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一

午前１０時０５分

開会

では３,０００円ぐらいというようなこと
で、平均いたしますと５,５９８円というよ

◎

開会宣告

○委員長（高橋幸雄君）

うな金額になってございます。

おはようございま

す。

足寄町の場合８,０００円ということで、
これも十勝管内で見ますと、高い方から３番

ただいまから委員会を開会をいたします。

目というような状況になってございます。

本日は、５番木村委員の質疑に対する答弁
から始めます。

いるところなのですけれども、やはり銃を持

答弁。経済課長。
○経済課長（渡辺俊一君）

ハンターの方たちに有害駆除をお願いして
つという部分では非常にいろいろな経費がか

お答えいたしま

す。まず一つ目、ハンターの数でございます

かりまして、年間でも結構な経費がかかると
いうようなことになっております。

が、猟友会の足寄支部の会員数でございます

そんなような状況でございますけれども、

けれども、現在８３名となってございます。

そういった部分でハンターさんたちの負担も

平成２１年度では５６名ということで、今

結構あるというような状況ではございますけ

年度罠の免許を取っていただいた方が２８名

れども、負担も大きいという部分でいきます

おりまして、その方達が入っていただいたと

と妥当な金額がどのぐらいの金額がいいのか

いうようなことで、今年度は８３名に増えて

というのはなかなか判断しづらいところであ

いるというような状況となってございます。

りますけれども、管内の状況などを見ます

それから、報償費の件でございますけれど

と、当面は今の６,０００円プラス２,０００

も、本町ではエゾシカの駆除に報償費を払っ

円ということで８,０００円というようなと

ておりまして、１頭あたり６,０００円と

ころでよいのではないのかなというような気

なってございます。

がしております。

そのほかに、シカ策の運営協議会というの

今後はシカの駆除にハンターさんたちの苦

がございまして、そこからも１頭当たり２,

労が非常に大変で、８,０００円ぐらいの金

０００円を支給していただいているというこ

額ではなかなか大変なのですよというような

とで、合わせますと、シカ１頭を駆除いたし

ことであれば、またその時点で検討させてい

ますと８,０００円というようなことになっ

ただきたいなというように考えております。

てございます。

以上でございます。

管内の状況を見ますと、自治体から支払わ

○５番（木村明雄君）

わかりました。

れている報奨金につきましては高いところで

エゾシカによる足寄町の農林被害額は平成

１万円、それから安いところでは２,０００

１０年度は１億３,５００万円、１８年度が

円というような状況でございます。

１億７,９００万円、２１年度が１億３,７０

足寄町は高いほうから３番目というような
状況になってございます。

０万円という形の中で被害金額は１０年前に
戻ったところかなと、そんなふうに思ってい

そのほか、農協等が独自に支出をしている

るところでございます。

町もございまして、それも高いところで３,

それからまた、平成１０年度は捕獲数なの

０００円ぐらいから、安いところでは５００

だけれども、これについては１０年度が２,

円ぐらいというようなことになっておりま

２２５頭、１８年が１,３３７頭、２１年度

す。

が１,５８１頭ということになっている。こ

合計しますと、自治体からと、それから農
協等から支給されているものを合わせまして

れについては、少し増えてきているのかなと
いう気がいたします。

みますと、高いところで１万円、安いところ
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国庫補助そして道費補助、町費補助、個人

負担、そして畜産振興、１３款鳥獣被害、あ

識・経験を有するお医者さんの作成した診断

らゆる対策事業を展開し、実施し、シカ防護

書が必要になるということでございます。

策、これを足寄町内、金網を町内６６６キロ

それからあと、銃弾ロッカーの火薬類の管

にも張りめぐらし、２３億円もの膨大な費用

理帳簿ということで、各個人ごとに銃の弾の

をかけての大事業にもかかわらず、被害額が

ロッカーというのが必要となっておりますけ

それほど減らない。捕獲数が年を追うごとに

れども、その火薬ですとか、雷管等の管理帳

増えているのはなぜなのか。

簿を備えつけて、記録をして３年間保存をす

また、ハンターにおいても高齢化が進み減
少している中で、新しいハンターの養成に力

るということが義務づけられたというような
ことがございます。

を入れなければならないということもあろう
かと思います。

それからあと、射撃技能講習を受けなけれ
ばならないと。実技試験を受けなければなら

そこで、昨年の１２月、銃刀法の改正にあ
り所持許可テストを受けるのにも難関になっ

ないというような主な改善点ということでこ
ういうような中身になってございます。

たと、そんなことを言われております。

銃刀法がだんだん厳しくなっていく原因と

それからまた、健康診断を受けるにしても

いうのは、やはり銃を使った事件がいろいろ

難しくなったと、そんなことを言われている

と起きておりますので、そういったものが起

わけですが、これからテストを受けようとす

きるたびに規制が少しずつ厳しくなっていく

るものが難しくなったから断念をするという

というような状況となっております。

ことも考えられるのかなと思うわけなのです

以上でございます。

けれども、そこで現行とどこがどう変わった

○委員長（高橋幸雄君）

のか、どうしてこういうふうになったのか、

○５番（木村明雄君）

その辺をお尋ねをしたいと思います。

道内においても、エゾジカが急増している

○委員長（高橋幸雄君）

と。これは、このごろ本当に深刻な問題に

暫時休憩いたしま

す。

５番。
わかりました。北海

なっております。
午前１０時１２分

休憩

２０１０年の５月３０日、道、それから、

午前１０時２４分

再開

森林監理局、猟友会１９団体で構成する全道

休憩を閉じ、会議

エゾシカ協議会が設立され、エゾシカの推定

○委員長（高橋幸雄君）
を再開いたします。

頭数は現在、北海道で５２万頭以上、６２万

答弁、経済課長。
○経済課長（渡辺俊一君）

頭とも言われております。
お待たせいたし

これは北海道の飼育している牛の頭数より

ました。平成２１年１２月４日に銃刀法の改

も多くなってきていると、そんなことも言わ

正がございまして、主な変更の内容でござい

れております。

ますけれども、ひとつは更新期間の変更とい

農林業被害が１０年ぶりに４０億円を突破

うことで更新の期間が許可の有効期限を満了

し、交通事故も増加の一途をたどり、甚大な

する日、これは誕生日なのですけれども、そ

被害をもたらしていると言われ、道議会とし

れの２カ月前から１カ月前の間ということで

ても深刻に受けとめ、捕獲のために自衛隊の

期間が短くなったということが一つございま

協力要請を求めたと。

す。

防衛省の捕獲したエゾシカの輸送や、ヘリ

それから医師の診断書ということで、申請

コプターでの情報収集等、前向きな協力態勢

に添付する医師の診断書の内容が変わりまし

をしていくということを言われております。

て、精神科、心療内科それから神経内科やメ

この辺については、これから先に向けて期

ンタルクリニック、そういったところの知

待するところでございますけれども、昨年の
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９月２日、真下紀子道議が十勝入りをし、エ

タールあります。これも昭和５４年に道指定

ゾシカ農林被害対策調査を足寄町と本別町で

保護区があります。

行っております。

そして３つ目。これは雌阿寒地区国有林に

これについては、どのような調査だったの

５３４ヘクタールあります。これは、５８年

か、どのような考え方をお持ちでこれから進

に道指定保護区という形で保護区になってお

もうとしているのか、その辺聞いていて分か

ります。

るとするならばお尋ねをしたいと思います。
○委員長（高橋幸雄君）

答弁。安久津町

長。

これらの面積を合わせると、４,３２０ヘ
クタールにもなり、エゾシカにとってはハン
ターの来ない安全で安心な指定保護区で、エ

○答弁（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

ゾシカが悠々とそこで繁殖をし、増え続け、

す。道議がお見えになって、私が対応させて

そしてこの農林被害をもたらしているのでは

いただきました。

ないかと、私はそう考えるわけでございま

調査の内容につきましては、被害の状況あ

す。

るいは捕獲頭数の駆除頭数の関係等々、資料

道も、そしてまた足寄町も真剣にエゾジカ

をすべてお出しをいたして我が町のシカさく

被害対策に力を入れるとするならば、足寄町

の設置状況等も説明をしながら、これでよし

の指定保護区、これについてこれだけの北海

とはならないと。それはなぜかと言うと、議

道が、そして各町村が鳥獣被害対策に真剣に

員仰せのとおり被害額が減っていないという

取り組んでいる、この時期さなかに話として

こともあって、これは全道的な喫緊の課題だ

ハンターは保護区に入り、エゾシカを捕獲し

ということで、まさしく私のほうからも、こ

たら罰せられますということになります。

れはある意味人災に近いよというようなこと

これは保護区に入って、鉄砲を撃って、そ

も率直に申し上げさせていただいて、ぜひ道

してシカを殺したということになれば、これ

議の立場で道議会の中でもより具体的な駆除

は当然違反だということになります。

の方法も含めて、私の考え方も御説明をさせ

これだけ金をかけながら、なぜこのような

ていただいて取り組みをいただきたいという

ことになるのか。私はそう思うわけで。私は

ことでお願いをしてきたところでございま

腑に落ちない、理解ができない、納得がいか

す。

ない。

以上でございます。

本当にこんなことでいいのかと、私は思う

○委員長（高橋幸雄君）
○５番（木村明雄）

５番。

わけでございます。

わかりました。

これは大きな矛盾点であり、または片手落

それからもう一つ、これは少し前にも私は

ちな考えではないのかと。これは今の時代に

何かの形の中で質問したかなと、そんなふう

そぐうしていないと、私はそう思うわけでご

に思っているわけでございますが、納得のい

ざいます。

く答えはいただけなかったということで、再
質問ということになります。

私はこの北海道が指定をした、我が町のこ
れらの、この三つの保護区に対し、即刻指定

その頃はまだ、こんなに道としても前向き

鳥獣保護区解除または解放を求めたいと存じ

な形の中で進んではいなかったのではないの

ますが、町長の所見を伺います。

かな、そんなふうに思うわけでございますけ

○委員長（高橋幸雄君）

れども、まずは中足寄地区に７３ヘクタール

長。

の昭和５１年に道指定鳥獣保護区がありま

○町長（安久津勝彦君）

す。

す。有害鳥獣の被害が甚大なものになってい

２番目に九州大学演習林３,７１３ヘク

答弁。安久津町
お答えをいたしま

るということで、議員仰せのことも十分理解
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をできるわけでありますけれども、ただ一方

に思います。

で御理解をいただかなければいけないのは、

以上でこざいます

なぜこの保護区というものが設置をされてい

○委員長（高橋幸雄君）

るか。

○４番（井脇昌美君）

他に。４番。
節の負担金、補助金

やはりこれは、私ども人間と自然界に生存

および交付金のところで、１３５ページの民

する動物等々との、いかにして共存していく

有林造林事業の補助金ということで、非常に

のかと。もっと言えば、絶滅危惧種なんてい

これはある意味において私は大きな金額で、

うこともあるわけでありますから。

評価を私個人的にはしているところなのです

ですから基本的には町内に何カ所か保護区

けれども、この１,９４５万１,０００円とい

も設定されている、それは希少動物の、例え

うのは、面積と単価はまずどうなっています

ばシマフクロウですとか、そういう生息地に

かね。補助に対する面積と単価です。

ついては保護区の指定ということになってい

○委員長（高橋幸雄君）

るというようなことでございますから、ここ

長。

のところはもちろん甚大な被害をこうむって

○経済課長（渡辺俊一君）

いるという事実もありますけれども、しか

をいただきました民有林造林事業の補助金

し、そしたらすべて自由にできるのかという

１,９４５万１,０００円の内容でございます

と、これはそうはならないということもあり

けれども、民有林造林事業の中で人工造林と

ますから、このところはやはり議員に限ら

いうことで、造林につきましては面積といた

ず、被害を受けている方々も含めて、そのこ

しましては１１５ヘクタールとなってござい

とに対する理解も深めていかなければ行けな

ます。

いことだなというふうに思っているところで
ございます。

答弁。渡辺経済課
ただいま御質問

それで、金額が１,１２８万６,０００円と
なっております。

それから、九大の話も出ていましたけれど

それから下刈りでございますが、全刈りの

も、九大の演習林の中につきましては協議を

２回刈りですね。これが１９９ヘクタール。

しながら、この間も何回か駆除をしておりま

それから、全刈りの１回刈り、これが１５２

す。

ヘクタールとなってございます。それから筋

それから、今年度内においては、昨年の１

刈りの２回刈り、これが４３ヘクタールでご

１月から１２月にかけて駆除を九大のほうの

ざいます。それから筋刈りの１回刈りが６ヘ

御理解もいただきながら駆除を実施しており

クタールということで、面積は４００ヘク

まして、８４頭駆除をしたという実績になっ

タールとなります。

てございます。

金額が、下刈りの金額が５９６万５,００

いずれにしても、片一方だけが良ければい

０円となってございます。

いということにはなりませんので、これから

それから、除間伐でございますけれども、

もこの全道に生息しているシカの頭数を減ら

これについては１００ヘクタールということ

さなければならないという、適正規模が何頭

で金額が１６０万円となっております。

なのかというと、この間の私の記憶では北海

それから、搬出集積ということで、これに

道が言っているのは２０数万頭というような

つきましては２０ヘクタールということでご

お話しも聞いたように記憶していますけれど

ざいまして、金額は６０万円ということに

も、いずれにしてもあまりにも頭数が増えす

なってございましてトータルで１,９４５万

ぎているのだという認識でありますから、今

１,０００円の補助金額というようになって

後も努力をしてまいりたいというふうに思い

おります。

ますので、御理解をいただきたいというふう
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以上でございます。

○委員長（高橋幸雄君）
○４番（井脇昌美君）

４番。

て、町で、これは非常になかなかできないこ

わかりました。そこ

となのです。

の中で人工林の１１５ヘクタールに対する、

実は、国が決めた、この課長も触れていま

いわば算出された新しい、いわば造林の補助

した３ヘクタール以上の主伐された後には補

事業としての面積は分かったのですけれど

助金を出さないと、これはもう山はどんどん

も、その単価はどうなっていますかね。それ

荒れていく、山の実態の分からない人が決め

と、それを出したここ２年、３年の推移で植

た補助制度ですから。非常にこれで町ももち

栽の完了しているものと、これから新年度の

ろんですし、森林組合さんももちろんです

新植栽の１１５ヘクタール人工林の、算出し

し、森づくりセンターに行ってもこのことに

たできれば根拠、特に道との森林組合を経由

頭悩んでいるのですよ。

しての道との植栽の補助のあり方、また、特

非常に山の分からない人が補助だとか、法

に苗木の問題もそこの裏にはかかわっている

を決めるという如実に恐ろしい、とんでもな

ものですから、その辺をちょっとお聞きした

い山が荒れていくということを如実にあらわ

いのですけど、根拠はどのような根拠で今年

れた、ここ２、３年間の現象なのです。

度の１１５ヘクタールを出されたか、ちょっ

これもう少しで変わると思いますけれど、

とその辺をお聞きしたいと思います。

非常に町が北の森づくり、いわば補助に対し

○委員長（高橋幸雄君）

て１１万円を見ているというのは、これでは

答弁。渡辺経済課

長。

全然足りないんです。

○経済課長（渡辺俊一君）

１１５ヘクター

相当本人がまだまだ負担が強いられるので

ルの内訳でございますけれども、６２ヘク

すけれど、これをできれば本当に予算の限ら

タールが単価が８万８,０００円となってご

れた中ですから、私も先ほど言ったように評

ざいます。それから、残りの５３ヘクタール

価はしているのですけれど、もっと何とかこ

が単価が１１万円となってございまして、単

のことの国が、いわば理解できないところ

価の違う部分については、３ヘクタール以上

を、この足寄町、林業の町だけに無立木地の

の伐採跡地の再造林というようなことで、北

解消等々も含めた中で補助というものを少し

海道の２１世紀北の森づくり事業の採択を受

でも膨らませていただきたいと思うのですけ

けられないものについては、単価を１１万円

れど、その方はどうですかね。

ということで金額を上げて補助をしていると
いう形になってございます。

限られた予算の中で、これが大きな１,９
００万円というのは大きいのですけれど、こ

それから、今回この１１５ヘクタールの面

れはすべて新植だけじゃないのです、これ実

積でございますけれども、これにつきまして

は。すべて草刈りから何からの費用も入って

は平成２３年度に造林を、植林を行うとい

いるのですけれど、まだまだそういうところ

う、そういう希望の方を森林組合で募集をか

を見ると、明年度も含めた中で拡大していっ

けてというか、そういう要望のある方達をと

てあげて欲しいものだなと思うのですけれ

りまとめをして１１５ヘクタールという面積

ど、その辺どうですかね。

になっております。

○委員長（高橋幸雄君）

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
○４番（井脇昌美君）

答弁。安久津町

長。
４番。

○町長（安久津勝彦君）

わかりました。ここ

お答えをいたしま

す。

で私もわかったのですけれども、今質問にき

過日の高橋議員の御質問の中にも一定程度

ちんと答えていただいたのですけれども、北

触れさせていただきましたけれども、やはり

の森づくり、補助金という中で１１万を出し

我が町の林というのはやっぱり基幹産業の大

― 6 ―

事な部分だというふうに思っておりますか

休憩いたします。

ら、これまでも十勝管内においても足寄町の

１１時に開会いたします。

助成というのはかなり助成をしているところ

午前１０時４７分

休憩

だというふうに自負もしておりますけれど

午前１０時５８分

再開

も、しかし議員も仰せのとおり、現実として

○委員長（高橋幸雄君）

はやはり無立木地帯が広がってきているとい

を再開いたします。

休憩を閉じ、会議

うようなこともありますから、これは当然国

答弁。渡辺経済課長。

なり、あるいは道のそういった制度、これは

○経済課長（渡辺俊一君）

もちろん一義的には活用していくということ

の方の人数を８３人ということでお答えして

と、合わせて、これはやはり常に現状を見な

おりましたが、そのうち農家の方については

がら場合によっては町の単独助成の拡大とい

５１名の方が農家の方でハンターをやられて

うことも十分検討をしていかなければならな

いるということでございます。

いというふうには思っております。

先ほど、猟友会

それから、移動式の囲いわなでございます

ただ、先ほど申し上げたとおり高橋議員の

けれども、これは有害鳥獣被害対策協議会が

御質問にもお答えをいたしましたけれども、

実証試験ということで行っているものでござ

今考えているのはとりわけカラマツでいけ

いまして、ある程度広い面積のところに大き

ば、今の状況でいきますと、これは取り組み

なわなを仕掛けて、その中にえさを置いてお

の仕方によってはそれこそ雇用の拡大にもつ

いて、入口１箇所があって、そこからえさを

ながる、あるいは４０年５０年サイクルでい

食べにシカが入ってきたところで入口を閉じ

けば無限の資源化ということも可能だという

ると。そういうような比較的大きなわなの実

こともありますから、これは全体の循環とい

証試験を行っております。

いますか、循環をさせられるような取り組み
をぜひやっていくべきだなというふうに思っ

平成２０年から行っておりまして、平成２
０年には上足寄で行っています。

ておりますので、そういう点でその中でも含

このときには人家から遠くて、電気だとか

めて対応していくべきだというふうに私自身

電波の問題だとか、入口を閉じるのが電波で

は思っていますので、御理解をいただきたい

止めたりだとか、電気で止めたりするもので

なというふうに思います。

すから、そういった部分があまりいい条件の

以上でございます。

ところでなかったものですから、上足寄で

○委員長（高橋幸雄君）

他にありません

か。

やったときには捕獲はできなかったというこ
とでございます。

２番。
○２番（榊原深雪君）

それから、平成２１年には稲牛で行ってお
野生鳥獣対策事業の

ります。

ことでまたお伺いしたいと思います。

このときには、１回だけですけれども、６

被害は甚大ということで、木村議員のお話
にもありましたけれども、移動式囲いわなの

頭が囲いわなの中に入って捕獲ができたとい
うことでございます。

捕獲の補助金が出ておりますが、これは中に

平成２２年についても稲牛で行っておりま

２２年度では農家の方がどれぐらい受けられ

すけれども、えさなどを入れてやってみたの

たのかということと、２３年度は何名分を予

ですが、ことしは雪が少なかったというよう

定されているのかということと、駆除ハン

なこともあって、なかなか囲い罠の中には

ターの中で農家の方が何名ぐらいいらっしゃ

入ってこなかったというようなことで、こと

るかということをお伺いいたします。

しについてはまた１頭も取れていないという

○委員長（高橋幸雄君）

ようなことでございます。

答弁調整のため、
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囲いわなはその一つを異動させて実証試験

りますが、この金額、低い高いは置いておい

をやっているというようなことで、３年目と

て、補助内容がここに書かれております。商

いうような実態となってございます。

工会事務局の人件費とか、敬老商品券の印刷

それから、括りわなについては、ことし２

経費とか、シーニックバイウェイ足寄マップ

８名の方が罠の免許を取られましたので、こ

の作成というふうに書いてありますが、ここ

れから４月以降、多分農家の方が多いですか

でまずシーニックバイウェイ経費ということ

ら、シカの通り道だとか、そういうようなと

で、これは前の議会でも何回か説明は受けて

ころに括りわなをかけて捕獲を行うというよ

おりましたが、十勝管内を何個かのブロック

うなことで、括り罠についてはこれからとい

に分けて、進んで幕別と大変進んでバイウェ

うようなことになってございます。

イ計画事業が進んでいるとことは進んでい

以上でございます。

る。しかし、足寄地域にあってはまだ過程に

○委員長（高橋幸雄君）
○２番（榊原深雪君）

２番。

ある、まだこれからだというふうにお聞きし

今、お聞きしました

ておりますが、この事業の実態、経過につい

ように、こういった補助金を生かして農家の

て伺いたいと思います。

方にも自衛策ということで取り組んでいって

○委員長（高橋幸雄君）

いただきたいなと思ってこの質問をしたわけ

長。

です。

○経済課長（渡辺俊一君）

よろしく、これからもお願いいたします。
○委員長（高橋幸雄君）

他にありません

か。

答弁、渡辺経済課
シーニックバイ

ウェイの経費でございますけれども、シー
ニックバイウェイにつきましては、十勝管内
三つのルートに分かれておりまして、足寄町

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

は十勝平野山麓ルートということで、新得・

次に進みます。

清水・鹿追・士幌・上士幌と足寄町というこ

林道維持管理費。

とで６町で構成をしながら進めているところ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

でございます。

林道新設改良費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

運営をしていただいております。

町有林管理費。

補助金でございますけれども、経費といた

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

足寄町では、商工会が事務局ということで

しましては２０万円の経費の中、その半分の

水源林造林事業

費。

１０万円を町からの補助という形にしており
ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

２３年については、２２年も行っているの

○委員長（高橋幸雄君）１３８ページ、商工

ですけれども、道の駅の周辺の花壇の整備、

費に入ります。

そういったものの計画をしております。そう

商工振興費。

いう経費でございます。

１３番。
○１３番（高道洋子君）

今年度については、先ほども言いましたよ
商工費のところで

伺いたいと思います。

うに道の駅周辺の花壇の整備、それからルー
トの中での統一看板を設置しようということ

最初に、商工振興費ということで、２３年

で、高速道路のインターチェンジの入口付近

の予算説明書のほうを今見ているのですけれ

にこの十勝平野山麓ルートということで、

ども、５０ページを見ておりますが、この中

シーニックバイウェイの看板を設置してござ

で足寄町商工会補助金として１,４００万強

います。

のお金が補助金として商工会のほうに出てお
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以上でございます。

○委員長（高橋幸雄君）
○１３番（高道洋子君）

１３番。

以上でございます。

シーニックバイ

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

ウェイというこのネーミングからして、なか

○１３番（高道洋子君）

まだ事業そのもの

なか町民の皆さん全員にはなじみが薄い事業

も名称もまだ一部の関係者しか認識していな

でございます。

いのではないかなと、まだですね、段階とし

よく私も聞かれたりするのですけれども、
これは観光街道を、例えばつくって、外から

て。これをもっと積極的に進めていただきた
いと思う次第です。

の人を町外の人を案内して観光街道という

それから次に、商業振興対策事業補助金と

か、見せるところをつくって、そういうふう

いうことでここに明記されておりますが、こ

にしている町村もあるということで、そうい

の事業についてまず、ここにも説明書にも書

うふうに説明するのですけれども、やっぱり

いてはありますが、少額の金額ではあります

今公共事業が冷え切って一つの第二の公共事

が事業の概要について説明願います。

業と言っていいのか、そういう意味合いもあ

○委員長（高橋幸雄君）

るのではないかなと思うものですから、もう

長。

少し力を入れて、もっと積極的に町民にもＰ

○経済課長（渡辺俊一君）

Ｒし、理解を求めながらもっと積極的に進め

業の補助金２５万円の関係でございますけれ

られないものかと思うのですが、広報ＰＲ、

ども、これは商工会が取り組む事業の中で農

それから、予算化につけても１０万円では足

商連携ということで特産品の開発ですとか、

りないのではないかなと思いますが、どうで

そういう事業を実施をしていきたいというこ

しょうか。

とが一つでございます。

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、渡辺経済課

長。
○経済課長（渡辺俊一君）

答弁、渡辺経済課
商業振興対策事

それからもう一つ、高齢者サービス強化対
策調査事業ということで、これについては買

まだシーニック

い物弱者ということで、町の中の商店をなか

バイウェイという名称がなかなか親しみづら

なか利用できない高齢者の方たち、そういっ

いというか、まだあまり浸透していない名称

た人たちがだんだんふえてきているというよ

なのかなというふうに思っておりますが、や

うなことで、そういう方たちに対するサービ

はりこの６町でルートをつくって、そのルー

スをどう今後進めていったらいいのかという

トの中でいろいろな景観ですとか、見て歩く

ことで、ことし調査を行うということの事業

のにいいような観光ルートをつくっていこう

になってございます。この２点でございま

ということで進めております。

す。

そういった意味で、足寄町の場合、高速道

以上でございます。

路ができて車の流れも変わったというような

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

こともございまして、そういった部分で国道

○１３番（高道洋子君）

わかりました。こ

２４１号線の方が少し交通量が減ってきてい

れは商工振興対策ということで商工業振興と

る部分もあるのかなというふうに思っており

ともに活性化させていくというねらいがあろ

ます。

うかと思うのですけれども、商工振興の活性

そういった部分で６町で連携を図りながら

化のための補助金としては２５万円というの

今後もシーニックバイウェイのＰＲ、それか

はいかがなものかなというふうに思います。

ら町民にも親しまれれるような道にしていく

今や本当に買い物難民という人たちも沢

ということで取り組みを進めていきたいと思

山、実際に、独居老人とか、また、高齢世

いますので、よろしくお願いをしたいと思い

帯、それから車のない人、そういう人たちが

ます。

今本当にふえる一方で、人ごとではないので
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すけれどもそういう人たちの弱者救済という

ん方あるいは青年部の方とも話をするのです

か、対策費も含まれているとするならば、こ

けれども、一例をちょっと紹介させていただ

の２５万円という、調査費という今説明があ

きますと、ある意味お父さんなのかおじいさ

りましたけれども、もう少ししっかりとした

んなのかわかりませんけれども、とりわけ若

予算計上をしていかなければならないのでは

い人と話しているのは、やっぱり昔にといい

ないかなというふうに、この予算書を見て感

ますか、原点に返るということも必要ではな

じるものです。

いのかと。要するに、大型店舗と価格競争を

そこで伺いますが、冷え切っている現状、

したってこれは正直言って現実問題としては

商工で帯広のお友達なんかも遊びに来るとき

太刀打ちできないだろうと。しかし、議員仰

に、本別の方から入ってきまして国道はす

せのとおり買い物弱者といいますか、こうい

かっと広くなって、中に一歩入ると商店街が

う方も現実いらっしゃるわけであります。

凄く暗くて、もちろん高齢化しているという

そうしますと、昔の商店というのはどうい

小さい商店街は、それもありますけれども、

うことをやっていたのかというと、やっぱり

本当に暗くて冷え切っているという感想を漏

平たく言えば御用聞きをやっていましたよ

らすのですね、うちに来たときに。

ね。要するに、あした何か必要なものないで

ですから、これを何とかどういうふうにし

すかというようなことで。

ていくつもりなのというふうな意見交換なん

ですから、私はそのことが一つの大きなヒ

かもするわけですけれども、町長は今後、当

ントではないのか。ただ、昔はそれこそ貸し

選した暁にはこの町の商工振興活性化に向け

売りみたいな形にしていて代金は年末払いな

てどういうお考えがあるか、また、どうしよ

んて、こんなことにはならないと思いますけ

うと思っているのか、お聞かせ願いたいと思

れども、しかし本当に御用聞きをやってい

います。

く。ですから、店舗にお客さんを待って品ぞ

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

ろえをしておくというのも当然一つの方法か
というふうに思いますけれども、しかし、先

お答えをいたしま

ほど申し上げたとおり価格競争という部分で

す。私が当選するかどうかはちょっとわかり

いけばなかなか厳しいということもあります

ませんからあれですけど、そのことは別にし

から、だから私はざっくばらんに店舗にはそ

て議員仰せのとおり、町の商店街、これは

んなにもたくさん置かないで、それこそ前の

やっぱり今の時代背景といいますか、大型店

日、あるいは前々日あたりに要望を聞いて、

舗の進出があったり、あるいは車社会であっ

そして品物をそろえてお届けをするというこ

たりということもあって、我が町も御多分に

と、これも一つのヒントでないですかという

漏れず、なかなかの商業者、もっと言えば公

話、そんなことをざっくばらんな話もさせて

共事業も減っていますから工業者も含めて、

いただいているところでございます。

要するに一くくりにしますと商工業をめぐる

それから、予算措置の関係でありますけれ

状況というのは極めて厳しい状況がずっと続

ども、先ほどのシーニックバイウェイもそう

いているところでございます。

でありますし、これは知恵の出しようによっ

そこで議員仰せのとおり、これはやっぱり
知恵を出し合いながらいかに活性化を図って

ては面白い展開も期待できるのかなという、
そんな思いもしております。

いくのかということでありますけれども、こ

そういう意味では、もちろん行政の指導力

れがなかなか現実問題としては難しいという

ということももちろん問われるのかもしれま

こともあるわけでございます。

せんけれども、やっぱり一番寛容なのはこれ

非公式な場面でいろいろな商工会の役員さ

にかかわる方々たちが、要するに民の力、こ
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このところの活用をしていかないと展望は正

ますが、何か考えたらどうかというお話をよ

直言って開けないのだろうなというふうに

く聞きます。

思っています。

近隣町村が何か大きくやっているせいもあ

そういう意味では活動状況を見ながら、今

るのかもしれませんけれども、冬のイベント

回は少額ではありますけれども、一応要望に

の何かアイデア開催についてはどのように思

そういう申請が上がってきましたから、それ

うでしょうか。

は協議をする中で、今回の予算計上をさせて

○委員長（高橋幸雄君）

いただいている２５万円という少額ではあり

長。

ますけれども、計上をさせていただいてい

○町長（安久津勝彦君）

る。ある意味これは第一歩なのかなという、

す。まず前段の商業の活性化にかかわって、

そんな思いもしております。

町のかかわりといいますか、もっと積極的に

今後の展開によっては、当然議会とも相談

答弁。安久津町
お答えをいたしま

というお話でございます。

をさせていただきながら、必要な支援という

これは常に情報交換をしながら当然、担当

ものは当然していくべきなのかなと、そんな

もいるわけありますから、これはしっかりと

認識でおりますので御理解いただきたいとい

そこの連携をさらに強化をしていきたいなと

うふうに思います。

いうふうに思っております。

以上でございます。

ただ、町職員も担当もいますけれども、な

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

かなか専門知識、営業のことも含めて、なか

○１３番（高道洋子君）

第一歩という御答

なかそこまでしっかり兼ね備えた職員を配置

弁を聞きましたので、本当にこれをスタート

できるかというと、なかなか厳しい部分もあ

に活性化をしていっていただきたいなと、そ

ります。

の支援をしていただきたいと思うわけです。

これはそれこそいろいろなソフト事業もあ

この支援も、行政が入って経済的な支援の

るわけでありますから、そういった情報提供

ほかにアイデアの提供とか、それから体力支

等々も含めて、しっかりと商工会の方とのふ

援とかいろいろあろうかと思いますけれど

だんからの連携強化につきるのかなと、そん

も、例えば商工会の補助金を１,４５６万３,

な思いもしておりますので、それはまた引き

０００円を例えば丸投げとは申しませんけれ

続きしっかりとやっていきたいというふうに

ども、それを予算計上したから自分たちで

思っております。

使ってくれという方式もあろうかとも思いま

それから冬のイベントのお話もございまし

すけれども、やはり担当者がアイデアとかそ

た。なかなか我が町は冬のイベントというの

れを力強くリードしていくという、そういう

は現状ないという状況であります。

こともお金だけでなくて、そういう支援が今

フリーズランドというのも民間の有志の方

一番求められているのではないかなとも思う

がやって、一部町の方で補助をしてきたとい

わけです。

う経過もありますけれども、これも諸般の事

ですから、そういう力を丸投げ方式ではな

情によって中止になってしまって、取りやめ

く、丸投げとは言いませんけれども、もっと

になってしまったということで、以降、最近

積極的にかかわってほしいなと思うわけで

は冬の大きな事業というのはありません。

す。

それから、これまた螺湾の方でも冬まつり

それと、よくみんなの話題の中に、町の人

ということで、まさしく地域の努力でやって

の話題の中に冬のイベントを、町の中をムー

いたのですけれども、これもやっぱりいろい

ドを明るくするために冬のイベントも、前は

ろな諸般の事情があって中止というようなこ

氷まつりのようなあったようにも聞いており

とでございます。
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お隣の町、陸別町は本当にもう今や全国的

勉強・研修会をするとか、そういうところに

に有名になった冬のフェスティバルというよ

も今後使っていただきたいなと思うわけで

うなことも、しばれフェスティバルというよ

す。

うなことの大きな事業もやっております。

研修会の開催については、どうでしょう

隣の本別町は雪あかりナイトということ

か。

で、ことしはもう人口の数だけ本別町長は例

○委員長（高橋幸雄君）

のアイスキャンドルをつくるんだということ

長。

を言っておりましたけれども、人口以上のア

○町長（安久津勝彦君）

イスキャンドルをつくった結果としてできた

す。研修会あるいは講演会等々も含めて、決

ようであります。

してこの予算の費目に限らず、いろいろなと

答弁。安久津町
お答えをいたしま

これらの取り組みというのは、やっぱり一

ころでそういった部分というのは開催もされ

番の中心となるべきは、当然民間の活力だな

ておりますし、それから、この間、いろいろ

というふうに思っているところでございま

な事業で、例えば、今足寄の町内の動きでい

す。

きますと、農家民泊の関係なんかについて

これは、我が町において夏の間は屋台村と

も、国の補助事業を使いながら農家民泊でい

いうようなところの取り組みも始まって、２

きますと全国的に有名は「安心院」というと

年続けてやったんでしょうかね。ですから、

ころがあるのですけれども、そこに視察に

こういった動きというのは本当に私どもも期

行ったり、あるいはそこから具体的にそこの

待をするところでありますし、議員仰せのと

指導者に来ていただいて講演会を開催したり

おりそれこそ商工会とは言いませんけれど

だとか、そういった動きも実はしているとい

も、冬のそういったような取り組みも仮に出

うようなことでございます。

てくるのだとすれば、当然町の方としても必

議員仰せのとおり、これからもそういった

要な支援は惜しまずしていくべきだというふ

こちらから行くとなるとなかなか何人かで行

うに思っておりますので、御理解をいただき

くと経費もかなりかかると。しかし、先駆的

たいというふうに思います。

な取り組みをしているところの方々をお招き

以上でございます。

をしてじっくりお話を聞くというのも有効な

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

手段だというふうに思っておりますから、そ

○１３番（高道洋子君）

わかりました。商

れはそれぞれの中で開催をする、もっと言え

工会の補助金なのですけれども、大半が人件

ば町もある意味積極的にかかわっていくと言

費とも聞いておりますので、なかなか商工会

うようなことでやっていくべきだというふう

そのものがイベントを組んだり、そういうソ

に思いますので、御理解をいただきたいなと

フト事業というのはなかなか難しいのかなと

いうふうに思います。

いう思いもありますが、先ほど言った商業振

以上でございます。

興対策事業補助金の中で、例えば、いかに商

○委員長（高橋幸雄君）

店街を活性化、元気にさせるための、例えば

か。

全道的にも全国的にもそういう大成功した町

他にありません

１３番。

内会とか、商店街とか、そういうところがあ

○１３番（高道洋子君）

るならばその人を呼んで研修会とするとか、

経費のところに入るのかもしれませんけれど

それは限られた予算の中で商工会あたりはも

も、螺湾の方面にくまげらさんがあって、そ

しできなければ、活性化補助金、対策事業補

の手前に丸太小屋がありますね。物産館で過

助金、こういうのを使って、そういう研修会

去に使っていたと思うのですけれども、あそ

を設けて商工店主やら、我々消費者も一緒に

こをこの間通りまして見ましたら、何も使わ
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次の観光振興管理

れていないし、まだ冬のせいか老朽化してい

がみて、もう少し時間をいただいていずれに

くあのままにしておけば。過去の新聞記事

しましても、あそこにはもうトイレが既に開

で、それをオンネトーに移すのだということ

発さんの方で用意をされていて、一定の除雪

が大きく新聞記事として見たことが過去に

センターもあったり、待機場所にもなってお

あったのですけれども、あの処分については

りますので、そういったことを含めて今後対

今後どのように考えているのか、ただ置いて

応について協議をしてまいりたいと思います

おくだけでは立派な丸太小屋というかウッド

ので、今しばらく時間をいただきたいと思い

ですね、丸太でできた立派なおうちなもので

ます。

すから、高かったと思うのですが、今後どの
ようにしていく方針なのか伺います。
○委員長（高橋幸雄君）

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

１３番に申し上げ

他に。

４番。

ますが、まだ商工振興費、観光費の中でただ

○４番（井脇昌美君）

いまの質疑答弁いただきたいと思うのです

ネトー野営場管理ということで委託している

が、よろしいでしょうか。

のでしょうけど、管理業務の、いわば委託さ

委託料のことでオン

○１３番（高道洋子君）

款で。商工費で。

れている内容を細かくちょっと説明をしてい

○委員長（高橋幸雄君）

観光費でお願いし

ただければありがたいです。

たいなと思いまして。観光費の予算で。

２０７万８,０００円委託料支払われてい

よろしいでしょうか。商工費あとございま
せんか。商工振興費。

るのですが、そこのことについてです。
○委員長（高橋幸雄君）

なければ次に進みます。

答弁。１３節予算

の委託料。

消費者対策費。

渡辺経済課長。

次に進みます。

○経済課長（渡辺俊一君）

観光費。１３番どうぞ。

場の管理経費の中での管理業務の委託費でご

○１３番（高道洋子君）

オンネトー野営

そういうわけでそ

ざいますけれども、内訳といたしまして５月

れをどういうふうにするつもりか、お伺いし

から１１月までの７カ月間の野営場の管理、

ます。

ごみ収集、それから環境整備、清掃、そう

○委員長（高橋幸雄君）

答弁。田中副町

長。
○副町長（田中幸壽君）

いったものでございまして、中身を言います
と、軽トラックを使っておりますので、軽ト

お答えをいたしま

ラックの車両諸経費ということで５万円。そ

す。上足寄にある旧産館だと思いますけれど

れから燃料代ということで、大体５万３,０

も、利用についての御質問でありますけれど

００円ほどですね。それから、野営場の管

も、今のところ計画は持っておりません。

理、ごみ収集作業ということで１３４万７,

あの建物はログハウスというようなイメー

０００円ほどになります。それから、施設の

ジでつくられているのですけれども、基礎は

清掃、環境整備ということでトイレの清掃で

コンクリートでできておりまして、上部を移

すとか、草刈りですとか、それから、湯の滝

転するにしても相当な金額がかかるというこ

の駐車場等の、これもトイレですけれども、

とで、試算はしたのですけれども、やっぱり

トイレの清掃ですとか、そういったもので３

建てた方が安いというような結果になりま

７万４,０００円ほど。

す。

それから、湯の滝の駐車場のトイレがござ

そういった部分で対応について苦慮してい

いますけれども、そこにおが粉の搬入ですと

るのは事実でありますけれども、議員御指摘

か、撤去ですとか、そういうものについてこ

のとおり今後のオンネトーの関係等々もかん

れは６,０００円程度でございますけれど
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も、そういうような中身でございまして、

以上でございます。

トータル２０７万８,０００円ほどに金額と

○委員長（高橋幸雄君）

なってございます。

○４番（井脇昌美君）

以上でございます。

そのことは大体流れ

としては分かるのですけれども、オンネトー

○委員長（高橋幸雄君）
○４番（井脇昌美君）

４番。

４番。

のチェーン脱着トイレというのは５３万６,

そうしたら、その下

０００円別に見ているわけですから。これと

に清掃業務ということで約５１万９,０００

の金額のあれは別だと思うのです。５１万

円。こういうことの委託社とのかかわりはな

９,０００円については私問うたわけで、５

いのですか。

３万６,０００円というのは右側の方の説明

それとも、次の野営場のトイレ管理業務そ
れに類似た清掃業務に入るのですけれども、
雌阿寒温泉公衆トイレ保守管理に２１万円出
されていますけれど。

に脱着トイレ清掃管理費で５３万６,０００
円見ているのです。
私が問うているのは委託者とかかわりがな
いのですかということを聞いています。この

その下も野営場の収集運搬分の業務３８万

業務の内容そのものじゃなくて委託者が受け

７,０００円。ここの委託をしている人はこ

ている人らが、これをまた兼ねてやっている

こにかかわっていないのですか。その辺をお

のですかということを私は問うているので

聞きしたいと思います。

す。というのは、その業務に当たって、後か

○委員長（高橋幸雄君）

答弁。渡辺経済課

長。
○経済課長（渡辺俊一君）

ら聞こうと思ったのですけどパートなり何な
り雇用していると思うのですけど、現在は

オンネトー野営

シーズンオフでしょうけど何名でということ

場管理業務の下に清掃業務ということで５１

もあれしたのですけども、委託業者と私言う

万９,０００円という金額が載ってございま

のはこの野営場とか雌阿寒岳のトイレとか、

すけれども、これについては茂足寄のチェー

いわば清掃業務に係わっているのか、係わっ

ン脱着場のトイレの清掃となってございま

ていないのかということをまず問うているの

す。その清掃業務ということでございます。

です。

それから、保守管理でございますけれど

○委員長（高橋幸雄君）

委員長から申し上

も、あと野営場管理者のトイレの保守管理業

げますが、委託業務の内容に、それから委託

務ですとか、それから雌阿寒温泉公衆トイレ

業務を受けている方、この辺をメリハリつけ

保守管理業、これにつきましては、あそこの

て答弁してください。

トイレが水洗になっているのですけれども、

答弁調整のため、暫時休憩をいたします。

そこの機械といいますか、トイレ施設の保守

午前１１時３６分

休憩

管理業務となっております。

午前１１時３８分

再開

それからあと、野営場等廃棄物収集運搬分

○委員長（高橋幸雄君）

別業務、これについては、そこから出たごみ

を再開いたします。

を分別して処分をするという方の運搬業務の

渡辺経済課長。

方になっております。

○経済課長（渡辺俊一君）

休憩を閉じ、会議

オンネトー野営

野営場の使用料の収納業務ですとかという

場の管理業務と、それからその下にあります

のは、そこで野営場の使用料、キャンプなど

茂足寄チェーン脱着トイレ清掃管理費と、こ

をした人たちの使用料を収納する業務という

の二つについては担当されている方、担当さ

ことで、これについては先ほどのオンネトー

れているというか業務をしていただいている

野営場管理業務と合わせて一緒にやっていた

方については関係ないというか、かかわりは

だいているような形になってございます。

ございません。
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以上でございます。
○４番（井脇昌美君）

てきて、分別して処分するという業務になっ
野営場の、いわばト

イレの保守管理だとか、そういうことはどう
なっているのですか。
○委員長（高橋幸雄君）

ております。
それから、野営場使用料収納業務、これに
つきましては、先ほどオンネトー野営場等管

暫時休憩いたしま

す。

理業務の方を担当してやっていただいている
個人の方に委託をしております。

午前１１時３９分

休憩

というような中身になってございます。

午前１１時４８分

再開

以上でございます。

○委員長（高橋幸雄君）

休憩を閉じ、会議

を再開いたします。

○４番（井脇昌美君）

答弁。渡辺経済課長。
○経済課長（渡辺俊一君）

○委員長（高橋幸雄君）

４番。
わかりました。オブ

ザは凄いハイカラな雌阿寒だなんていう一つ
お答えいたしま

のあれでそこの業務に当たっている。もちろ

す。オンネトー野営場管理業務につきまして

ん、この委託者がそこに会員として加わって

は、上足寄、茂足寄地域の方たちでつくって

いるのではないでしょうから。別にうんぬん

おりますオブザベーションタワー雌阿寒とい

くんぬん何も疑って変な意味で疑ってあれし

う団体がございまして、そこに委託をしてお

ているのではなくて、業務の内容をちょっと

ります。

お聞きしているのですけれど。

これは、オンネトー野営場等ということ

先ほど、２０７万８,０００円の中で答弁

で、そのほかのトイレ等も含まされておりま

の中でごみ運搬のいわば収集廃棄処理で１３

す。

７万円かかっていると、補助していると言わ

それから、清掃業務でございますけれど

れたのですけど、そしたら野営場の廃棄物収

も、こちら茂足寄のチェーン脱着場のトイレ

集でまた３８万７,０００円見ているのです

の清掃業務ということになってございまし

よね。どうもこの辺がちょっとだから疑って

て、これも先ほどオンネトーと同じオブザ

いるのではないですけど、この辺が別な種な

ベーションタワー雌阿寒という団体にこれも

のか我々では理解できないのですけど。重複

委託をしております。

はもちろんしていないでしょうけど、どうな

それぞれ場所がオンネトーと、それから茂

のですかね。

足寄ということで違いますので、実際にその

○委員長（高橋幸雄君）

業務を行っていただいている方は別々な方が

長。

業務を行っていただいております。

○経済課長（渡辺俊一君）

答弁。渡辺経済課
オンネトー野営

それから、保守点検業務でございますけれ

場等管理業務の中にある、先ほどごみの収集

ども、野営場管理者トイレ保守管理業務、そ

等行っているということで１３４万７,００

れと、雌阿寒温泉公衆トイレ保守管理業、こ

０円ほどの予算がこの中に入っていますよと

れについては、浄化槽の保守管理業務でござ

いうことでお話をさせたいただきました。

いまして、これは釧路にある会社に委託をし
ております。

これは、野営場の中のごみを集めてきて１
箇所に集めてくるというものでございます。

それから、各種業務で野営場等廃棄物収集

それから、各種業務の中の野営場と廃棄物

運搬分別業務これにつきましては、町の中の

収集運搬分別業務と。こちらはそこに１箇所

清掃業務等を行っている会社に委託をしてお

にオンネトーの野営場のところで集めていた

りまして、これについてはオンネトーでごみ

だいたごみを、それを持ってきて分別をして

等を収集してキャンプ場とか周辺のごみを集

処分をするという形になっておりまして、野

めて置いてある物を運搬して、こちらに持っ

営場の中での業務と、それから野営場から
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持ってきて処分をするというそういう業務の

りと４１万円で、町から負担補助しているわ

二つに分かれております。

けですから。観光協会を通してこうやって十

ちょっと分かりづらくて大変申しわけあり

勝の連盟の方に負担金を出しているわけです

ませんけれども、そういう形で区分がされて

から、足寄町から私は単独で出すべきなのか

いて、これが重なる部分だとか、そういった

どうなのかということを今問たのです。

ところはございませんので御理解賜りますよ

どうですかね。

うよろしくお願いいたします。

○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

長。

○４番（井脇昌美君）

４番。
次に負担金補助金の

○町長（安久津勝彦君）

答弁。安久津町
私の方からお答え

中で十勝観光連盟負担金というのがあるので

をいたします。十勝観光連盟の組織自体が、

すけど、１４３ページ同じく金額は２６万

やっぱり観光というのは御案内のとおりこう

５,０００円ですけど。

いう御時世でございますから、行政も含めて

従来ですと、こういう負担金は観光協会が

それから、それぞれの地域にある観光協会含

負担すると我々思っているのです。というの

めて一緒になって十勝全体でやっていこうと

は、観光協会に補助を助成しているのにもか

いうような共通のイベントも含めて、そうい

かわらず、こういうところで町から２６万

う取り組みをしていこうというそういう趣旨

５,０００円をまた負担しているものですか

で構成団体はそれぞれの自治体、あるいは地

ら、本来ならさっきも言ったように観光協会

域の観光協会というようなことでなっており

が負担すべく補助助成をしているのに町がそ

ますので、そういう中で当然負担金の算出な

れにもかかわらず、また別に連盟に加盟して

んかについても分かれているというようなこ

いるのか何かちょっとだと思うのです、解釈

とでございますから、現状一本化するという

はですね。私はもうそのような時勢ではない

のも一つの方法かなというふうには思ってお

と思うのです。観光協会からも当然負担して

りますけれども、現状はそういうことでござ

いるでしょうから、その辺を細かな金額です

いますので。

けど私はしっかりと考えてほしいと思ってい

なお、そうお答えをしておいて全十勝の町

るのですけど、いかがですか。

村がそれぞれ加盟しているのかというと、そ

○委員長（高橋幸雄君）

れはもし必要であればお時間をいただいて、

経済課長。

○経済課長（渡辺俊一君）

十勝観光連盟負

全市町村が入っているかどうかというのは確

担金でございますけれども、町と観光協会と

認はさせていただきますけれども、少なくと

それぞれ二本立てになってございます。

も今の十勝観光連盟の組織自体がそういう形

町 か ら は ２ ６ 万 ５ ,０ ０ ０ 円 の 負 担 金 と

で団体、行政であったりあるいは観光協会と

なってございますが、観光協会の方も負担金

いうようなことになっているということでご

がございまして十勝観光連盟負担金について

ざいますので、その決まりに従って負担金を

は、観光協会で４１万２,０００円というこ

納めているということでございますので、御

とで、それぞれ町と観光協会で負担をしてい

理解をいただきたいというふうに思います。

るという形になってございます。

以上です。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
○４番（井脇昌美君）

○委員長（高橋幸雄君）
４番。

それではお諮りい

たします。

わかりました。それ

で、観光協会の方から４０万円弱、４１万円
ですか負担しているというのですけど、私は

午前中の審議はこの程度でとどめて、昼食
にいたしたいと存じます。
午後１時から開会いたします。

町も加盟して観光協会足寄観光協会がきっち
― 16 ―

午前

１１時５８分

休憩

午後
○委員長（高橋幸雄君）

１時００分

再開

休憩を閉じ、会議

を再開いたします。

まちづくり交付金

事業費。
９番。

他にありませんか。

○９番（矢野利恵子君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

ここで、あしょろ

銀河ホール２１外構工事、１,９８０万３,０

次に進みます。

００円が出ているわけですけれども、これ

１４４ページ、土木費に入ります。土木総
務費。

は、スロープ造成とか通路舗装、平板ブロッ
クということに予算の説明資料にはなってい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

ますけれども、駅については、本当にみんな

地籍調査費。

の間で、町民の皆さんの間で使いにくいと不

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

評なわけですけれども、スロープについて

１４８ページ、道

路維持費。

につけてもらえないものだろうかと、そうい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

う希望があるわけですけれども、これからも

道路管理費。

スロープを外につくってしまって、その後、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

やっぱり使いにくいということで、前のほう

土木車両管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

も、あんなに遠くにしないで、ちゃんと正面

にスロープをつくってもらえるという、そう
いう柔軟なことはやっていただけるのかどう

臨時地方道整備事

業費。

か、お尋ねしたいと思います。
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

長。

道路新設改良費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

○建設課長（南岡雄二君）

このたび、あ

しょろ銀河ホール２１外構工事で、１,９８

１５２ページ、河

川総務費。

０万３,０００円計上させていただきまし
た。スロープにつきましても、新年度早々に

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

答弁、南岡建設課

は整備をしたいというふうに考えておりま

ヘリポート管理

費。

す。
正面のスロープの関係なのですが、今まで

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

につきましても、何回か副町長の方から答弁

都市計画総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

をさせていただいておりますけれども、正面
につくりますと、勾配の関係、それから、奥

土地区画整理事業

費。

行きの関係、特に国道の拡幅工事によって歩
道整備が広がりました。５.５メートルにな

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

りましたので、奥行きも狭まりましたので、

１５６ページ、公

園管理費。

ことで今考えてございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

ということで、南側、北側にスロープの造

下水道費。

成ということにしておりますので、御理解の

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

正面からのスロープについては無理だという

ほどお願いいたします。

中心市街地活性化

推進費。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

○９番（矢野利恵子君）

正面から真っすぐ

やれというわけではなくて、もうちょっと国
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道沿いに寄ったところからスロープをつくっ

以上でございます。

たらどうかな、もうちょっと使いやすいス

○委員長（高橋幸雄君）

ロープのつくり方ってあるのではないかと。

か。

わざわざ奥まで行って、そこからスロープ

（「なし」と呼ぶ者あり）

ではなくて、せっかく国道を広げて車いすで

○委員長（高橋幸雄君）

も通れるようにとしたはずなのに、肝心の車

園事業費。

いすが階段を上れない、それはやはり問題で
はないか。

他にありません

次に進みます。公

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

それを言っているのであって、正面からは

街路事業費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

何が何でもつくりませんではなくて、それで

○委員長（高橋幸雄君）

は何のために、車いすでも通れるようにとい

宅管理費。

うふうな大きな国道の歩道にしたんだ、そこ

１２番。

が問われてくるわけですから、やはり、ここ

○１２番（大久保

は柔軟に考えていかなければならないと思う

ちょっとお伺いします。

１６０ページ、住

優君）

管理のことで

ので、今後の使い勝手のよさ、使い勝手の悪

これからまた庁舎の北側に老人用の公営住

さが出てきたら、そこを柔軟に対応してもら

宅を建てるという予定をしているのですけれ

えるのかどうかをお尋ねします。

ども、住宅の管理に関して、課長にも１回

○委員長（高橋幸雄君）

田中副町長。

言ったことがあるのですけれども、入居者の

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

状況、要するに、どのような環境で生活して

す。

いるのか。特に２階建ては、これは下愛冠２

今現在、駅、銀河ホール２１については、

丁目のときも、床のつくりが悪いから上の振

スロープは２カ所を予定しておりまして、一

動がすると言ったんだけれども、それもまだ

つは、北側のトイレの横が１カ所、さらに、

改善されていないように思うのです。

今回の予算に計上していますのは、今回、道

だから、やっぱり入居者の現状の調査をア

の駅の内部改装をして、玄関の位置が変わり

ンケートでとって、そういうような考えはな

ました。それで、南側になったわけでありま

いかどうか、ちょっとお聞きしたいのですけ

すけれども、その隣といいますか、それに向

れども。

かって、新しい玄関に向かってスロープをつ

○委員長（高橋幸雄君）

くっていくということで、そういった部分で

長。

は、トイレであったり、今回整備をします銀

○総務課長（大塚博正君）

河ホール２１の道の駅に最短でスロープはつ

ケート調査ということでございますので、

いているのだろうというふうに思っていま

日々それぞれ住まわれている方で御不便とい

す。

うか、本体的な修繕等が必要が生じれば、そ

答弁、大塚総務課
管理上のアン

議員がおっしゃっているのは、国道を車い

の都度、私どものほうにいらっしゃって担当

すで通っている場合、奥になりますので、利

と相談し、本来、町が直すべきものについて

用しにくいということでありますけれども、

は直していくという形の中で、日々、修繕

今回のまちづくり交付金事業の中では、こう

等、保守管理は続けているところでございま

いったことで整備をしておりますので、将来

すが、大久保議員が言われるような、以前に

的には、それが多くの住民の皆さんが御不便

もありました構造上の問題ですとか大きな問

を感じて、そういったことが現実問題とされ

題につきましては、今後、建てていく中で、

れば、そういったこともやぶさかではないと

そういったことについては配慮をしつつまい

いうことだけは申し上げたいと思います。

りたいと思いますが、木造という中で、以
― 18 ―

前、副町長もお答えいたしましたけれども、

いったことも踏まえて、かなり技術的にも一

構造上、いたし方ない部分も出てくるという

定程度考えた中での整備はしているところで

ことでございますが、改善に向けては努力し

ありますけれども、まだまだ入居条件等々に

ていきたいと思いますし、また、高層住宅

よっていろいろな問題があると。

等々で２階以上の住宅等々の環境状況につき

そういった中で、今の換気の問題は、公営

ましても、それぞれ私どもにも担当のほうに

住宅の整備基準の中に若干盛り込まれている

は、騒音ですとか、騒音まではいかないです

話でありまして、要するに、機械換気を３６

けれども、歩く音ですとかそういったことに

５日という意味ですけれども、しなければい

ついては来ておりますので、年次がたった古

けないのですね。ですから、機械的にはとめ

い住宅等につきましても、そういったことは

られないというシステムになっています。

症状的には出ていますので、その辺は今後ど

そういったことも含めて、住民の皆さんに

ういった手法で少なくできるかということに

ちゃんと説明がし切れているのかどうかもあ

ついても維持管理の中で研究してまいりたい

りますので、そういったことで、結露防止の

というふうに思っておりますので、御理解い

ためにやむを得ないということでやっている

ただきたいと思います。

のでありますけれども、さらに、先ほど総務

○委員長（高橋幸雄君）
○１２番（大久保

優君）

１２番。

課長が御答弁申し上げましたけれども、私ど

現状で、新しく

もの町は木の町ということで、木造で公営住

建っている北区の公営住宅に関しては、換気

宅を建設していくといった一定の方針のもと

扇等はオンオフはなく、常時回っている状態

にやっている中で、やっぱり木造の２階建て

ですよね。

等々でいけば、２階の騒音等々がなかなか解

そういう関係で、冬は非常に寒いとか、い

消できないといった技術的な問題等々もまだ

ろいろありますので、やはり、そういう住宅

クリアしていない課題も若干あって、そう

に関しては、ある程度の新しいところはアン

いったことでいけば、議員御指摘のとおり、

ケートをとって、どんな生活環境である、し

今の入居されている皆さんから、それぞれの

やすいかどうかをいろいろとって、やっぱ

問題点等々を十分踏まえた中で今後やってい

り、そういう事業をアンケートをとって、実

かなければいけないということでは、私ども

際に住む人の気持ちを理解して、そして、次

も反省をしているところでありまして、議員

の新しい建物に対してそれを反省してから改

の質問を踏まえて、今後、十分対応してまい

善していくという、そういうようなことが大

りたいと思いますので、御理解のほどよろし

事だと思うのですよね。

くお願いしたいと思います。

結果的に、そういう入居者の生活状況を皆

以上でございます。

さん余り聞いていないから余り改善されてい

○委員長（高橋幸雄君）

ない、やっぱり事業をやるときは、必ず評価

○１２番（大久保

して反省して次に結びつけるという考えが大

と担当の課長に聞きたいのですけれども、今

事だと思うのだけれども、その辺の配慮が

どこの町村でも長い廊下をつけるときは必ず

ちょっと足りないと思うのですけれども、そ

入り口に戸がついているのですよね。今吹き

の辺どうでしょうか。

さらしですよね。あの辺の苦情は全然耳に

優君）

１２番。
それで、ちょっ

○委員長（高橋幸雄君）

田中副町長。

○副町長（田中幸壽君）

答弁、お答えをし

一部、私も言ったことがあるのですが、最

たいと思いますけれども、今、議員御指摘の

初に建てたところに、遮断、風を防ぐやつを

とおり、今の建物というのは、この間、いろ

つくられたのだけれども、あとのところは結

いろな問題点、例えば、結露であったりそう

果的に通り抜けになっているから雪が入る

入っていませんか。
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し、入り口に水が雪解けにたまったりするの

○７番（熊澤芳潔君）

で、そういうのをやはり情報として入れて改

高等学校の通学補助事業ということで、この

善していかなければならないと思うのですけ

ことにつきましては、足寄町としては本当

れども、その辺どうなのですか。そういう話

に、他町村に比べて先駆けて努力していただ

は入居者から聞いていませんか。

いているということでございますけれども、

○委員長（高橋幸雄君）

関連しまして、間口の関係でちょっとお聞き

答弁、大塚総務課

長。

教育費の中で、足寄

したいと思います。

○総務課長（大塚博正君）

お答え申し上げ

ます。

それで、現在、足寄高等学校を守る会、ま
た、足寄高等学校振興会ということで、それ

管理上でお聞きしていますのは、今、大久

ぞれ間口等につきましても努力をしていただ

保委員が言われたような北側からの風による

いているわけでございますけれども、こと

吹きつけで雪が玄関に入り、廊下、部屋のと

し、お聞きしますところ、非常に厳しい実態

ころに入るという苦情は参りまして、そこに

になったということでございますので、ま

つきましては改善をいたしました。

ず、その実態と今後の対応につきまして、

ただ、入り口に対してのフード的な扉とい

ちょっとお聞きしたいと思います。

うのですか、二重の扉、そこまではまだ現状

○委員長（高橋幸雄君）

としては聞き及んでいないところでございま

長。

すけれども、もし、そういったことがあるの

○町長（安久津勝彦君）

であるとすれば、建築等々の担当のほうと協

す。

答弁、安久津町
お答えをいたしま

議をしながら、また、戸の開け閉めの問題も

新年度、２３年度の足寄高校への入学予定

ありますけれども、管理上の問題もあります

者は３８名というふうに聞いております。こ

けれども、そういったことで、もし改善でき

の状況からいきますと、御案内のとおり、最

るとするならば、していきたいなというふう

低４１名いないと、一間口、４０人学級とい

に考えております。

うことになってしまいますので、これは極め

○委員長（高橋幸雄君）

よろしいですか、

他にありませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

いろいろ何とか足寄高校に一人でも多くと

次に進みます。住

宅建設費。

りますけれども、何せ難しいのは、やっぱり

１６２ページ、消

防費に入ります。消防施設費。

中学校卒業生が全員入ってくれれば心配ない

水防費。

のですけれども、なかなかそういう状況には

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないということ、それと、ましてや新年度

○委員長（高橋幸雄君）

災害対策費。

は、隣町の陸別の中学校の卒業生もことしは

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

少ないということもあって、ことしに限って

１６４ページ、教

育費に入ります。教育委員会費。

７番。

子供の将来ということも含めて、本人の希
望、それから、御家族の思いも含めて、足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

いうことで、通学控除、その他、振興会の補
助金の増額等々取り組みをしているわけであ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

て厳しい状況だなというふうに思っておりま

事務局費。

言えば極めて厳しいと。
来年はちょっと分かりませんけれども、何
とかなるのかなという淡い期待は抱いている
のですけれども、いずれにしても、４０名を
割っちゃうと、これはなかなか厳しいことに
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なるなというふうに思っております。

来年は３名の教員が減りますよと、再来年は

年明けに、今３月ですから、２月でしたか

１名の教員が減りますよということで、３年

１月でしたか、実は、道教委のほうにも

間で７名の教員が減るということのようでご

ちょっとお邪魔をして、道教委としてどう考

ざいますので、そういった意味では、学力の

えているのということも含めてお話をさせて

低下につながりかねないのではないかなとい

いただいてはおりますけれども、現実問題と

うふうに思いますし、足寄高等学校につきま

して、一クラスになると、なかなか将来的に

しては、推薦枠も非常に多いということでお

は厳しいかなと。

聞きしていますし、喜ばれていることでござ

ただ、お願いをしているのは、これは十勝

いますけれども、やはり、さらなる努力が必

の町村会でもそうですけれども、少なくとも

要ではないかなという気がいたしますけれど

１年、現実問題、仮にこのままの推移をして

も、こういったことについては、町長のさら

３７名ということでいけば、２３年度は一ク

なる努力の部分で、何かあったらお聞きした

ラスになってしまうわけでありますけれど

いなと思うのですけれども。

も、最低限、道教委にお願いをしているの

○委員長（高橋幸雄君）

は、２３年度、一クラスになったから、来年

長。

から一間口の募集ということだけはしないで

○町長（安久津勝彦君）

くれということで、最低でも１年間の余裕と

す。

いいますか、それはいただきたいという、そ
れは強く要請はしているところでありますけ

答弁、安久津町
お答えをいたしま

率直に申し上げて、特効薬はないというふ
うに思っています。

れども、いずれにしても、北海道の再編計画

ただ、これは、教育委員会も含めて、もっ

の中でどうなっていくのかなという、今のと

といえば、ＰＴＡ関係を含めて、高等学校の

ころ、たしか、今２３年ですから、２４年ま

振興会を含めて、あるいは、守る会も含め

ではうちのほうは再編計画に入っていなく

て、存続をさせる会ですか、これはもう、と

て、二間口というままになっていますけれど

もかくいろんな取り組み、できることは何で

も、しかし、現実問題、一クラスという現状

もやりたいなというふうに思っております。

が出たときに、それこそ見直しの中でどう

高等学校、それから、教育委員会とも連携

なっていくのかなと、これは予断の許さない

しながら、陸別の中学校にも足寄高等学校に

状況かなという、そんな厳しい認識ではいる

入学というような、そういったお願いも現実

ということでございます。

行っているということもありますけれども、

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
○７番（熊澤芳潔君）

ともかく、考えられることはすべてやってい
７番。

きたいなというふうに思っております。

はい、わかりまし

た。

形がどうあれ、少なくとも足寄高校から、
最悪の場合ですよ、最悪の場合、一クラスに

そこで、今、町長からお話がありましたよ

なっても足寄から高等学校をなくすことだけ

うな形で、ことしは一間口で進むのだという

はないようにという、私はそんな思いではお

ことで、これもあしたまでの期限ということ

ります。

だそうでございますけれども、来年につきま

あと二間口確保できるかどうかというの

しては、５月１日時点で、その時点で決まる

は、それこそ、生徒さん御本人、それから、

というようなことも聞いてございますし、そ

保護者の皆さん方の考え方も含めて、いろん

のことによりまして、教員の方々も、教員が

な取り組み、場合によっては、もちろん、こ

２名、それから、実習助手というのですか、

れまでも説明会ですとかいろんなことはやっ

その方も含めてことしは３名減りますよと、

ていますけれども、さらにプラスして何かや
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ることが案として出てくるのだとすれば、そ

いるのですけれども、これまたなかなか特効

れはもう積極的にやっていくべきだというふ

薬がないということで、私が今思っているの

うに思っておりますので、何とか二クラス、

は、やっぱり足寄町の基幹産業の農と林の関

定員いっぱいでなくてもやっていけるよう

係で、いかにそういった新規就農者、あるい

に、引き続き、また努力をしていきたいとい

は雇用の場を確保していくのかということが

うふうに思っておりますので、御理解いただ

一番現実的な問題なのかなと。

きたいと思います。

企業誘致のこともいろいろ非公式にはやっ

○委員長（高橋幸雄君）
○７番（熊澤芳潔君）

７番。

ていますけれども、これは、なかなかおいそ

わかりました。

れとはいかないという、こういうのも現実で

そこで、若干、この提案がどうかと思うの

ありますから、議員御指摘の定住対策という

ですけれども、もちろん、足寄町としては人

部分でいけば、これは広い意味でいろいろ取

口減少によることが事実でございますし、そ

り組み、これはもう十勝でも定住自立圏構想

ういった意味では、町長がおっしゃるよう

の中で、帯広市と各市町村が１対１での協定

に、定住対策等も含めて努力していただくと

の締結と。

いうことでございますけれども、そういった

これは、中身の議論はこれからであります

意味で、やはり定住宅策も含めた形の中で、

けれども、ともかく、いろんな取り組み、対

こういったものも解決していくよと。

策はしていきたいというふうに思っておりま

たしか、阿寒だと思ったのですけれども、

すけれども、それがストレートに足寄高校の

定住対策につきましては、たしか、補助金だ

存続につながるかというと、これまたちょっ

とかそういったものも出しながら進めていた

と難しい面はありますけれども、しかし、そ

という経過も聞いたことがあるのですけれど

れはそれとして、最大限の努力は惜しまない

も、そういった思い切った対策を打たない

つもりでおりますので、議員各位におかれま

と、今言ったような町長の形に、努力につな

しても、いろんな知恵やら、あるいは、御指

がっていかないのではないかなと思いますの

導、御協力も、この際、お願いをしておきた

で、ひとつ、そこら辺のことも、あらゆる対

いなというふうに思います。

策を含めて努力をしていただきたいというふ

以上でございます。

うに思いますので、最後によろしくお願いし

○委員長（高橋幸雄君）

ます。一言お願いします。
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

よろしいですか。

○委員長（高橋幸雄君）

次に進みます。生

涯学習研究所費。
お答えをいたしま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

当然、定住対策のことも力を入れていかな

費。

ければいけないと思っていますけれども、た

（「なし」と呼ぶ者あり）

だ、定住対策、これはいろいろあるというふ

○委員長（高橋幸雄君）

うに思うのですけれども、今、全道で積極的

学校費、学校管理費。

に取り組んでおられるところはたくさんある
のですけれども、どちらかというと、一線を

スクールバス管理

１６８ページ、小

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

退いたような方というようなことであります

学校教育費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

けれども、一番は、やっぱり働く場所の確保

○委員長（高橋幸雄君）

も含めて、雇用の場の確保も含めて、ここが

学校費に入ります。学校管理費。

解決できるかどうかかなというふうに思って
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１７２ページの中

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高橋幸雄君）

学校教育費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

１７６ページ、生

涯学習費。
○委員長（高橋幸雄君）

文化財費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

文化・スポーツ振

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高橋幸雄君）

国際交流推進費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

総合体育館運営

費。

興基金費。
○委員長（高橋幸雄君）

１８４ページ、保

健体育総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

社会教育事業費。

温水プール運営

費。
１３番。

博物館運営費。

○１３番（高道洋子君）

９番。

温水プール運営費

についてお伺いいたします。

○９番（矢野利恵子君）

博物館運営費に

５,０００万強の事業費が組まれておりま

３,７８０万円ですけれども、これは、なる

すが、この中で、何回も議場において質疑が

べく博物館自身で、いろいろな経済活動も

ありましたけれども、この燃料費、需用費の

やってもらって、なるべく足寄町から出すお

うちの燃料費、全体の予算に対して需用費が

金を低く抑えるようにという指導も必要なの

約７０％、３,３００万強ですから、大体、

ではないかなと。

７０％ぐらいの需用費になっております。

そこのところを、ただ丸投げしてこのお金

中でも、この需用費の中の燃料費が１,８

でではなくて、本当に町民に余り迷惑をかけ

４２万８,０００円ということで、電気、水

ないような形でもっていくために指導はして

道費を入れたらもっと、１,１００万ですか

いるのかどうかをお尋ねします。

らもっと上がるのですけれども、燃料費だけ

○委員長（高橋幸雄君）

を抽出して何回も質問がありました。

答弁、加藤教育

長。

今、今回、この１,８４２万８,０００円を

○教育長（加藤和弘君）

お答えをいたしま

す。

１１カ月開いておりますので、１カ月閉鎖し
ていますので、１１カ月で割り算しますと月

本年度から５年間にわたって、ＮＰＯあ

に１６７万円をこのＡ重油を炊いていると。

しょろの化石と自然指定管理者制度というこ

それで、１６７万を３０日間で割りますと

とでお願いをいたしてございます。

５万５,８４２円ということで、単純に計算

ある程度、民間の運営ということで、柔軟

しましても、５万５,０００円重油をたいて

な管理、運営ができていると、このように

いるということになりまして、私が議員に

思っておりますし、また、仰せのとおり、よ

なった８年前も、何か５万円強だということ

り充実した内容での管理ができるように指導

を聞いていまして、その後、何回も質問が

してまいりたいと、このように思っていると

あって、また今回も５万５,０００円という

ころでございます。

ことで、何かこの節減対策、または改善する

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

余地がないのかあるのか、このままずっと行
他にありません

か。

くのか、１日５万５,０００円で。
それで、設立以来、この金額なのかもしれ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

生涯学習館費。

ませんけれども、こういう御時世でもあり、
灯油も高く重油も高く、これからどんどん高
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くなるやに聞いておりますが、何もしないで

お願いいたします。

仕方がないのだということでいられるもので

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

はないのではないかと思いますので、この改

○１３番（高道洋子君）

平成６年から平均

善策、それと節減対策について伺います。

３万人と言ったのですか、利用。近年、利用

○委員長（高橋幸雄君）

率が上がっているのか、利用者がいれば、こ

答弁、教育委員会

鈴木次長。
○教育次長（鈴木

れは閉鎖はできないと思うのですけれども、
泉君）

お答えをいたし

ます。

しかし、利用者の人数にもよると思うのです
よね。

足寄町の温水プールにつきましては、平成

ですから、１年間に３万ということは、昨

６年度から供用を開始しておりまして、近

年に比べて上がったのか下がったのか、その

年、平成１６年度から２１年度の６年間の平

推移をお知らせ願いたいのですが。

均を見ますと、３万人台で推移しておりま

○委員長（高橋幸雄君）

す。

鈴木次長。

御質問の運営費の経費の節減ということで
ございますが、町教育委員会としましても検

○教育次長（鈴木

泉君）

答弁、教育委員会
お答えをいたし

ます。

討してきたところでありますが、その中で、

本年度２月まで調査しましたところ、３月

休館期間については、オープンから実施して

も入れますと、今後、３月も見込まれますの

おります１１月の１カ月間、御承知のとお

で、３月を入れますと、昨年度と比較しまし

り、機械等の整備点検のため休館しているわ

て８００人を超える人数の増加になるのでは

けなのですが、これについて、さらに延長す

ないかと、そのような状況でございまして、

ることも検討いたしましたが、近年におきま

プールの利用者数につきましては、減っては

しても、利用者推移については、極端に言え

いない、逆にふえているという状況でござい

ば減少していない状況でございます。

ます。

それからまた、教育委員会及び水泳協会に

以上でございます。

よる水泳教室、水泳大会の実施によりまし

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

て、スポーツ少年団活動等も活発に行われ、

○１３番（高道洋子君）

８００人ふえてい

御承知のとおり、全道レベルの水泳選手も輩

るということは、これは大変好ましい、いい

出しておりますことから、当分は現在の運用

ことだと思います。

に基づいて進めてまいりたいと考えておりま
す。

先ほど、人件費を減らしたり、職員を減ら
したりというお話でしたけれども、やはり燃

それで、今まで運営費の削減に向けた取り
組みといたしましては、平成１５年度より正

料費を減らす手だてをしないことには、大変
なことではないかなと思うのですよね。

職員を２名減員しておりまして、平成１７年

だから、根本、一番経費のかかっている燃

度からは、プール監視員を減員しており、ま

料費、Ａ重油をドラム缶５本ぐらいと聞いて

た、室内の室温を３２度から３０度に、ま

いますけれども、１日。それを３本にする、

た、水温を２９.５度から２９度に下げ、燃

４本にするとか、それから、温水プールは最

料費の削減を行っております。

近はどこもコンパクトな施設に改修されて、

こういったことを行っておりますが、さら

足寄町はかなり大きい方だと思うのですが、

に今後におきまして、プールの設置目的を維

それをコンパクトに改修するとか、それか

持しながら、繰り返しになりますが、さらに

ら、燃料費を下げる手だてについては何か考

経費削減に向けた検討を進めてまいりたいと

えはないのかどうか、お伺いいたします。

考えておりますので、よろしく御理解のほど

○委員長（高橋幸雄君）
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答弁、加藤教育

長。
○教育長（加藤和弘君）

ます。
御答弁を申し上げ

ます。

しかし、ずっと永遠にこの燃料費がこんな
に高いというのもいかがなものかと思います

先ほど教育次長のほうから、利用者数が８

ので、もっと模索の道を、もっと専門家を招

００人程度ふえてきているというお話でござ

いて何かいい手だてがないものか、機械的に

いましたけれども、参考までに、平成２０年

構造的に、その道も探っていただきたいと思

度は３万３８２人、２１年度が３万９４５

います。

人、２２年、本年度はさらに増加の模様とい
う見込みでございます。

以上です。
○委員長（高橋幸雄君）

それから、ボイラーを動かしながら燃料を
消費しているという状況にありますけれど

加藤教育長、御所

見をどうぞ。
加藤教育長。

も、これを少しでも少なくするということに

○教育長（加藤和弘君）

なれば、冬期間の休館とか、あるいは、年間

す。

お答えをいたしま

を通して、午前中、休館をしなければならな

今後の節減のあり方につきましては、十分

いとか、そういう状況にあるのかなと、この

検討させていただきたいと思いますけれど

ように思っております。

も、ボイラーのほうも設立当初から年数を経

利用者の健康、あるいは、体力づくりのた

ておりまして、そろそろ交換の時期に来てい

めに大きな役割を果たしているプールだと、

るという状況もございますし、その辺のとこ

このように理解をいたしておりますし、その

ろも含めて、どのような節減対策が講じられ

ことが、継続的に使われることが大変重要な

るか十分に検討させていただきたいと、この

ことかなと、このように思っているところで

ように思ってございます。

ございまして、次長から御答弁がありました

以上であります。

ように、スポーツ少年団の子供たちも水泳技

○委員長（高橋幸雄君）

術の向上、特に励んでおりまして、全道、全

他にありませんか。

国大会に出場するぐらいの力を持った選手も
輩出してきていると。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

これは、一定の継続性がより力になってい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

していきたいと、このように思っております

○委員長（高橋幸雄君）

体の６割を占めるというような状況にござい

ります。給食車管理費。

ますけれども、より節減に向けて努力してま

○委員長（高橋幸雄君）

ございます。

ます。河川災害復旧費。

御理解のほど、よろしくお願いいたしま

○１３番（高道洋子君）

構造的に、大変こ

災害復旧費に入り

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

１９６ページに参

（「なし」と呼ぶ者あり）

いりたいと、このように思っているところで

○委員長（高橋幸雄君）

学校給食費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

けれども、燃料費、あるいは、光熱水費が全

す。

なしと認めます。

次に進みます。学校保健費。

るものだと、このように思ってございますの
で、いましばらく現状のままでプールを開館

よろしいですか。

公債費に入りま

す。元金。

の燃料費節減の道は厳しいような教育長のお

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

話でしたが、せめて利用率をもっともっと上
げていくような努力とＰＲを望みたいと思い

利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）
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１９８ページ、職

員費に入ります。職員給与費。

すけれども、この予算を立てるに当たって、

９番。
○９番（矢野利恵子君）

平成２２年度の残業手当を一番多くもらった
ここで、特別職の

人は大体どれぐらいになるのかを知りたいの

寒冷地手当が２６万４,０００円あるわけな

で、それをお願いします。

のですけれども、特別職というのは、町長、

○委員長（高橋幸雄君）

副町長、一般の職員ならともかくも、町長、

長。

副町長がこの寒冷地手当というのは、そぐわ

○総務課長（大塚博正君）

ないのではないかという町民の意見がありま

関係でございますが、２３年度計上させてい

す。

ただきました額につきましては、職員全体で

特に、この災害が発生して本当に灯油が足
りないというそういうような状況の中で、特

答弁、大塚総務課
時間外の予算の

の前年度等の数字を見ながらの推計での予算
計上とさせていただいております。

別職に寒冷地手当というのはいかがなもの

２２年度の今お申しの最高の額の職員の

か、今後について、特別職は要らないよとい

データが欲しいということでございますが、

うふうに廃止していく考えはないのか、お尋

まだ年度途中でありまして、３月の給料、３

ねしたいと思います。

月の実績につきましては４月に支給されると

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

いうような状況の中にありますので、２２年
度の実績というのは、一応、決算を待たなけ

なかなか自分のこ

れば出ないというような状況下にございます

とですから、お答えしにくいわけであります

し、支給につきましては１名１名額の決定を

けれども、今後も見直す気はないかというこ

し支給するわけでございますけれども、それ

とであれば、それは当然、時代の状況に応じ

らを資料としてデータ整理をして、だれが一

て見直すことはやぶさかでないのかなという

番でどのぐらいなのかという分析等につきま

思いはしているところでございます。

しては、今までの状況におきましても、決算

これは、手当に限らず報酬等についても、

を待った後にいろいろと資料分析をしていく

これはそれぞれの市町村で独自に決めている

ということでございますので、今、御質問で

ことでございます。

すぐ出せというようなことについては、

ただ、あり方については、基本的には特別

ちょっと対応しかねるかなということでござ

等の報酬審議会で審議もいただくわけであり

いますので、御了解をいただきたいと思いま

ますけれども、うちだけが飛び抜けてこうい

す。

う決まりを持っているということではないと

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

いうことだけは、御理解をいただきたいとい

○９番（矢野利恵子君）

そうすると、普通

うことをつけ加えておきたいと思います。

は平成２２年どれぐらいいったか、そういう

以上でございます。

ことから次の年の予算を立てるはずなのに、

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

中身は全然分からないということは、それこ

○９番（矢野利恵子君）

足寄町だけが飛び

そ、一人で５００万も６００万も取っている

抜けてこの制度を持っていないということな

人がいるということも考えられるわけですよ

ので、それでは、これから足寄町だけは飛び

ね。そんなずさんなことでいいのか、やは

抜けて、町はこれは要らないよと、職員では

り、最高これぐらい行っているのか、２００

ないのだから、そういうことを考えていって

万以上出た人は一体何人ぐらいいるのか、そ

もらえたらありがたいなと。

んなことを頭に入れながら、どこのところが

次に、時間外、夜間、休日勤務手当、６,

忙しくて時間外手当を取るのか、それを考え

６０９万５,０００円が上がっているわけで

ながら調整の上やっていかなければならない
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のに、全くそんなことも関係なく、総額予算

０万を超える人も何人もいる。今まではそう

だけで次の年度の予算を決めていくというこ

だった、でも、ことしもそうなのか、今回も

とですか。

そうなのか、そこのところを聞きたかったの

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、大塚総務課

長。
○総務課長（大塚博正君）

です。少しは改善しようという気があるのだ
ろうか、この状態を。

申し上げます。

今聞いてみたら、本当に全くすさんで、毎

そのとおりでございまして、予算編成に当

年３００万を超える人が出る、２００万を超

たりましては、補正予算もお認めいただきま

える人も多くなっていく、そういう運営の仕

したけれども、決算見込み等の中で、３月

方、総額だけしか見ないというその時間外勤

分、先ほども申し上げましたけれども、３月

務手当、こんなことでいいのか、やはり中身

についてはまだ実績、３月３１日までの実績

については、３月までだから出ないと言うけ

を積み上げて支給するものでございますの

れども、もう３月も半ば過ぎ、大体、幾らぐ

で、そういったものにつきましても、補正予

らいで行くだろうということは予想がつくは

算では３月は推計というような中で、年額の

ずなの。

決算見込み数値を予算で計上させていただい

それも全く調べないで、この予算を立てて

て補正予算に数値を上げさせていただきまし

いく。大体、町民の大切なお金をそういうず

た。その額が、補正では６,０４４万５,００

さんなやり方でいいのかなと、やはり、ちゃ

０円の決算見込み数値ということで補正をお

んと中身を確認してやっていかなければなら

認めいただいております

ないのではないか。

当然、予算編成におきましても、編成時期

では、３月末まで出ないと言うのなら、半

は異なりますけれども、１２月、１月ごろの

年間ぐらいだったら出るだろうから、その単

時間外の推移等を見比べ、また、過去数年の

純に２倍でこちらも２倍して考えることがで

状況、それから、職員数の状況等々を勘案

きるので、半年間、４、５、６、７、８、９

し、推計予算として昨年度６,７８４万５,０

月までの半年間の最高額の方は一体幾らなの

００円の当初予算に対しまして、本年度２３

かをお尋ねしたいと思います。

年度は６,６０９万５,０００円の計上をお願

○委員長（高橋幸雄君）

いしたということでございまして、この予算

長。

によりまして、また、この後、新年度の人事

○町長（安久津勝彦君）

異動等々ありますから、所管替えになって職

答えをさせていただきたいというふうに思い

員等も異動しますし、個々個別の職員の単価

ます。

答弁、安久津町
私のほうから、お

も違いますし、そういったところで一般会計

議員は、ずさん、ずさんとおっしゃってい

としての推移の経過は、その月々を見ながら

ますけれども、先ほど総務課長がお答えした

また新年度の中において推計しながら、ま

とおり、新年度予算の計上に当たっては、今

た、実績勘案しながら１２月なり３月なりと

年度の３月も含めて、そして、補正予算、時

いうことでの時間外の予算を認めていただい

間外については、たしか減額のお願いをした

たものを決算で詰めていくというような状況

というふうに記憶していますけれども、そう

でいくというような性質でございますので、

いったことも推計をしながら、当初予算を計

御理解いただきたいと思います。

上しましたということでお答えしているので

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

す。だから、何もつかみでやっているわけで

○９番（矢野利恵子君）

どこの町村だって

も何でもありません。ちゃんと推計をしなが

どんなに頑張っても１００万前後、それが足
寄町は３００万を超えている。そして、２０

らやっている。
ただ、議員がもう一つ質問をされている個
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人の支給額で最高額は何ぼなんだというそれ

だから。

は推計していませんというお話をしているの

ただ、どうしてもやらないというのだった

であって、決してずさんでやっているわけで

ら、こちらはどうしようもないので。こんな

はないので、もっと言えば、個人のやつのそ

ことでいいのかなと思うけれども。

のやつというのが、どうその当初予算の予算

○委員長（高橋幸雄君）

計上とかかわってくるのか、ちょっと私は逆

○総務課長（大塚博正君）

に言えば理解できないのですけれども、以

ますけれども、矢野さんに今まで資料を求め

上、そういうことで、私のほうからのお答え

られてお出ししていましたのは、年度を過ぎ

とさせていただきます。

たものの決算状況におけるランクづけによる

大塚総務課長。
お答えしており

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

ものでございまして、今、年度途中で２２年

○９番（矢野利恵子君）

半年間で最高の人

度のものをそういった形で出せということに

は幾らですかとお尋ねしています。

なれば、またそれはそれなりの時間をいただ

○委員長（高橋幸雄君）

委員長のほうから

かないとシステム上そういうふうになってお

申し上げますけれども、現時点でそれを出せ

りませんので、一人一人抽出しなければいけ

るのは、決算で３月、１年間わかりますけれ

ない。

ども、半年はおろか２月末ぐらいまで出せる

また、毎年度、一番高い人がわかっている

とかという客観的に電算処理したら資産数値

のだから、その人を出せといっても、では、

が出るような気がしますが、出ないのです

その人がこの公の場で一番ですと言い切れな

か、それも。全然出ないのですか。

いのです。全部出して比べてみないとわから

大塚総務課長。
○総務課長（大塚博正君）

ないですから。
先ほども申し上

そういったことで、今、この議場の中にお

げましたけれども、月々給料で支払いをする

いて御提出をするということは無理があるの

わけですから、実績に基づいて時間外という

で御勘弁願いたいということでございますの

のは。

で、御理解いただきたいと思います。

ですから、月々に出したそのデータという

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

のはございますけれども、その時間外だけを

○９番（矢野利恵子君）

こちらは半年分で

抜き書きして電算上出して、別に一人一人を

いいと言っているわけですけれども、以前も

出して合計して、職員、三百数名の中でだれ

半年分出してもらったことだし、ただ、どう

が一番なのかというのは、足してみて比べて

しても出さないというなら、こちらもどうし

みないとわからない数字でございますので、

ようもないので。

私どもとしては、そこまで順位づけですと

○委員長（高橋幸雄君）

か、そういったものについての分析処理はし

分も出せないということについて答弁をする

ておりませんので、時間がかかるということ

のですか。質問者は、それでは半年分は出せ

を先ほども申し上げたというつもりでござい

るのですかというお尋ねですから、それも先

ますので、お願いいたします。

ほどの総務課長の答弁では、半年どこから１

○委員長（高橋幸雄君）

カ月も出せないような状況だということです

○９番（矢野利恵子君）

９番。
今まで出しても

どうですか、半年

から、そういうことなのですかと。そのこと

らっているし、そして、いつも時間外を取る

に関して答弁するのですか。

課と時間外、夜間、休日勤務手当を多く取る

大塚総務課長、どうぞ。

課というのは決まっていることだし、そこを

○総務課長（大塚博正君）

抽出して重点的に調べればわかるはずですよ

も、半年分を足さなければいけませんので、

ね。今まで、ちゃんとそれは分かってきたの

それぞれデータを収集してから順位の高い者
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半年分といえど

から並べかえて出すということでございます

ども、昔は職員住宅もきちっと整備をしなが

ので、時間をいただかなければならないとい

ら対応をしてきたということもありますけれ

うことであります。

ども、これは政策的なこともあって、これ

１年分出すよりは時間は少ないかもしれま

は，私の３代前ぐらいの首長のときからです

せんが、そういったことでデータ的には集計

かね、独自の持ち家手当というのは持ってい

をかけなければできませんので、この会議場

るし、それから、借家手当についても、これ

で出せと言われても、そこは無理だというこ

はむしろ、これは足切り部分があって、これ

とで御理解いただきたいと思います。

は逆に言えば、国家公務員と比べますと、私

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

の記憶の中では、国家公務員のほうは足切り

○９番（矢野利恵子君）

出せないというな

の部分が額が多くて、うちの場合は国家公務

ら、それは仕方がないので。

員よりも少ないというふうに思いますけれど

次に、住居手当、住居手当については、前

も、では、最高支給限度額は、国家公務員よ

から言っていたわけですけれども、国家公務

り私の記憶ではうちの職員のほうが少ないと

員は廃止した。それなのに、人事院の勧告に

いうふうに記憶をしております。

従ってと、いつも給料を上げるときには人事

そのようなことで、これは単に持ち家手

院の勧告に従ってだったはずなのに、人事院

当、とりわけ、議員は持ち家手当のことを

が住居手当については廃止するようにと言っ

おっしゃっているというふうに思いますけれ

たことに対しては、全くそれに従っていな

ども、これは、繰り返しになりますけれど

い。いきなり廃止ということにはならないか

も、国と同じような制度をとっていないとい

もしれないけれども、徐々にというそういう

うことで、ぜひ、御理解をいただきたいとい

穏やかなことをやっていくべきではないかと

うふうに思います。

前から言っているわけですけれども、一切、
耳を貸していない。

それと、あわせて、今後もこのままで行く
のかというと、これは当然、時代の流れも含

これはどのようになっているのか、これか

めて、これは見直しをしていくということ

らもずっとこれを続けていく気なのか、それ

は、これは当然、今後はあるのかなという、

をお尋ねしたいと思います。

そんな思いでおります。

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

以前にも御質問を

か。

受けたときに答弁をさせていただいているわ
けでありますけれども、職員のこういった給
与等の条件に関しましては、基本的には国家
公務員に準じているというのが現状だという

他にありません

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

なしと認めます。

次に進みます。２００ページ、予備費に入
ります。質疑ありませんか。

ことでお答えをしております。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただ、この住居手当に関しては、持ち家手

○委員長（高橋幸雄君）

当、それから、借家手当を含めて、これは十

それでは、歳出の総括。

勝管内を含めて、これは独自のいろんな政策

９番。

なしと認めます。

との絡みもあって、これは国家公務員とイ

○９番（矢野利恵子君）

コールにはなっていないという現状でござい

庁舎空調設備整備事業として１,７２１万３,

ます。

０００円が計上されているわけですけれど

歳出総括で、役場

持ち家手当につきましても、これも以前の

も、この役場は建てるときに、そういう空調

御質問のときにもお答えをしておりますけれ

施設、要するに、冷房ですか、それが必要の
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ない建物だというその設計で来たのではな

年度においても、特に２階の執務室などとい

かったのかなと。

うのは連日３５度を超えるような状況という

その設計段階のときの考えについて、再度

ことで、これは私の判断で、本当に町民感情

確認したいと思いますが、それについてお願

も含めて、建てたばかりでいかがなものかと

いします。

いうそういった声も当然出てくるのかなとい

○委員長（高橋幸雄君）

田中副町長。

う、そんな想定も頭の中にはあったわけであ

○副町長（田中幸壽君）

設計段階では、冷

りますけれども、しかし、先ほど申し上げた

房設備は入っておりません。入っていない一

ように、執務環境の状況をこのままずっと放

番の理由は、財政的な問題であります。

置をしておくと、それこそ職員の健康の問題

それで、冷房設備が入れられないので、別

にもかかわってくるなという、そんな思いも

の意味での空調設備、機械換気をするといっ

ありまして、何とか空調設備、これは過日も

たことで、１階、２階の事務室だけは一度地

質問を受けましたけれども、それこそ新エネ

下に空気を入れて、その地下の空気を各部屋

を活用したそういった設備ができないかだと

に放出をするといったことで、執務室の１、

か、いろんな検討をさせたわけでありますけ

２階だけそういった対応をして冷房設備を入

れども、結果としては、御提案を申し上げて

れなかったということでございまして、冷房

いるような形が一番安上がりで済むというよ

設備がなくても夏の間快適な執務状況にある

うなこともあって、最低限、２階の部分、そ

ということで設計をしたということではあり

れから、１階でいけば福祉課の部分、そし

ませんので、御理解のほどよろしくお願いし

て、議場の２カ所と、議会関係の２カ所とい

たいと思います。

うことで予算提案をさせていただいたという

○委員長（高橋幸雄君）

９番。

○９番（矢野利恵子君）

それでも、地下に

これは、私の、職員の健康管理上、必要だ

空気を入れて地下の空気を対流させるという

というふうに考えたから予算計上をさせてい

そういう設計をしてきたわけですから、それ

ただいたということでございますので、御理

は冷房施設をなくしてもここはやっていける

解をいただきたいというふうに思います。

ことでございます。

よという、そういう設計だったとも言えると
思います。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

これについては、やはり暑い中、冷房もな
く町内で暮らしている人のほうが圧倒的に多

よろしいでしょう

か。他にありませんか。
５番。

いことから、余り住民の理解を得られていな

○５番（木村明雄君）

いのですよね。

花火大会のことなのですけれども、これで十

これは、足寄の両国

住民の中には、やはり、これは要らないの

勝では３大花火大会になるというくらいの大

ではないかという声が大きい。この要望は、

きな花火大会になりつつあるということで、

一体どこから上がってきたものなのか、職員

そこで、総体的ではどれほどの規模なのか、

さんからですか。

そしてまた、予算については、これは３８８

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

万取っているわけなのですけれども、総体的
にはどのぐらいになっているのか、ちょっと

お答えをいたしま

す。

お尋ねをいたしたいと思います。
○委員長（高橋幸雄君）

行政報告で申し上げたとおり、やっぱり、

答弁、渡辺経済課

長。

ここ数年、ちょっと想定できないような高温

○経済課長（渡辺俊一君）

多湿の状況が続いておりまして、今年度２２

す。
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お答えいたしま

ふるさと盆踊り・両国花火大会の予算でご

が実際に建物を建てるまでの間というのは、

ざいますけれども、平成２３年第３２回を数

臨時的にそこの活用もできるのかなというふ

えることになりまして、予算につきまして

うにも思うところでありますし、それから、

は、総体で、盆踊り、それから、花火大会、

ちょっと距離は離れてしまうのですけれど

総体でございますけれども、２３年の予定と

も、場合によっては、里見が丘ということも

いたしましては、８０５万円の予算となって

考えなければいけないのかなと。

ございます。

その場合、今度距離がありますから、場合

そのうち、花火につきましては、４３０万
円という予算になっております。

ということもひとつ考えなくてはいけないの

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）
○５番（木村明雄君）

によっては、ピストン輸送みたいな形でバス
かなという、そんな思いも持っております。

５番。

いずれにしても、御指摘のとおり、駐車場

はい、わかりまし

た。

は圧倒的に足りないというのは、これは紛れ
もない事実で、これは実行委員会も一番頭を

それでは、もう一つ、お聞きをしたいと思
います。

悩ませているのはここでございます。
限られて中で一部路上も含めて、これは警

高速道路が整備をされ、そしてまた、ただ

察とも協議をしながら、指定をしながらやっ

いま社会実験というのかな、無料化になって

ているわけでありますけれども、結果とし

いると。これは、高速道路が無料化になって

て、終わった後、また大渋滞を起こしている

いるということの中で、まだまだこれは足寄

というのも、これも事実でありますから、い

町に花火大会に訪れる見物客が多くなるので

ずれにしても、適当な土地、駐車場に供せら

はないかと、そういうふうに思うわけでござ

れるような空き地も含めて、これは、場合に

いますけれども、そこで、駐車場についてい

よっては民地も含めて協力いただけるところ

ろいろと、足寄は狭いとか、どこに行ったら

は協力をいただきながら、スムーズに花火大

いいのかとか、そういう形の中で聞かれる部

会を楽しんでいただけるような駐車場の確保

分もあるわけなのですけれども、そこについ

ということについて、これは最終的には実行

て、この駐車場について、ある程度、ほかか

委員会とも十分協議をしながら対応をしてい

ら来た見物客、これについて、駐車場が収納

きたいというふうに思いますので、御理解を

というかなんていうか、それができるのかど

いただきたいなというふうに思います。

うなのか、その辺お聞きをしたいと思いま
す。
○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）
答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

以上でございます。
１２番。
○１２番（大久保

お答えをいたしま

す。

他に。

優君）

関連です。

以前、この行事に、花火、盆踊りの行事に
関して、町長と、要するに、一般住民はボラ

議員御指摘のとおり、駐車場の不足という

ンティアで、職員は給料を払ってやっている

部分については、これは否めないことだなと

ということで、町長に一回この辺を指摘した

いうふうに思っております。

ところ、この次は、この次って２年ぐらい前

そこで、これはまた暫定ではありますけれ

ですね、この次は町職員からボランティアを

ども、今回の議会で御理解もいただいて、こ

募集してやるという話はあったのですけれど

の北側の用地、これは将来的には公営住宅用

も、結果的にそれはなくて、やはり今までと

地というふうに考えていますけれども、ここ

同じく、町民はボランティアで職員は残業手

も取得したということもありますから、これ

当を払ってやられたのですよね。
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今後、そういう不平等のないようにやって

まいますと、運営母体自体が不安定になって

いただきたい。これは、そういう不平等なこ

しまって大会自体がおかしくなってしまうと

とを感じてしまうと、町民がボランティアを

いうことも、催し物がおかしくなってしまう

全然やらなくなってくると思うのですね。そ

ということも、催し物がおかしくなってしま

の辺、きちっと腹をくくって、ボランティア

うということもあるわけでありますから、で

ならボランティアらしくきちっと職員もやる

きるだけ必要最小限度というのは、私も理想

べきではないかと思うのですけれども、どう

なのかなという思いはしていますけれども、

思いますか。

そのことは今後も追求していくべきだなとい

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、安久津町

長。
○町長（安久津勝彦君）

うふうに私自身も思っているということでご
ざいますので、御理解をいただきたいなとい

この議論は、花火

うふうに思います。

大会に限らず、いろいろ御意見もいただいて

以上でございます。

いるところでありまして、私が首長に就任し

○委員長（高橋幸雄君）

たときから、今はちょっとなくなってしまい

○１２番（大久保

ましたけれども、ラリージャパンなんていう

りけじめをつけるべきだと思うのです。

１２番。

優君）

その辺、はっき

のは、ともかくボランティアでやってくれ

要するに、実行委員会というところに携

と。ただ、少なくとも、町が主体的にかかわ

わっている人たち、役場の人たちは、当然、

る部分の事務局的な部分、担当の部分につい

日中だとか夜もやっているのだろうけれど

ては，これはそうはならないということで、

も、その人たちは、そういう長く携わるから

できるだけボランティアでということでお願

給料だっていいと思うのですけれども、当

いもしているところでございますけれども、

日、現場でやる人たちは当然ボランティアで

やはり，どうしてもいろんな，実行委員会自

やるべきだと思うのですよね。その辺、き

体はいろんな構成団体で持っていますから、

ちっとけじめをつけてやるべきだと思うので

当然、役場職員もいろんな団体に属している

すけれども、今後においては。

方については当然ボランティアでやっていた

だから、結果的に、よく私も耳にするのだ

だいている。必要な部分、どうしてもその催

けれども、こんなことを言っていいのか悪い

し物を回すためのものについては、これは時

かわからないけれども、一般の方は最後まで

間外処理と。

きちっとやってくれないのだという、そうい

あと、最近、これでいいとは私も思ってい

う役場の職員の悩みがあったのですよね。片

ませんけれども、いろんなイベントにつきま

付けまでいかないのだって。その辺も、何か

しては、管理職がまず率先して出ていってい

ボランティアと有料の有給の問題の扱いが出

ただいて、そして、交代制をとっていますか

てきているのではないかと思うのですよね。

ら、そういう中で管理職で対応できない部分

だから、その辺、お互いに、どうせやるな

については、時間外で対応しているという実

ら町民ボランティアを使うんなら、当日はボ

態もあるということでございます。

ランティアでやって最後まできちっとお互い

これは、今後においても、ここの取り組み

にやるということを考えていかないと、それ

方というのは、十分、職員の理解も得なが

は最初の姿勢の問題だと思うのですね。やは

ら、ボランティアで対応できるものについて

り、これは当日はボランティアでやりますと

はボランティアで対応。

いうはっきりした町長の見解をもって、それ

ただし、ボランティアというのは、あくま
でも自分のあいている時間を含めてというこ
とですから、そこばかり１００％依拠してし

に職員が対応してもらうと、そういう積極性
が大事だと思うのですよね。
これからまた８月、あるのだと思うけれど
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も、今からきちっとそういう心の整理をして

いうふうに思います。

おいてやっておかないとね。その辺、きちっ

以上でございます。

とやっていただきたいと思うのですけれど

○委員長（高橋幸雄君）

も。

○１２番（大久保

１２番。

優君）

よく分かりまし

○委員長（高橋幸雄君）

安久津町長。

○町長（安久津勝彦君）

議員がおっしゃっ

努力は、結果が出ると努力が実るのですけ

ていることは十分理解をするわけであります

れども、ぜひ、結果を出してください。よろ

けれども、一番すぱっと割り切れるというの

しくお願いします。

は、町が実行委員会にかかわっていない催し

○委員長（高橋幸雄君）

物であれば、町職員も積極的にボランティア

か。

た。

で参加しようという呼びかけは、ある意味、
やりやすいのですね。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

ところが、町も実行委員会の一員になって

他にありません

それでは、歳出の

総括質疑を終結させていただきます。

いるということは、この催し物をまずは成功

これより、歳入、１０ページから入る予定

させなければいけないということが一義的に

でございますけれども、休憩をしたいと存じ

出てくるわけですから、そこの兼ね合いでな

ます。

かなか、それこそ私自身もジレンマがあるの

２時半から再開をし、審議を行います。

ですけれども、担当は仕事で行けよと、その

午後

２時１３分

休憩

他はボランティアよというのは、これはなか

午後

２時２９分

再開

なかすぱっと切れないという、その難しさも

○委員長（高橋幸雄君）

あるのですけれども、しかし、議員のおっ

を再開いたします。

休憩を閉じ、会議

しゃっておられる趣旨は私も理解できるとこ

１０ページ、歳入に入ります。

ろもありますし、そして、私が就任してか

第１項、町民税。

ら、極力そんなことでというお願いもし、そ

４番

井脇昌美君。

して、現状もなかなか全職員までとはいって

○４番（井脇昌美君）

いませんけれども、まずは率先して管理職が

この滞納繰越分、これ４０２万円ですけれど

範を示すということで、管理職は何ぼ出ても

も、これ２２年度末として累積は幾らの対応

これは時間外などということに、本当は違う

額になってますか。

のですけれども、本来業務以外であれば時間

○委員長（高橋幸雄君）

外を払わなければいけないのですけれども、

長。

しかし、そこのところはボランティアで管理

○住民課長（櫻井光雄君）

職の皆さん方中心に努力をしていただいて、

決算見込みの数値についての御質問かと思い

しかし、それだけ連日ということになりませ

ますが、個人の方でいきますと、調定額１,

んから、どうしても交代してもらう。それ

６０８万３,０００円を見込んでおります。

まず、個人の部で、

答弁、櫻井住民課
平成２２年度の

で、交代してもらう人についても、例えば、

以上でございます。

振りかえということが可能であれば、振りか

○委員長（高橋幸雄君）

えという対応もできるだけということでお願

ですよ、総額。２２年度、その先はないので

いをしながら、努力はしているつもりではあ

すか。

りますけれども、いずれにしましても、議員

○住民課長（櫻井光雄君）

の発言の趣旨も踏まえながら、今後もそれに

納繰越額は、累計額が１,６０８万３,０００

向けて努力はしていくべきだというふうに

円を見込んでおります。

思っていますので、御理解をいただきたいと

○委員長（高橋幸雄君）
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滞納繰越分の総額

個人町民税の滞

４番

井脇昌美

君。

９,０００円、およそ１６８万９,０００円を

○４番（井脇昌美君）

ここに４０２万円と

引き継いでいる形になります。それを総体で

いう、そうしたら、まず積算の根拠を示して

いますと、平成２２年度に個人町民税、滞納

ください。今年度の。

繰越額の、昨年、平成２２年度に引き継いだ

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、櫻井住民課

長。

部分については、調定額が１,６２７万８,０
００円ですので、９.６３％を滞納整理機構

○住民課長（櫻井光雄君）

平成２３年度に

繰り越される個人町民税の額ですけれども、
平成２１年度以前の滞納額と２２年度の本年

のほうに、額ベースでいきますと引き継いで
いるという形です。
以上です。

度の収入未済額の合計が１,６０８万３,００

○委員長（高橋幸雄君）

０円で、それの収納率２５％を見込みまし

かりましたか。

て、予算計上額は４０２万ということで提案

暫時休憩いたします。

させていただいております。
○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

君。

４番、質問者、わ

午後

２時３９分

休憩

午後

２時４１分

再開

○委員長（高橋幸雄君）

○４番（井脇昌美君）

２５％、４分の１に

なりますか、自前の町と、十勝の広域という

を再開いたします。
４番議員の質疑、最初から論理明快に、ひ

んですか、取り立ての関係で、よく連携が図

とつ答弁願います。

られていると思うのだけれども、その割合は

櫻井住民課長。

どうなっているのですか。
○委員長（高橋幸雄君）

休憩を閉じ、会議

○住民課長（櫻井光雄君）
暫時休憩いたしま

す。

それでは、平成

２２年の滞納繰越額、個人の町民税の総額
は、１,６２７万８,２８２円を繰り越し、調

午後

２時３２分

休憩

定をしております。このうち、十勝滞納整備

午後

２時３６分

再開

機構に引き継ぎしました町民税は、１６８万

休憩を閉じ、会議

９,３００円でございまして、比率にします

○委員長（高橋幸雄君）
を再開いたします。

と、９.６％を引き継いでおります。

答弁、櫻井住民課長。

以上です。

○住民課長（櫻井光雄君）

平成２２年度の

○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

十勝滞納整理機構の方に引き継いだ額であり

君。

ますけれども、町道民税、こちらのほうは、

○４番（井脇昌美君）

道民税も含めた引き継ぎ額でございますけれ

が、この固定資産税のほうでやっぱり滞納繰

ども、２８１万５,５００円を引き継いでお

り越しも出てますね、今の３点できちっとお

ります。２月末現在、十勝滞納整理機構のほ

答え願いたいと思います。

うで収納した金額は、１１９万６,０００円

○委員長（高橋幸雄君）

となっておりまして、収納率は４２.５％

長。

と、以上の状況でございます。

○住民課長（櫻井光雄君）

以上です。
○４番（井脇昌美君）

全く同じ質問です

答弁、櫻井住民課
固定資産税につ

きましては、平成２２年度の滞納繰越分の調
割合はどうなってい

るのですか。
○住民課長（櫻井光雄君）

定額は９７６万４,６２３円であります。そ
のうち、十勝滞納整理機構に引き継ぎしまし

町民税は約６

割、道民税が４割と計算しますと、町民税
ベースでいきますと、引き継ぎ額が１６８万

た金額は、５７万２,１００円でございま
す。
以上です。
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○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

君。

り越しがあるわけでございますけれども、こ
の３税の滞納繰越額の見込み額は、２,６５

○４番（井脇昌美君）

これは、累積滞納額

４万６,０００円で、これに係る収納見込み

と、やっぱり積算の根拠というのは、とにか

額は、７０６万６,０００円を見込んでおり

く２５％でもう利率もどんどん、毎年積算の

まして、収納率は２６.６％見込んでおりま

根拠というのは全く流れに乗じてないで２５

す。

％掛けて出しているのですか。その比率の根

以上でございます。

拠です。積算の２７２万５,０００円と今回

○委員長（高橋幸雄君）

滞納分の数値示していますよね。これも、そ

君。

うしたら積算の根拠というのは、全く根拠な

○４番（井脇昌美君）

く、それこそ根拠と言いながら根拠なく２５

さ れ て い る ２ ７ ２ 万 ５ ,０ ０ ０ 円 と い う の

％で数字出しているのですか。

は、この数値そのものはどこから出てきた数

○委員長（高橋幸雄君）

字ですか。

答弁、櫻井住民課

長。
固定資産税の滞

井脇昌美

今度の滞納分の予定

○委員長（高橋幸雄君）

○住民課長（櫻井光雄君）

４番

答弁、櫻井住民課

長。

納繰越額の分の調定見込み、収納率ですけれ

○住民課長（櫻井光雄君）

ども、２９％で予定しております。一律２５

納額は、調定額が９３９万７,０００円を見

％ではなくて、法人町民税でいきますと、３

込んでおりまして、これの２９％、収納率を

０.５％、固定資産税の滞繰分で２９％、軽

予定しまして、今回、予算計上をさせていた

自動車税でいきますと、２９.９％の収納率

だいている金額は、２７２万５,０００円と

ということで計上させていただいております

いうことでございます。

けれども、現状、これまで私どもとしまして

○委員長（高橋幸雄君）

も、滞納処分等を進めてきておりまして、滞

す。

固定資産税の滞

暫時休憩いたしま

納繰越分の収納率が若干ではありますけれど

午後

２時４９分

休憩

も伸びておりまして、前年比と比較しますと

午後

２時５３分

再開

収納率を上げて計上させていただいておりま

○委員長（高橋幸雄君）

す。

を再開いたします。

以上です。

休憩を閉じ、会議

答弁、櫻井住民課長。

○委員長（高橋幸雄君）

４番

井脇昌美

君。

○住民課長（櫻井光雄君）

先ほど、固定資

産税の滞納繰越額で９７６万４,６２３円と

○４番（井脇昌美君）

累積はどうなってい

申したのは、平成２２年度、ですから、昨年

ますか、冒頭に言った累積の、いわば滞納額

の６月１日現在での滞納繰越額の調定額でご

ですね。これは。

ざいます。

○委員長（高橋幸雄君）

暫時休憩いたしま

す。

次に、予算説明資料の１３ページに、固定
資産税の一番下段に記載してありますけれど

午後

２時４５分

休憩

も、２３年度の調定見込み額は、９３９万

午後

２時４６分

再開

７,０００円を予定し、収納率は２９％で見

休憩を閉じ、会議

込みまして、今回、予算計上をさせていただ

○委員長（高橋幸雄君）
を再開いたします。

いているのは２７２万５,０００円というこ

櫻井住民課長。
○住民課長（櫻井光雄君）

とでございます。
町民税、固定資

産税、軽自動車税、この３税について滞納繰

○委員長（高橋幸雄君）
君。
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４番

井脇昌美

○４番（井脇昌美君）

あなたから回答が

年度、つまり昨年の４月に引き継いだ金額に

あ っ た の は 、 収 納 率 が ２ ６ .６ ％ の 数 値 が

ついて御説明をさせていただきます。平成２

あって、今、この収納率２９％の数字を言っ

２年度で調定した、つまり昨年の４月１日現

たから当初の数字と違うのではないですかと

在に調定した固定資産税の滞納繰越額は、９

いうお話なんですよ。だから、固定資産税の

７６万４,６２３円、これが昨年の段階での

もう一度ちょっと整理したいのですけど、固

累積の固定資産税額でございます。このうち

定資産税の、いわば累積の滞納額は幾らに

の引き継いだ金額は、５７万２,１００円で

なっているの、したら、固定資産の、累積で

すので、これを割り返しますと、５.８％程

すよ。

度の引き継ぎということになります。

○委員長（高橋幸雄君）

今、町民税の１項

以上でございます。

が質疑対象ですので、固定資産は次に質疑の

○委員長（高橋幸雄君）

対象にいたしますので、答弁者も先ほど軽自

か。

動車税の話もしてましたけど、すべて町税で

（「なし」と呼ぶ者あり）

すけれども、分けて質疑の対象にしておりま

○委員長（高橋幸雄君）

すので、御理解いただきたいと思います。

みます。

町民税の１項の関係で１目、２目、法人、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

他にございませんか。

次に進みます。

４項、町たばこ税。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

なければ、次に進

みます。

○委員長（高橋幸雄君）
１３番

○１３番（高道洋子君）

４番

御質問いたします。

井脇昌美君。

第５項、入湯税。

高道洋子君。

第２項、固定資産税。
○４番（井脇昌美君）

なければ、次に進

第３項、軽自動車税。ありませんか。

個人、その質疑の内容、よろしいでしょう
か。

他にありません

入湯税のところで

同じような、個人

ここに、本年度予算が１４４万２,０００

の、いわば町民税の滞納分と同時に、同じく

円となっておりますが、これは、内容、内

固定資産税のほうは、累積と積算の根拠と、

訳、何業者なのか、まず先にお知らせいただ

いわば自前と十勝広域の割合をお答え願いた

きたいと思います。

いと思います。

○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、櫻井住民課

長。
○住民課長（櫻井光雄君）

答弁、櫻井住民課

長。
○住民課長（櫻井光雄君）

平成２３年度に

入湯税は、芽登

地区１カ所、それから、茂足寄地域２カ所の

繰り越しをする２１年度以前の固定資産税と

計３カ所の予算計上でございます。

本年度２２年度において未収金、未徴収とな

○委員長（高橋幸雄君）

る金額、これを累積といえばこのことなのか

君。

なと思いますけども、この金額が９３９万

○１３番（高道洋子君）

７,０００円を見込んでいますよということ

にあるのですけれども、これは、皆さん入り

でございます。

に行く人は温泉代を払ってくるのですけれど

それで、十勝滞納整理機構に引き継いだ金

１３番

高道洋子

もう１カ所、郊南

も、入湯税はどういうわけで入湯税を取って

額というのは、今現在、ヒアリング等を行っ

いないのか教えてください。

ている段階でありまして、まだ引き継ぎ金額

○委員長（高橋幸雄君）

等が決まっておりません。そこで、平成２２

長。
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答弁、櫻井住民課

○住民課長（櫻井光雄君）

郊南にあります

中で、今後どういうふうにこれを考えていっ

足寄温泉の件についての御質問かと思います

たらいいものか、浴場のない人の支援をどう

が、私も足寄町税条例におきまして、共同浴

いうふうにしたらいいものか、よく聞かれる

場、または一般公衆浴場に入湯するものにつ

のですが、ない人から。どういうふうにした

いては、入湯税を課さないというふうになっ

らいいものか、お答え願います。

ております。足寄温泉は、平成７年に開業し

○委員長（高橋幸雄君）

ているわけですけれども、北海道の許可がさ

長。

れておりますけれども、普通浴場ということ

○福祉課長（堀井昭治君）

で許可になっておりまして、私どもとしまし

町内にございました共同浴場が２軒、すべて

ても、一般公衆浴場に該当するということで

なくなったということで、その際に、いわゆ

入湯税は課しておりません。

る町内の高齢者等、おふろのない方々に対す

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

平成１８年度に

るおふろの支援をどうするかということで検
１３番

高道洋子

君。
○１３番（高道洋子君）

答弁、堀井福祉課

討されてきた経過がございます。そのとき
に、多分に、私、ちょっといないからわから

それでは、共同浴

ないのですけれども、足寄温泉に対する交通

場というか、公衆浴場としての位置づけが

費の支援方法でございますとか、そういった

あって免除されているというふうな理解でい

ことを含めた中でいろいろ検討されたという

いのですね。そういうふうな説明と受けとめ

ふうに聞いています。一番その中で町の中に

たのですけれども、実は、この共同浴場とい

近くて安価で入れる場所ということで決めら

う位置づけと裏腹に、今、足寄町には、前に

れたのが、現在とり行っています老人憩いの

も同僚議員が何度かこの浴場が足寄町にない

家のおふろ場を利用した、そういった方々に

ということで、どうしていいかという質問も

対する支援ということで、現在も進めている

何度かされたように聞いておりますが、今、

ところです。

足寄町は高齢者とか独居老人とか、それか

ただ、高齢者だとか、そういったおふろの

ら、若くても車がないとか、身体的に障害を

ない方という限定の中で、一定程度のルール

持っているとか、そういうわけで、今、あち

づくりをしまして、今、進めているところで

こちで、それからもう一つは、安い家賃の借

す。

家に入った場合、おふろが最初からないと、

このルールというのが、対象者としては６

ないから安いのだけれども、低所得の人は家

５歳以上の高齢者、そして、自宅にふろの施

賃の安いところへ入らざるを得ないのですけ

設のない方、また、自力で老人憩いの家に来

れども、ただし、おふろがついてないと。つ

られる方、いわゆるおふろに入るために通う

ける余力もないということで、大変、そうい

ための移動支援を含まないという意味です

う人たちがふえつつあるのです。前は、おふ

ね。自分で来られる方、要するに町中の方に

ろがない人が５０戸というふうに前に記憶し

限られてしまうのですけれども、こういった

ておりますが、その後、何年の前もですか

中で老人憩いの家のおふろを利用しまして、

ら、この５０戸が高齢化時代ですから、もっ

週に３日間の入浴サービスをしているという

ともっと、６０、７０とふえていっているの

状況にございます。このほかの自分で歩けな

かなという思いもあります。

い方等につきましては、介護プランをつくる

そしてもう一つは、これだけ灯油が上がっ

中で、例えば、デイサービスでの通所介護を

てくると、おふろあるけど経済的にたけない

受けながらおふろを受けるとか、ショートス

とか、そういう人もあろうかと思うのです。

テイを受けながらそこでおふろを受けるとか

そういう中で、この銭湯がないという現状の

というサービスをまたあり得るかと思いま
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す。

の中で開放しているということでございま

現在のところは、健康な方で町中に住まわ

す。個別、具体的にそういう事例がありまし

れている方でおふろのない高齢者の方につき

たら、どうぞ福祉のほうにこういう方もいる

ましては、先ほど言いましたルールの中で週

よということも含めて具体例をお聞かせいた

３日間、無料で老人憩いの家に来てくださる

だいて、その上でそこの部分、検討をさせた

方ついては、入浴のサービスをしているとい

いというふうに思いますので、ぜひ具体例を

うのが実態です。

含めてお示しいただきたいというふうに思い

ちなみに、事前登録されていただいて、当

ます。

日のおふろの利用をさせているということで

それから、足寄温泉の関係でありますけれ

進めているわけなのですけれども、現実に利

ども、これ前に一度どなたかの御質問でお答

用されている方につきましては、現在のとこ

えしたかなと思っているのですけれども、こ

ろ２名のみで終わっている状況でございま

この循環バスを含めて輸送サービスといいま

す。

しょうか、こうなりますと、一つには地元に

以上です。
○委員長（高橋幸雄君）

はタクシー業者もいる、それから、路線バス
１３番

高道洋子

君。
○１３番（高道洋子君）

で十勝バスが走っているということも含めて
あって、ここら辺の兼ね合いをどうするかと

老人憩いの家の利

いう問題はあるかなと思ってます。

用につきましては、以前から聞いておりまし

ただ、ことしは改選期ですから、あまりの

て、２名しかいないということも聞いており

ことは言えませんけれども、いずれにして

ました。

も、御案内のとおり、最近各町村の中で、

実際は、６５歳以下で体調不良で若いのだ

やっぱり町中の住民の足をどう確保するのだ

けれども車もないし、老人憩いの家の条件に

ということは、随分クローズアップされてき

は合わないしということで、そういう相談者

て、既に何町村かではコミュニティバスとい

がいたのですけれども、その老人憩いの家の

う表現になってますけれども、この取り組み

利用条件の緩和を、今、２名しかいないわけ

が随分進んできております。

ですから、もっともう少しの人を救済するた

私どもの町でも、２年前でしたか、これは

めには、もっと緩和策がないものかと、６５

観光と結びつけられないかということで、

歳と切らない方がいいのではないかというこ

ちょっとオンネトーからのやつも試験的に

とやら、それから、それがまず一つ考えられ

やった経過もありますけれども、これは余り

ることと、もう一つは、せっかく共同浴場と

効果がなかったということでありますけれど

しての郊南のそこが指定というか、認知され

も、私、最近思っているのは、ぜひ我が町の

ているわけですから、そこの循環バスを日に

コミュニティバスというのは、当然、タク

１回ぐらいそこを行ってもらうとか、何かそ

シー会社さんとの調整、さらには、路線バス

ういう方法も将来考えられるのかなって、思

の関係、もっと言えば、患者輸送バスの関係

うのですが、その老人憩いの家の利用緩和と

も含めて、トータル的に足寄町内における住

バスの巡回、その２件について伺いたいと思

今後、十分議論を検討していたく必要がある

います。

のかなというふうに最近は思っているところ

○委員長（高橋幸雄君）

答弁、町長

安久

津勝彦君。
○福祉課長（堀井昭治君）

でございます。
以上でございます。

お答えをいたし

ます。

○委員長（高橋幸雄君）

あと、もしござい

ましたら、ただいま税の関係の入湯税に関連

今、現状、老人の家のおふろを一定の状況

して、あと総括でひとつお願いいたします。
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他にありませんか。

○住民課長（櫻井光雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

大変申しわけあ

りません。

なしと認めます。

地方消費税の関係でございますけれども、

次に進みます。

総務省が平成２２年１２月に発表しました地

第２款地方譲与税第１項自動車重量譲与

方税及び地方譲与税収入見込額、これにより

税、ありませんか。

まして地方消費税につきましては、平成２２

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

年度対比１０３.２％増ということで発表さ

地方揮発油譲与

税。

れております。これに基づきまして、私ども
２２年度の実績見込み額に１０３.２％を掛

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

けさせていただきまして、本年度の２３年度

次に進みます。

の予算を計上させていただいています。

第３款利子割交付金第１項利子割交付金、
ありませんか。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

井脇昌美

君。

第４款配当割交付

金。

○４番（井脇昌美君）

１０３.２％は前年

度からなりますか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

第５款、第１項株

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

第６款、第１項地

方消費税交付金。

暫時休憩いたしま

す。

式譲渡所得割交付金、ありませんか。

４番

４番

午後

３時２１分

休憩

午後

３時２２分

再開

○委員長（高橋幸雄君）

休憩を閉じ、会議

を再開いたします。

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

櫻井住民課長。
単純にお聞きしたい

○住民課長（櫻井光雄君）

のですけれども、油だとか、増額を見込んで

もう一度説明させていただきます。

いるやつは単価の値上がりとか、いろんな中

平成２２年の当初予算ベースの１０３.２

で要因は推測されているのですけれども、こ

％ということでございまして、予算計上８,

の町消費税交付金とうのが、消費税が、例え

５０７万３,０００円を計上させていただい

ば５％から７％、９％、１０％になったのだ

ております。

たら増額というのを認めるのですけれども、

○委員長（高橋幸雄君）

この増額を見込んだ、いわば根拠というのを

他にありませんか。

お聞きしたいです。減額でこういう時世です
から、計上されている中で増額を見込まれて
いるこの科目として説明いただければありが

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

次に進みます。

第７款、第１項自動車取得税交付金。

たいのですけれども。
○委員長（高橋幸雄君）

よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
暫時休憩いたしま

す。

○委員長（高橋幸雄君）

次に進みます。

第８款固有提供施設等所在市町村助成交付
午後

３時１２分

休憩

午後

３時２０分

再開

○委員長（高橋幸雄君）
を再開いたします。

休憩を閉じ、会議

金。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

次に進みます。

第９款、第１項地方特例交付金。

答弁、櫻井住民課長。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○委員長（高橋幸雄君）

次に進みます。

○委員長（高橋幸雄君）

第１０款地方交付税、ありませんか。

入金。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に進みます。

○委員長（高橋幸雄君）

第１１款交通安全対策特別交付金。

第１９款繰越金第

１項繰越金。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

第２項特別会計繰

（「なし」と呼ぶ者あり）

第１２款、第１項

負担金。

○委員長（高橋幸雄君）

第２０款諸収入第

１項延滞金加算金及び過料。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に進みます。

○委員長（高橋幸雄君）

第１３款使用料及び手数料第１項使用料。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

第２項手数料。

（「なし」と呼ぶ者あり）

第１４款国庫支出

金第１項国庫負担金。

○委員長（高橋幸雄君）

第４項受託事業収

入。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

第３項貸付金元利

収入。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

第２項預金利子。

（「なし」と呼ぶ者あり）

第２項国庫補助

○委員長（高橋幸雄君）

金。

第５項雑入。

（「なし」と呼ぶ者あり）
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

第３項国庫委託

第２１款町債第１

項町債。ありませんか。

金。

（「なし」と呼ぶ者あり）
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）

第１５款道支出金

第１項道負担金。
○委員長（高橋幸雄君）

第２項道補助金。
第３項道委託金。

第５項雑入のところで、大規模草地育成牧場
ついては、条例で指定管理者制度で決めたと
いうことで、このお金については、中山間の

第１６款財産収入

第１項財産運用収入。

補助金があるからいいだろうということです
けれども、別にこれについては反対するもの

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

第２０款諸収入の

利用納付金１,６５７万１,０００円、これに

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

ませんか。
９番

（「なし」と呼ぶ者あり）

歳入、総括はあり

ではないと、やはりちょっと考えた方がいい

第２項財産売払収

入。

のではないかなと。つまり農業情勢がそれほ
ど好転しているわけでもない。去年にしたっ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

て、農家は大変だ、大変だと言っている中

第１７款寄附金第

１項寄附金。

と。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

で、やはりこれを取るのはいかがなものかな
比較するのは何ですけれども、同じ指定管

第１８款繰入金第

１項基金繰入金。
（「なし」と呼ぶ者あり）

理者制度でありながら、博物館には３,７８
０万円を渡している。反対にこっちは１,６
５７万取っていると。ここの整合性が合わな
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いのではないかなと。これでいったら農家に

考えるわけですけれども、それについて今後

負担をかけて博物館のお金を出していると

そういう温かい目で農政をとり行っていく気

言っても過言ではない状況になってくる。や

はないのかお尋ねします。

はり農家を助けるためにも、これについては

○委員長（高橋幸雄君）

博物館のようにお金をやるとまでは言わなく

津勝彦君。

ても、取るということはしないようにという

○町長（安久津勝彦君）

形で将来的に考えていくことはできないの

す。

か、お尋ねしたいと思います。
○委員長（高橋幸雄君）

安久

お答えをいたしま

ちょうど指定管理者制度を導入して、農協

答弁。副町長

田

中幸壽。
○副町長（田中幸壽君）

答弁。町長

に委託をしたという、ちょうどこの時期、御
案内の中山間地域直接支払制度の制度もでき

お答えいたしま

す。

たということで、これは、国の制度を有効に
活用しようという、そんな思惑もあって、こ

大規模草地は、農協に管理者指定制度で委

れが町営のままでいったら、同じ草地でもお

託をしているところでありますけれども、御

金が来ないということになると。これが指定

存知のように、大規模草地というのは、収益

管理者に委託をしていればお金が来るとい

も多くて、もともと町直営で実施をしていた

う、そういうある意味その制度の有効活用と

ところであります。そういった中でも、プラ

いう側面もあったのも事実でございます。

スの収益を上げていたということであります

それから、これは、御案内のとおり大規模

から、議員比較をされている博物館とは、基

草地は牛の預託を受けて、一定の使用料をい

本的に内容等々も違いますので、これで決し

ただいて、基本的にはそれで賄っているとい

て足寄農協がこの利用納付金を払って赤字だ

うような性格でございます。

という決算にはなっておりませんので、そう

当然、中山間地の直接支払制度の関係でい

いった部分では、農協組織含めて負担をかけ

きますと、町の負担分もありますから、当

ているということではございませんので、御

然、直接ではありませんけれども、そちらの

理解のほどよろしくお願いしたいと思いま

方で町の支出もあるということも含めてござ

す。

います。たしか、私の記憶では、町内の預託

以上です。
○委員長（高橋幸雄君）

料は若干引き下げたのではなかったかなとい
９番

矢野利恵子

君。
○９番（矢野利恵子君）

う、そんな思いもしております。
いずれにしても、議員御指摘のとおり、そ

負担をかけている

んなに畜産農家にかかわる経済状況もいいか

というわけではなくて、農家にもうちょっと

というと、決していい状況ではありませんか

補助したらどうだという意味で言っているの

ら、これは預託料なんかについても、これは

であって、これは本当に将来考えていかなけ

受託事業者である農協さんとも今後も十分協

ればならない項目なのではないかなと。

議をしながら、そういった部分については臨

プラスの収益を上げていたというけれど
も、それほど目立ったプラスの収益は上げて

機応変に対応してまいりたいなというふうに
思っております。

いなかった。それで、町営ではだめだからと

それからまた、この納付金のうち、例え

いうことで経営を農協に譲ったはずなのだか

ば、あそこの草地も未来永劫にずっとあのま

ら、やはり、ちょっとぐらいプラスだからい

までいいということになりませんから、これ

いというものではなくて、もっとプラスにし

は、草地の状況によっては、指定管理者の受

て農家経営を助けるためにということを今後

託者の農協さんが独自で草地を改良していく

考えていくべきではないかなと。そのように

と場合については、２分の１については、こ
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の納付金から差し引いてもいいよという、そ

営資金の金額については１企業１,０００万

ういう指定管理者の契約の中にも入ってござ

円以内、それから、設備資金については１企

いますから、いずれにしても畜産農家の生産

業１,５００万円以内というような形になっ

活動に負担にならないように、あくまでもこ

ておりまして、貸付期間につきましても、運

の牧場については、畜産農家のために有益に

営資金につきましては７年以内、設備資金に

利用されるように、今後も農協とも十分協議

ついては１０年以内というようなとことで貸

をしながら対処してまいりたいというふうに

し出しをしております。

思っておりますので、御理解をいだききたい
というふうに思っております。

保証ですけれども、保証協会への保証を受け

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

るという形になっておりまして、その保証料
他にありません

か。
１３番

それとあわせて、この資金を借りた場合、

については、全額町の方から補助ということ
で負担をするという形で運営をしてございま

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

す。
３５ページの中小

そういう形で、事業を実施しておりまし

企業等融資金貸付金ということで、９,００

て、それと、あと貸付利率が長期プライム

０万円が計上されておりますが、このことに

レートの率に連動していくような形になって

ついてお伺いいたします。

おりまして、そういうような形にしてから

これは、金融機関での融資になっていて、

は、平成２１年からは非常に利用率も高まっ

優良企業向けの長期の貸付金で信用保証協会

ているというような状況でございまして、平

の対象業者のみというふうに聞いております

成２１年には１７件、それから、平成２２年

が、そういう融資になっているように聞いて

では、今現在で２３件くらいの利用があると

いますが、足寄町もそういう事業扱いになる

いうような形になってございます。

のでしょうか、また、この融資を申し込みを

商工会さんだとかと連携を図りながら進め

して、融資を受けることができなかった件数

ているところですけれども、この制度を利用

があるのかないのか、伺いたいと思います。

したいけれども、借り入れなかったというと

○委員長（高橋幸雄君）

ころはちょっと今押さえておりませんので、

答弁、渡辺経済課

長。
○経済課長（渡辺俊一君）

そういう方がいらっしゃっているかどうかと
ただいま御質問

いうのは今把握しておりませんけれども、そ

いただきました足寄町中小企業特別融資制度

ういうような形で利用率は非常に高く利用さ

でございますけれども、これにつきまして

れてきている資金であるというような形でご

は、町内の中小企業の育成振興、それから、

ざいます。

経営の合理化の促進、そういったようなこと

以上でございます。

を図るために、事業の運営の基礎となる金融

○委員長（高橋幸雄君）

１３番。

の円滑化ということで、この制度を設けてお

○１３番（高道洋子君）

やっぱり中小企業

ります。この制度につきましては、町内の道

の人の頼みの綱でもあるこの資金の貸し付け

銀さんと信金さんに町が預託をして、その額

制度なので、必要な人が本当に借りられるよ

の３倍ぐらいまでを町内の中小企業の方から

うに、条件にそういう厳しい条件があって、

申し込みがあったときには、融資をしていた

それに合わなかったりもするのかもしれませ

だくという、そういう制度になってございま

んけれども、そういう融資が受けられるよう

す。

に、せっかく保証料も３１６万ほど町で持っ

それで、平成２１年に運営資金ですとか、

ているわけですから、そういうふうにして、

設備資金の限度額の金額を上げて、現在は運

借りられるようにしていただきたいと思いま
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す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

○委員長（高橋幸雄君）
融資を受ける努力

ください。

をしていただきたいということですが、つい
でに委員長からも、先ほど質疑の中でありま

第４条、一時借入金、質疑はありません
か。

したけれども、額はどのぐらいの額になって
いますか。あわせて答弁。
○経済課長（渡辺洋一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

渡辺経済課長。

１ページにお戻り

質疑なしと認めま

す。
融資額でござい

ますが、過去の部分も見ますと、平成１９年
では８件で３０万１,７１８円、平成２０年

次に進みます。
第５条、歳出予算の流用、質疑はありませ
んか。

では、４件で４８万７,７５０円、先ほど言

（「なし」と呼ぶ者あり）

いましたように、ちょっと中身を変えて、平

○委員長（高橋幸雄君）

成 ２ １ 年 に は １ ７ 件 で １ ７ ２ 万 ３ ,３ ２ ９

す。

円、保証料でありしまて、年度ごとの貸付融
資額についてはちょっとわかりませんが、平
成２２年でいきますと、先ほど言いましたよ

質疑なしと認めま

それでは、全体に対する総括に入ります。
ありませんか。
１２番。

うに２３件の利用がございまして、２３件で

○１２番（大久保優君）

１億４,２８２万円となってございます。と

修の問題で反対したことがあります。その関

いうところでございまして、やはり町内の企

連の８の２、地籍調査にその関連の予算が

業については、やはり中小企業の方のほうが

入っていますので、反対をいたします。（発

多いということで、なるべく有利な資金を

言する者あり）今の発言は取り消します。

使って、設備投資ですとか、運営だとか、そ

○委員長（高橋幸雄君）

ういうものをしていかなければならないのだ

は、全体の総括から削除いたします。

ろうというように思っておりますので、なる

これで、質疑を終結をいたします。

べく利用しやすい形にしていかなければなら

これから、討論を行います。討論はありま

ないと考えておりますので、よろしくお願い
したいと思います。

ただいまの発言

せんか。
本件に対する反対討論の発言を許します。

以上でございます。
○委員長（高橋幸雄君）

私も先般の土地改

９番。
他にありません

か。

○９番（矢野利恵子君）

いつものようにで

すけれども、４点について。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高橋幸雄君）

５５ページ、役場庁舎空調設備事業、これ

次に進みます。

については、議場にこそ取りつけられないけ

歳入総括を終結いたします。

れども、私はやはり暑いときは、ちょっと苦

６ページにお戻りください。

しいなと思ったので欲しいと思ったのですけ

第２表、債務負担行為、２件、質疑はあり

れども、やはり町民の方の理解が得られな

ませんか。

かった。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

そして、２番には、１５９ページ、町づく

質疑なしと認めま

す。

事、車いすで上がるところは、あんな遠くで

第３表、地方債、５件、質疑はありません
か。

り交付金事業で、足寄銀河ホール２１外構工
はなくて、もっと道路から行けるようにして
ほしい。
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３番、博物館運営経費の毎年３,７８０万

されました。

円、やはりこれをもっと圧縮できないのかな
と、３,７８０万円もあったら、町民の働く

◎

場所をつくるための資金として、いろいろ使

○委員長（高橋幸雄君）

えるのではないか。

す。

延会の議決・宣告
お諮りをいたしま

４番目は、職員費、時間外、夜間、休日勤

本日の委員会の審議は、この程度にとどめ

務手当は、総体で、そして、決めていくと。

まして、延会といたしたいが、御異議ござい

これ、民間企業では考えられないですよね。

ませんか。

どこが一番多く使っているのだと、そのこと

（「なし」と呼ぶ者あり）

を踏まえながらやっていかなければならない

○委員長（高橋幸雄君）

のに、総体でだけ見るという。

あす３月２３日、本会議の休憩中に審議をい

その後は住居手当ですよね。これについて
は、将来は、廃止の方向で行くのではないか

たしたいと思います。
大変長い間御苦労さまでした。

なと思っていたのですけれども、何たって人
事院で勧告しているわけですから、これを廃
止しなさいと、ところがいつまでたっても変
わらないでやっている。
この４点について反対いたします。
○委員長（高橋幸雄君）

次に、賛成討論の

発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

次に、反対討論の

発言を許します。
１２番。
○１２番（大久保優君）

総体的には賛成な

のですけれども、款の８の目の２の地籍調査
事業の件に関して、私の反対した件が盛り込
まれていますので、反対をいたします。この
件に対して。
○委員長（高橋幸雄君）

他に討論はありま

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君）

なしと認めます。

これをもって、討論を終わります。
これから、議案第３０号平成２３年度足寄
町一般会計予算の件を採決をいたします。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は、御起立を願います。
（賛成者起立）
○委員長（高橋幸雄君）

次回の委員会は、

起立多数です。

したがって、議案第３０号平成２３年度足
寄町一般会計予算の件は、原案のとおり可決
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午後３時４５分

延会

