問う住民投票が、全国事例として、吉

するように産廃業者に義務づけられておりま

永町で行われまして、建設の中止になったわ

す。

けで、そういう事例が過去にあるわけですけ

それで、芽登地区に設置した会社にありま

れども、この芽登にある施設とは、この吉永

しても、情報公開しているが、公開された情

町の場合は、公共官用型の第三セクター方式

報に、芽登の処分場は地域還元型、地域還元

のところであるし、そういう最終処分場でも

機能を備えていると書かれているわけですけ

あるし、それから、今回の芽登は、設置され

れども、地域にどのように還元されているの

たものは、産廃業者の自社所有地に、自分の

か伺いたいと思います。

土地に設置した最終処分場とは趣は異にする

○議長（吉田敏男君）

のですけれども、そこで質問ですけれども、

勝彦君。

芽登地域に計画することに地域住民の反対は

○町長（安久津勝彦君）

どうだったのか。なかったのか、あったの

す。

か、まず伺いたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

安久津

お答えをいたしま

御質問の地域還元機能という部分、これ

答弁、町長

安久津

勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長

は、これからお答えすることとぴったり合う
かどうか、ちょっとわかりませんけれども、

お答えをいたしま

す。

私どもの三者協定も含めて、あるいは、地元
の自治会とのこれまでの連携の関係から推察

地域住民の方々の理解を得るための説明会

いたしますと、積極的に地域の町内会の行事

というのは、先ほど回答をさせていただいた

等にも参加をするですとか、これはまた、地

とおり、数回説明会が開催をされたと。その

域貢献の一環にもなるというふうに思います

中で、特に反対という意見はなかったという

けれども、道路の清掃をするだとか、あるい

報告を受けているところでございます。

は、もう既に、生活改善センターですかね、

ただ、数回の説明会の中では、地域的には

そこの前、周辺がぐちゃぐちゃなところを、

放牧酪農地域であるだとか、あるいは、当時

地域貢献の一環として、アスファルトを舗装

心配されたのは、カラス等が寄ってきて、

したとかという、そういうことかなというふ

ラップしているサイレージ等が突かれたり、

うに思っております。

いたずらされないのかという、こんな心配と

既に、開設以降、そういう具体的な地域と

いうか、疑問点が出されたという経過はある

の連携の下、いろんな貢献事業もしていただ

というふうには聞いておりますけれども、先

いているというふうにはお聞きをしておりま

ほども説明いたしましたとおり、先進地の視

す。

察等を含めて、そして、この管理型の処分場

以上でございます。

のすべてをきちんと埋め立てをし、管理をし

○議長（吉田敏男君）

ていくのだということの説明を受けて、地元

君。

としても、最終的に了となったということで

○１３番（高道洋子君）

報告を受けております。

会」の発行された文書によりますと、足寄町

以上でございます。

では議会にも報告されずと書かれている文面

○議長（吉田敏男君）

１３番

高道洋子

君。
○１３番（高道洋子君）

１３番

高道洋子

「足寄を良くする

を見まして、複数の町民から、足寄の議会は
何をぼやぼやしているのかと、議会に対する

わかりました。

痛烈な批判も、私自身受けました。

環境省は、平成１７年４月に産廃処理の評

そういうこともあって、個人業者の施設で
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はあるとは言いながら、議会報告への義務は

しっかりされておりますし、もっと言えば、

必要なかったのか。そこら辺、伺いたいので

手元にもあるのですけれども、これは北海道

すが。

が縦覧告示をするわけでありますけれども、

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長

安久津

勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

これは北海道新聞の平成２０年１１月１５日
付けの新聞でありますけれども、ここに、足

お答えをいたしま

す。

寄に予定の産廃処理施設、許可申請書の縦覧
告示ということで、こういう記事も実は出て

議会に何ら報告もなくということ、その文

おるのですよ。それで、これは北海道が許可

書は私も見ております。先ほどの高道議員の

権者ですから、北海道がやる。先ほど申し上

発言にも本州の三セクでというお話の紹介も

げたとおり、地元の足寄町にも、足寄町の担

ございました。そこは住民投票までやってと

当窓口で縦覧をしてくださいという、そうい

いうお話もございました。

う依頼がありまして、この記事にも、十勝支

今回の施設は、ひとつ御理解をいただきた

庁と足寄町役場で縦覧できるという記事も書

いのは、周知の中で、しかも法で認められて

いていただいている。ですから、決して、後

いる産廃処理の業を行うということ。それか

ろめたいことを何かこそこそやっているだと

ら、許可権者が北海道であるということを含

か、そういうことは一切ございませんし、そ

めて、もっと言えば、足寄町が、例えば、企

ういう意味では、何でこの時期にという思

業誘致でそこに誘致をしただとか、あるい

い。逆に言えば、私が持っているということ

は、もっと言えば、設置業者の方から、設置

も事実でございます。

をするための何らかの支援を求められただと

以上でございます。

か、そういったことは一切ございません。

○議長（吉田敏男君）

そこで、これは議会の報告義務はどうなの
かということでございますけれども、私は義

１３番

高道洋子

君。
○１３番（高道洋子君）

わかりました。

務的にはないというふうに思っております。

せめて、個人的な意見としましては、所管

もっと言えば、報告した方がよりよかったの

の委員会の長にだけでも報告してほしかった

かなという、そんな思いも、変な誤解を受け

なという思いはあります。

ないためにも、そのことはした方がよかった

それで、処分場の設置に関しまして、芽登

のかなという、そんな思いも実はありますけ

自治会さんと業者さんと町の三者協定を行っ

れども、しかし、これは議決事項でも何でも

たと、町長、先ほど答弁がございましたけれ

ありませんし、もっと言えば、そのことに

ども、それは、もっと具体的にあれば、御答

よって、また生ずる、すなわち個人が事業と

弁いただきたいのですが。

して営業をすることに対して、公的機関がそ

○議長（吉田敏男君）

のことを何らかの規制をするだとか、そう

す。

暫時休憩をいたしま

いったことは、これはやるべき、むしろそう

午後

１時３３分

休憩

いうことは、つながるようなことは、もっと

午後

１時３５分

再開

言えば、やるべきではないという考え方もあ

○議長（吉田敏男君）

るのかな、そんな思いもしております。

再開をいたします。

それから、もっと言えば、あの文章で行き

答弁、町長

休憩を閉じ、会議を

安久津勝彦君。

ますと、何か町が積極的に動いただとか、あ

○町長（安久津勝彦君）

るいは、こそこそやっているようなふうにも

容について御説明をさせていただきます。

三者協定の主な内

取れるような表現もありますけれども、御案

まず、この処理施設で処理する種類をう

内のとおり、この施設については新聞報道も

たっております。それから、運搬車両に関す
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ること。先ほども少し、お答えの中にも触れ

まらず、町民にとっても大変な負担になる

られておりましたけれども、運搬時間の問題

と。このようなことが発生したときに、一体

ですとか、それから、飛散をさせないですと

どこが責任を持ち、対処するのか伺いたいの

か、そういう関係。それから、施設の管理報

ですが。

告に関すること。これは公害防止協定に基づ

○議長（吉田敏男君）

いて、町なり、あるいは、地域の自治会の方

勝彦君。

で要請をした場合については、管理状況を業

○町長（安久津勝彦君）

者は報告しなければいけないというような内

す。

答弁、町長

安久津

お答えをいたしま

容。さらには、地域環境対策に関することと

まず、一般的に会社が倒産等をした場合に

いうことで、万が一、処理場の周辺に関する

つきましては、いわゆる破産手続等々、これ

環境の問題で、何か目に付くところ等がある

は間違いなく、この処理場は、ある意味、財

場合については、先ほど申し上げたことと同

産でありますから、破産管財人が設定をされ

様、町なり、あるいは地域の方々から、この

て、当然、会社を整理するために処分をする

点、改善してくれというような申し出をする

ということに、そういう手続に入るのだろう

ことができる。さらには、業者は実証するの

というふうに思っております。

だよというような中身。それともう一つは、

これは、新たにつくるということであれ

最後に、地域貢献に関することということ

ば、正確な数字はつかめておりませんけれど

で、これは、処理施設周辺の環境整備、さら

も、新聞報道等によりますと、約６億ぐらい

には、地域との交流、さらには、これも先ほ

の投資をして、この処理場を造ったというこ

どお答えしましたけれども、社会的貢献に資

とでありますから、万が一、近いうちに、例

することというようなこと。さらには、地域

えば、来月なり、会社が何らかの事情で倒産

コミュニティ、すなわち自治会活動にもみず

したという場合については、当然、破産管財

からが参加をし、地域とともに活動をするの

人が選定をされて、競売手続等々に入ってく

だと、こういう中身が三者協定の内容でござ

るのだろうというふうに思っております。

います。

それと、もう一つあるのは、これは参考ま

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

でにでありますけれども、埋立地の関係につ
１３番

高道洋子

君。
○１３番（高道洋子君）

きましては、これは維持管理積立金という、
こういうことも義務づけられているようでご

わかりました。

ざいます。これは、いわば、埋め立て処分が

このようなことがあってはならないことな

終了後、わかりやすく言えば、いっぱいに

のですけれども、もし万が一、会社経営が思

なったと。いっぱいになった後も、これは数

わしくなって閉鎖したとき。これは全国的な

年間、水質管理をしなければいけませんか

例としてもあるのですけれども、事業者の役

ら、これがまさしく議員が仰せのとおり、例

員が酒酔い運転で有罪判決を受けまして、都

えば、だれも管理する人がいなくなったらど

道府県の産業廃棄物処理事業の欠格要件に該

うするのだという、この心配事だというふう

当したとして、会社が閉鎖した実例が全国的

に思いますけれども、これは、基本的には事

な例としてあるそうです。

業者が積み立てをするわけでありますけれど

このようなことが万が一発生しましたとき

も、これが仮に、その事業者が何らかの形で

には、ほかの施設と異なって、ダイオキシン

撤退をするということになれば、このお金は

とか汚染が発生する危険性が十分、素人判断

新たにこの施設を承継する人に、このお金も

で考えられるのですけれども、この産業廃棄

引き継がれるのだということになっているよ

物処理場が放置されると、周辺住民にはとど

うでございますから、その心配はないのかな
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というふうに思っております。

勝彦君。

ただ、昨年でしたか、たまたま、これはこ
の処分場の処理施設とは全く関係ありません

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。

けれども、実は、苫小牧の方でしたか、テレ

冒頭の産業廃棄物の定義でもお答えをいた

ビでやっていましたけれど、ドラム缶に入っ

しましたけれども、我々が日常生活をしてい

ている有害物質が、業者がどこかに行ってし

く上で、これは、一般生活をしていく上での

まって、これは財産価値も何もないところな

排出されるごみ、さらには経済活動を行って

のですけれど、放置がされていたと。それ

どうしても出てくるごみ、これがすなわち産

が、ドラム缶が腐食をして、その有害物質が

業廃棄物でございます。一番の理想は、ごみ

流れ出てきたと。これは北海道が代執行で、

がゼロというのが一番の理想でありますけれ

北海道の費用で処理をしている場面がテレビ

ども、これはもうあり得ないことだというふ

で放映されておりました。ですから、本当

うに思っております。

に、先ほど申し上げた、一般的な会社の整理

そこで何をしなければいけないかという

手続だとか、そんなことも含めて、通常はそ

と、まさしく、この出てくるごみの処理を適

うなるのですけれども、仮に何もなくなって

切に管理をしていくこと。これが私も策定し

しまったときに、いよいよそうなったとき、

ている総合計画にも合致することだというふ

どうするかというと、これは、やっぱり許可

うに思っているところでございます。今、三

権者の北海道が一定の対応をすることになる

町で設置しております一般廃棄物の処分場で

のだろうと。これは、また法的に言えば、代

も、防水シートをちゃんと敷いて、必ず水質

執行という形の中でやるのだろうというふう

検査は定期的にやっているということでござ

に思っております。

います。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ですから、また繰り返しになりますけれど
１３番

高道洋子

君。
○１３番（高道洋子君）

も、今回設置された処分場についても、先ほ
ど申し上げたとおり、有害物質、まず、直接

最後の質問になり

的にそこに埋め立てをする廃棄物について

ますけれども、足寄町は、第５次総合計画の

は、有害物質は含まれていないと。まさし

中で、土地利用計画は、豊かな自然と共生し

く、今、大問題になっております放射性廃棄

ながら、安心して暮らせる、快適な町づくり

物はもちろんのことでありますけれども、そ

を目指すと計画されております。

ういったものは埋め立てできる施設ではない

全国的に過疎化の町のイメージとしまして

ということであります。

は、田舎はごみ捨て場としか利用価値がない

しかし、埋設をしていくわけでありますか

のではないかという、過疎の町に暮らす住民

ら、一般の土地の処分場の一般ごみの処理場

の思いがあったりしまして、足寄の町の土地

と同じように、長年にわたって地下水の検査

計画も全国のイメージと変わらないものにな

はしっかりし、将来的にも問題がないように

るのかと心配する、そういう町民の方もいる

ということで、監視をしていくというような

し、私も心配するところです。

ことになってございます。

今後の足寄の土地計画は、第５次総合計画

なお、これは参考まででありますけれど

に基づく、豊かな自然と共生しながら安心し

も、この処分場が、わかりやすく言うと、

て暮らせる、快適な町づくりを目指す努力を

いっぱいになった場合、これは他の例であり

どうなされるのか、最後に伺いたいと思いま

ますけれども、跡地については公園化がされ

す。

ただとか、そんな事例も聞いております。少

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長

安久津

なくとも途中で投げ出したり、管理する者が
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いなくなるというようなことについては、権

によって、見返りとして足寄町が受ける恩恵

限は限られてはおりますけれども、やはり地

は何か。

元の自治体としても、そこら辺の関係につい

２、処分場には、第Ⅰ期埋立地とあるが、

ては、しっかりと監視も含めて、地元の自治

一体何期まで増設していく予定なのかを、町

会とも連携を取りながら、しっかりとした対

は把握しているのか。

応をしていきたいというふうに考えておりま

３、足寄町が業者と交わした協定書の中

すので御理解をいただきたいというふうに思

に、取り扱う２１種類の産廃の一つとして、

います。

輸入された廃棄物とあるが、どのようなもの

以上でございます。

か。

○議長（吉田敏男君）

１３番

高道洋子

君。

４、産廃処分場を町民のため、だけのもの
とし、町外の物を入れないようにする対策を

○１３番（高道洋子君）

今、町長の方か

ら、しっかり監視をしていきたい。そして、
地元自治会ともしっかり話し合っていきたい

取るべきと考えるが、そのための努力はでき
ないか。
以上について、お尋ねします。

というお話が、最後、答弁がございましたの

○議長（吉田敏男君）

で、地元の自治会、また、町、それから、業

勝彦君。

者、この三者の連携をしっかりとして、監視

○町長（安久津勝彦君）

ということも入れまして、町民が心配しない

お答えする前に、前段のところで、北海道か

形で進んでいきたいと思いますのでよろしく

ら指導が来る前に、町が率先して芽登本町自

お願いします。

治会と業者間の連絡役となり、その建設を助

以上です。

けている。これはどういう根拠でおっしゃら

○議長（吉田敏男君）

これにて、１３番

議員の一般質問に

ただいた後に、答弁をさせていただきたいと

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

安久津

れているのか。まず、そのことをお聞かせい

高道洋子君の一般質問を終わります。
次に、９番

答弁、町長

いうふうに思います。

通告に従いまし

て、一般質問を行います。

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

君。

産業廃棄物の最終処分場を足寄町民しか利
用できないようにすることについて。

○９番（矢野利恵子君）

これについては、

詳しい経緯を知りたいと言ったところ、矢野

昨年１２月１８日に、本別の業者が、足寄

さんがあんなビラをまいたから、その経緯に

町芽登地区に開業した産業廃棄物の最終処分

ついては、町長権限で教えることはできない

場は、北海道から指導が来る以前に、町が率

と、そう言われて、情報公開条例に基づいて

先して芽登本町自治会と業者の間の連絡役と

情報開示の請求をし、頂いたこの文書の中に

なり、その建設を助けている。迷惑施設とも

入っていたことです。

呼ばれる、この処分場をつくることに協力し
たことは、町民の理解を得られていない。

それで、これによると、北海道から正式に
来たのは平成１９年１０月５日、産業廃棄物

また、「全道から産業廃棄物を集める町で

処理施設事前協議書、十勝支庁より事前協議

生産されたものは食べられない」という風評

書の提出通知文書が来たと。この意見書を２

被害が起こる不安もある。議会にも報告はな

１日以内に提出したと来た。ところが足寄町

く、不透明な部分が多いことから、次のこと

では、平成１８年１０月２０日に、十勝支庁

を聞く。

に話し合いをこちらから行っている。向こう

１、町外からも広く産業廃棄物を集めると

から来たわけではない。こちらからわざわざ

いう、だれもが嫌がる施設を受け入れること

協議をしに行っている。ここから、そのよう
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なことを言ったわけです。それについて何か
言いたいことがあるのなら、言ってもらいた
いと思います。
○議長（吉田敏男君）

な問題にも発展する可能性もございます。
それから、さらにまた、町独自で施設の建
設計画の考えもございませんので、御理解を

答弁、町長

安久津

勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

賜りますようお願いを申し上げます。
以上で、矢野議員の一般質問に対しての答

矢野議員の一般質

問にお答えをいたします。

弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

先ほど反問させていただいた関係につきま

９番

再質問を許します。

矢野利恵子君。

しては、先ほど高道議員に時系列的にお答え

○９番（矢野利恵子君）

をしたとおりでございますので、ちょっと誤

恩恵は全くない。それで、税収について増加

解をされているのかなという。ぜひ整理をし

はある。これの増加というのは、一体どれく

ていただければなというふうに思います。

らいの増加があるのかなと、参考までにお答

それでは、矢野議員の一般質問にお答えを
いたします。

えいただきたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

まず、見返りとして足寄町が受ける恩恵の

最初に、見返りや

答弁、町長

安久津

勝彦君。

御質問ですが、見返りや恩恵についてはござ

○町長（安久津勝彦君）

いません。ただし、税収等における増加はあ

これは守秘義務に規定する範疇でございます

るというふうに考えているところでございま

ので、お答えをすることはできません。

す。

税額については、

以上でございます。

次の、何期まで増設していくかについてで

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

ありますが、これは事業者が決めることで、

君。

町が把握するのではないと考えているところ

○９番（矢野利恵子君）

でございます。

い。税収についても、守秘義務だから答えら

見返りが全くな

次に、輸入された廃棄物についての御質問

れないと。答えられないことづくしで、私も

ですが、これは公害防止協定に含まれている

これから何を聞いていいのかも困ってしまう

わけでありますけれども、この公害防止協定

のですけれども、町民の間では、やはり

は事前協議中に締結したものでございまし

ちょっと疑っていることがある。私はそんな

て、そこに記載している、処理内容は、管理

ことはないと思うのだけれども、ここでぜ

型産業廃棄物最終処分場として処理できる最

ひ、町長に宣言していただきたい。私は町長

大限の内容であり、最終許可の処分種類内

を信じていますから、裏取引はなかったとい

容、これは北海道から許可があった内容、こ

うふうに、そういうふうに思っている町民の

れは１６種類になっておりますので、これは

方が多いものだから、私も町長を信じている

先ほど高道議員へお答えした内容のとおりで

ので、なかったということを、ここで宣言し

ございまして、輸入廃棄物の処理は含まれて

ていただきたい。

おりません。

○議長（吉田敏男君）

次に、産業廃棄物処分場の利用について、

○町長（安久津勝彦君）

はい。
少なくとも、そう

町民だけの利用との御質問ですが、この施設

いった問題というのは、これは、まして本会

は民間事業者の運営している施設ですので、

議の場ですよ。そんなことが町民の皆さんの

お答えをすることはできませんし、まして

中であるのですか。

や、場合によっては、営業妨害につながりか

あるのだとしたら、矢野議員も議員なわけ

ねないことでございますので、これは、仮に

ですから、公人なわけですから、そういった

そんなことをするということになれば、法的

ことを、この場でそのことを宣言するとかし
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ないとか、それ以前の問題ではないですか。

○議長（吉田敏男君）

それこそ犯罪にかかわることではないです

再開をいたします。

か。今、言われたことは。

休憩を閉じ、会議を

先ほど、町長からの反問権の行使がござい

いかがでしょうか。どんなお考えで質問さ
れていますか。

ました。その関係につきまして、これは個人
の名誉、あるいは、業者の関係についての名

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

君。

誉もありますけれども、そういったことにつ
いて、矢野議員の方から発言をお願いをいた

○９番（矢野利恵子君）

それはこんな考え

からです。

します。
それから、発言のときには、議長の許可を

○議長（吉田敏男君）

それは、どうゆうこ

とですか。

得て発言をするようにひとつお願いをいたし
ます。

○９番（矢野利恵子君）

これは情報公開条

例に基づいて。

９番

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

○町長（安久津勝彦君）

これは真っ黒に塗

あなたは住民の方

りつぶされてはいるけれども、私は町長を信

がと言っているのでしょう。それはちゃんと

じているので、この中身について、本当に知

答えてください。それは情報公開で出した書

られて悪いようなことは書いていない。詳し

類ではないの。

い中身について教えていただけたらありがた

○９番（矢野利恵子君）

そうですよ。

いです。

○町長（安久津勝彦君）

そうしたら、あな

○議長（吉田敏男君）

今、お答えを聞いて

たがそう思っているということかい。住民で

おりましたけれども、内容的には、町長の反

はなくて。

問に対するお答えにはなっていないというこ

○９番（矢野利恵子君）

違います。私が

思っているのはこれです。住民は違うことを
思っていると思いますけれど、私はこれで
思っています。

とでありますから、もう一度、お答えをいた
だきたいと存じます。
９番

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

○町長（安久津勝彦君）

どういうことか

ちゃんとしてくださいと言っているのです
よ。

何回言っても同じ

です。私が言っているのはこれです。
裏はないと私は信じているので、それで、
こんなふうに渡されてはいるけれども、町長

○９番（矢野利恵子君）

ですから、今、言

を信じているので、公共機関対公共機関との

おうとしているのですよ。この真っ黒に塗り

話し合いなので、ここで言えると信じていま

つぶされたやつです。この真っ黒に塗りつぶ

すのでお知らせください。（発言する者あ

されたやつは一体何かと言ったら、足寄町と

り）

十勝支庁が話し合った内容、対個人と話し

○議長（吉田敏男君）

合った内容ではない、公の機関対機関が話し

す。

暫時休憩をいたしま

合ったことを、なぜここまでしなければなら

午後

２時１３分

休憩

ないのか。

午後

２時１４分

再開

それについて、何の裏取引もないと言う。
これが裏と言うのではないのですか。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

暫時休憩をいたしま

す。

今の発言でありますけれども、質問に答え
ていないということと、そういったことであ

午後

１時５７分

休憩

りますから、議事録を精査をしたいというふ

午後

２時１１分

再開

うに思っております。
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そのために、若干の休憩をいたしたいと存
じます。

○議長（吉田敏男君）

だから、いま一度申

し上げます。

とりあえず１５分間。２時半再開といたし
ます。

町民の間ではやはり疑っている部分がある
のですと。そして、この裏取引の部分も、矢

午後

２時１５分

休憩

野さんがおっしゃっている意味合いというの

午後

３時１７分

再開

は、どういうことを指して、そのことを言っ

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

ているのかと。
ただ、情報公開条例の、今、手元にある、

大変長い時間経過をさせてしまいました。
申し訳なく思っております。

そのことだけではないはずなのですよ。そう
いったことを含めて、矢野議員のお答えはお

ただいま、ペーパーをそれぞれお配りをい
たしました。

答えになっていないのですよ、実は。だか
ら、ちゃんとお答えになるような答えをして

矢野さんの質問の中に、矢野さんも既に
ペーパーが行っていると思いますけれども、

ください。
９番

矢野利恵子君。

質問の中に、町民の間ではやはり疑っている

○９番（矢野利恵子君）

ことがあります。そして、裏取引という話も

じことです。これが答えなのに、一体何を言

出てまいりました。これに対する意味合いも

えというのか、私には全くわからない。何を

含めて、町長の方も反問権を行使して、私も

言いたいのだろう。はっきりと私はこれだと

議長として、それを許しております。

言っているのに、そして、それに対して答え

何度聞かれても同

その中で、町長の反問の中では、こういっ

てほしいと言っているのに、一体私に何を言

た疑っているということが、本当に町民の皆

わせたいのかなと。期待に答えて言いたいけ

さんにあるのですかということを言われてお

れども、でも、うそをついてもしようがない

ります。

から、言えないことを、思ってもいないこと

そういったことも含めて、いま一度、矢野

は言えないので。思っていることしか言えな

議員に、これらに対する正確なお答えを求め

い。このことです。

たいと思います。

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

答弁、町長

安久津

勝彦君。
何度言われても同

じことです。裏取引というのはこのことで

○町長（安久津勝彦君）

これは何ぼやり取

りをしても。

す。そして、裏取引、そんなに大したことは

ただ、これを読んでいただければ、矢野さ

ないはずだから、ちゃんとみんなの前で言え

ん、御自分で言われたことが、このペーパー

るはずだから、それを言ってもらいたい。そ

に出ている、そのことを何も言っていないの

のことを言っています。

ですよ。

○議長（吉田敏男君）

もう一度。今のはす

べてに答えていませんから。もう少し。
９番

間ではやはり疑っていることがある。裏取り

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

私が言っているのは、矢野さんが、町民の
はなかったか。それで、矢野さんは、私は信

ここにもあるよう

じていますよ。それで、明確にここで、町長

に、町長に宣言して、私は町長を信じている

はそんなことはないということで宣言をして

から、ここまで言っているのですよね。裏取

くださいと、そのことはどこにも出ていませ

引はなかった。そして、裏取引というもので

んよ。

はないから、これはここでは言えるはずだか

それで、私が反問したのは何かというと、

ら言ってほしい。そのように言っています。

本当に町民の間でそんなことがあるのです
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か。これは矢野さんも議員であり、公人です

９番矢野議員さんの産業廃棄物の最終処理

よ。それが、この本会議の場で、私に対し

場についての一般質問の最初に、説明を受け

て、明確に宣言しなさいとか、そういう問題

た後に、町長の方から、議長を通し反問がご

の以前の問題ではないですか。それこそ、裏

ざいました。皆さん、その経過、文章等でも

取引とか何とかということであれば、犯罪に

配付しました。また、お聞きだと存じます。

かかわることではないですかということで、

その中で、議会運営委員会として、どのよ

私はあなたに反問したのです。
○議長（吉田敏男君）

９番

うな形で、もう一度、皆さんに説明をし、執
矢野利恵子

君。

行者と、いわば質問者にきっちりと精査をか
けさせていただこうということで、まず、町

○９番（矢野利恵子君）

そうしたら、裏取

長の方への答弁をお願いしたいということ

引という言葉は使ったけれども、ほかの言葉

は、矢野議員が、足寄町では、平成１８年１

は使っていないし、そして、よくわからない

０月２０日に、十勝支庁に話し合いにこちら

ようだから、このことだというふうに説明を

からわざわざ行って、建設の手助けをしたと

加えた。その前にはこのことを言っていない

いう経過が、矢野議員から説明されておりま

と言うけれども、わからないようだから、こ

す。それを答弁の方でしてあげていただきた

れをつけ加えたのですよね。ちゃんと説明す

いと思います。

るために。わかりましたか。このことについ

また、矢野議員の答弁をお願いしたいもう

て、お答え願いたいと思います。（発言する

１点は、町民の間ではやはり疑っていると。

者あり）

多くの町民がこの裏取引ということに対し

○議長（吉田敏男君）

今、お話がありまし

て、疑ってはいるのが事実だということで、

たように、それぞれの立場的な問題もござい

矢野議員に対して、裏取引という、町民の人

まして、議論というものが全く平行線になっ

が複数、たくさん、裏取引をしていると疑っ

てきております。その段階で、議論をこれ以

ているということに対しての具体的な説明を

上どうしたらいいかと、ちょっと迷うところ

していただきたいと。ペーパーではなくて、

でありますけれども、いま一度、この議論を

具体的な説明をしていただきたいということ

正確に整理をかけないと、次に進めないとい

を、今、議会運営委員会の中で協議をさせて

うような状況もございます。そういった意味

いただき、これからの一般質問の進行に、支

で、議会運営委員会の開催を願いたいと存じ

障のなき協議をさせていただきました。

ます。（発言する者あり）

以上で、議会運営委員会の協議の結果の報

午後

３時２３分

休憩

告をさせていただきます。

午後

３時５２分

再開

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開いたします。
報告を願います。

答弁、町長

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

員会委員長の報告を終わります。
ここで、町長に答弁を求めます。

議会運営委員会委員長から、会議の結果の
４番

これで、議会運営委

今、議運の委員長

から御指摘の部分、答弁をさせていただきた
何度も本当に皆さん

いというふうに思います。

方には、議員ほか、執行者、また、傍聴者の

先ほどの高道議員のときに、明確にお答え

方には、中断をさせていただきまして申しわ

をしたわけでありますけれども、まず、経過

けございません。

から行きますと、平成１８年９月、たしか９

ただいまの議会運営委員会の協議の結果の
説明をさせていただきたいと思います。

月４日だったと思いますけれども、十勝振興
局の方に、業者の方から事前協議書案が提出
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されたと。その後に、私どもの方に、業者の

とに決定をいたしました。

方から、事前協議書案を提出したということ

本日はこれで延会をいたします。

でお見えになったということでございます。

次回の会議は、３月１７日、午前１０時か

それを受けて、私どもの担当者の方から、
町としても初めての対応になることから、具

ら開会をいたしたいと存じます。
大変御苦労様でございます。

体的な対応について、平成１８年１０月２０
日に、こちらの方から、担当者が当時の十勝
支庁の環境生活課に出向き、いろいろと協
議、指導を受けてきたということでございま
す。
ですから、支庁から何の指示も何もないの
に、足寄町が率先して便宜を図っただとか、
そういうことではありませんので、ぜひ御理
解をいただきたいというふうに思います。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

次に、矢野議員の方

から、発言をお願いをいたします。
今の議運の委員長が申し上げましたことを
しっかりとらえていただいて、発言をいただ
きたいと存じます。
９番

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

これは、町民の間

では、こんなふうに積極的に動くのは何かが
ある。でも、何かはわからない。裏だから。
何かとは一体何だろう。そんな何かなんてな
いだろうということで、信じているから、そ
んなことはない。町民に秘密にすることはな
いということを言ってほしいということで
言っただけです。
以上です。
◎

延会宣告

○議長（吉田敏男君）

一般質問続行中であ

りますけれども、ここで皆さん方にお諮りを
いたしたいと存じます。
本日の会議は、これで延会にしたいと思い
ます。
これに御異議ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、本日は、これで延会にするこ
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午後

３時５８分

延会

