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午前１０時００分

開議

解しやすいように、抽象的表現を避け、小項
目にわたり、できる限り具体的かつ詳細に記

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

載するようお願いを申し上げます。

おはようございま

順番に発言を許します。

す。

１０番

後藤次雄君。

全員の出席でございます。

○１０番（後藤次雄君）

これから、本日の会議を開きます。

ただいたので、一般質問通告書により質問を

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

したいと思います。

です。

議長のお許しをい

町長の３期目の行財政執行方針について。
町長の３期目の行財政執行に当たり、町民
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

の知恵と協働の力で安心と快適なまちづくり

議会運営委員会委員

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

政運営の経験をもとに町民の目線をもって誠

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

を目指して、主な政策項目を多く掲げて、町
心誠意、足寄町の発展に取り組む所存とあり

６

ますと述べていますが、今回の選挙結果、２

月１７日に開催されました議会運営委員会の

期８年の町政に一定の評価はいただいたが、

協議の結果を報告いたします。

批判票もあったと思い、しっかり胸に刻み、

本日６月２２日は一般質問を行います。

正すこところは正して、町政の推進に当たっ

以上で、報告を終わらせていただきます。

ていかなければならないと思いますが、具体

○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。

的に町長なりにこの結果について分析して、
当初から訴えている協働のまちづくり推進を
するためにも、町民の声をさらに聞き、実情

◎

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第１

に見合った施策の展開が求められているとこ
一般質問

を行います。

ろですが、町長はいかがお考えか御所見をお
伺いしたいと思います。

発言をいただく前に確認をさせていただき
たいと存じます。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

今定例会の冒頭にもお話をさせていただき

○町長（安久津勝彦君）

ましたが、一般質問は今定例会より、一問一

問にお答えいたします。

答弁、安久津町長。
後藤議員の一般質

答式で行います。発言時間は、発言と答弁を

３期目の行政執行方針に関しての御質問で

含め２時間であります。質問の方法は、従来

ございますが、まず、今回の選挙結果の分析

の一括で述べるのではなく、一問ずつ質問・

についてでありますが、多くの町民の皆様か

答弁を繰り返し、納得のいくまで質問をして

ら御支援をいただき、３期目の町政を担わせ

いただき、一項目が終わりましたら２問目に

ていただくことになり、心から感謝を申し上

入っていただくことになります。

げますとともに、その責任の重さを胸に刻ん

答弁者の配付につきましては、一つの質問

だところでありますし、その決意の一端を行

ごとに配付をさせていただきますので、質問

政執行方針で述べさせていただいたところで

者は次の質問に移る際には、次に移りますな

あります。

どの発言をお願いをいたします。

得票結果につきましては、２期８年の町政

なお、今後における一般質問のあり方であ

運営について、一定の評価をいただいたもの

りますが、一般質問の通告に当たっては、通

と考えているところでありますが、一方では

告書にも記載してございますが、答弁者が理

多くの御批判もいただいたものと受けとめて
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いるところでございます。

ういう批判はやっぱり、私も後で聞いたので

議員仰せのとおり、引き続き協働のまちづ
くりを進めるために、これまで以上に広報・

すけれども、そのようなことまで本当に、浸
透したらという思いがあります。

広聴活動を重視をし、町政運営に努めてまい

それともう一つ、やっぱり今まで、町長も

る所存でありますので、御理解を賜りますよ

これからも協働のまちづくりを広報・広聴を

うお願いを申し上げ、答弁とさせていただき

重視してやっていきますけれども、やっぱり

ます。

私は町民との話し合い、これがやっぱり対話

○議長（吉田敏男君）
１０番

再質問を許します。

後藤次雄君。

○１０番（後藤次雄君）

が欠けていたと思うのです。今まで含めて。
一生懸命やっていることはやっているのです

町長から御答弁を

けれども、そのことがやっぱり今回の相手も

いただいたことについては、そのとおりだと

２,３３２票ですか、それがやっぱりそうい

思うのですけれども、ただ、今回の選挙結果

うことで、対話を重視していなかったという

については、やっぱり私も述べているとおり

ことが、そういう結果になったと私は思うの

結構批判票があったと思うのです。その分析

です。

は私なりにちょっとしてみたのですけれど

私なりの分析ですから。そういう意味で。

も。それをちょっと述べさせてもらいたいの

そうは言っても、私は安久津町長２期８年の

ですけれども。

実績は、３月議会でも言いましたけれども、

今回、対立候補のほうで、まず論点は一つ
は、産業廃棄物の関係。これが、やっぱり焦

やっぱりいろんなことをやっていると思うの
です。

点となったと思うのです。例えば、産業廃棄

例えば、２期８年の中で私自身が考えただ

物２２品目のうち、１６品目、これにはダイ

けで、大きく分けて１３項目くらいやってい

オキシンだとか、それから、問題あるごみは

るのです。実質的に。これもやっぱり、いろ

入らないということで、行政も何回も説明し

んな提案をしてますけれども、例えば一つは

たのですけれども、実際にはそういう戦術に

子供センターだとか役場庁舎だとか、それか

はなっていなかったのです。

ら新規農業研修施設だとか、火葬場だとか、

結局、ダイオキシンのものは来る、大きく

これ全部言いますと、公営団地の経営、それ

言えば本当に、今の放射能の関係も含めて

から道路拡幅、それだけ言っても、それが体

入ってくると。そういうことが、結局各町民

育館だとか、小学校や中学校の体育館だと

の総意に浸透してしまったと。それが私は一

か、小学校の耐震だとか、いろんなことが１

番の原因だと思います。

３項目、大きく分けてやっているのです。

それに対して、行政側もやっぱり、施設の

だから私は、私なりに考えていた時点で

設置に当たり、住民の声も聞きましたと、住

は、これだけ安久津行政が本当に時期８年の

民説明もしてましたというけれども、ところ

中で、少ない町財政の中で、これだけやった

が私が聞いている段階では、芽登地区の本町

という実績はやっぱり認められなかったとい

と言ったらいいのですか、あの辺のところは

うことが、私なりには非常に残念だと思って

ある程度聞いたけれども、芽登全体というの

います。そういう意味では。

は聞いていないと。そういう批判も事実あっ
たみたいです。

だから、そういうことで、今後も町長なり
には分析をしていますけれども、さらに、あ

もう一つは、そういうことで批判があった

と４年あるわけですから、今までの経験とこ

と。それから、これは芽登地区には大物の議

れまでやった実績と含めて、もう一度考えを

員さんがいるということで、そういうことも

新たにしてやっていくことを考えておられる

含めて、結局そういうことになったので、そ

のか、もう一度聞きたいです。
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○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

と。

お答えいたしま

す。

ただ、私の思いとしては、これまた少しお
話をいただきましたけれども、現職でありま

今、後藤議員から縷々お話しをいただきま

したから、２期８年のこの間の町政運営、こ

した。まずその、投票結果を含めて分析とい

れは真摯な気持ちで町民の皆様方の審判を受

う分でいきますと、私自身が得票が多かった

けたいという、こういう気持ちもあって、こ

とか少なかっただとか、それは私はそんな

こと大震災というところも相まって、本当に

に、平たく言えば気にしていることではござ

素直な気持ちで町民の皆さん方の審判、さら

いません。ともかく、当選という栄誉をいた

にもっと付け加えさせていただきますと、２

だいたということで、これは本当に感謝をし

期目については、本当にこうやりましたけれ

ているという、これが率直な気持ちでござい

ども、無競争で当選をさせていただいたとい

ます。

う、こういう経過もたどったものですから、

そこで、議員から少しお話がございました

本当に素直な気持ち、真摯な気持ちで審判を

部分でいきますと、これはむしろ、相手候補

受けたいという、こういう気持ちであったと

と今回は二人での選挙戦だったということで

いうことでございます。

ありますけれども、これはある意味、相手候

そんなことで、特に分析という意味では、

補の選挙の戦略と言いますか、戦術、これは

そんな思いで、特に一つ一つということは、

詳しくお話があったように、ある意味、見事

これが国政選挙で、例えば政党ごとの選挙で

な戦術だったのかなと、そんな思いはしてお

我が陣営が何人だった、あるいは現有議席を

ります。

減らしたということであれば、やっぱりそこ

ただ、これまた議員から詳しくお話ありま

の敗因だとか、議席を減らしたとか、そうい

したけれども、これが本当に町として、ある

う部分の分析というのは当然必要なのかなと

いは政策としてどうだったのか、そういう視

は思いますけれども、しかし私はある意味、

点からとらえますと、これは私は政策論争に

今回の選挙戦が残念だったなと思うのは、

も何もならなかったなというふうに思ってい

やっぱり正しいことをやっぱり町民の皆さん

るところでございます。

方に相手候補の方も、町民の皆さん方に正し

私自身の選挙活動自体も、やはり今回の３

い情報をお伝えをいただいて、そして町民の

月１１日の東日本の大震災のこともあって、

皆さん方の真意を問うということにならな

これはある意味おごりととらわれたかもしれ

かったところが、私は事実だというふうに

ませんけれども、選挙戦自体も自粛をしたい

思ってますから、その点については、非常に

という意味で、本体車自体もつくらなかった

残念だったなと、そんな思いをしているとこ

ということでございます。

ろでございます。

これはやっぱり、受けとめ方、ある意味言

それから、今後の町政運営、町政執行につ

い方によっては、選挙民をばかにしているの

いてということでございますけれども、これ

ではないのかという、こういう御意見もいた

また大変光栄でありますけれども、約１３項

だきました。やっぱり大事な首長選挙、少な

目の実績というお話もございました。

くとも本体車を出して政策をしっかり訴え

私の思いとしては、これらのことは、決し

て、そして審判を受けるというのが、そのた

て私自信の力でできただとか、そんな思いは

めの選挙戦だろうという、こういう厳しい御

一切持っておりません。これは、平成１５年

意見もいただいたのも事実でありますし、そ

に最初に立起したときから、やっぱりまちづ

ういう意味では、私自身もその部分について

くりというのは、やっぱりそれぞれの町民の

は、やっぱり反省すべき点はあったのかな

皆さんとは当然でありますし、あるいは議
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会、あるいは商工会、あるいは農協、これら

君。

の経済団体、あるいは関係団体等との連携に

○１０番（後藤次雄君）

よって、すなわち協働によるまちづくりを進

弁いただいたことについては、私なりにもそ

めていくのだということを訴えて、当選をさ

んなに変わってないないと思うのです。た

せていただいたわけでありますけれども、先

だ、先ほども言ったとおり、今回の選挙の争

ほどいろいろ議員からも、お話ございました

点になったのは、先ほども言いましたけれど

件についても、これは多くの方々の御理解、

も産業廃棄物の関係。これは例えば、小泉政

あるいは協力、これは国や道のことも含め

権のときに郵政反対か賛成、これと同じなの

て、大変な御協力をいただいた結果が、そう

です、今回。だからやっぱり、そして特に、

いう形で足寄のまちづくりにつながったとい

中身が知らないでいろんなごみが足寄町に

う、そんな思いでありますから、そこの部分

入ってくると。そうすると、特に女性の方は

は一番大切にやっていかないと、ますます不

ものすごく敏感なのです。そのことは。だか

透明な国内情勢もありますから、これは引き

ら、今回も相手候補の応援の方も非常に女性

続きその姿勢は変えずに、しっかりと町政の

が多かったです。そういう面では。

運営をしていきたいなと。

今、町長から御答

だから、そういう意味では今、町長も言わ

これは先ほど申し上げたこととも相まっ

れたとおり、広報・広聴をこれからもがん

て、簡単な言葉で広報・広聴活動に力をやっ

ばってやってくと言ってますから、やっぱり

ていきたいといった意味は、先ほど前段御指

そのことが大事だと思うし。

摘をいただいた部分も含めて、私ども町政運

もう一つは、先ほども言われたとおり、こ

営をしていくにあって、これは本当に、タイ

れ行政だけできる問題ではないですから、い

ムリーに、今、町としてはこのことを重点

ろんな関係団体含めて、やったことがさっき

に、こんな取り組みをしているのですよとい

言った２期８年の中で１３項目がこれやっぱ

うことを、議会はもとよりでありますけれど

り、行政としてやっていこうということが、

も、多くの町民の皆様方にもそういった情報

それは事実だと思いますので、ぜひ今後とも

を、しっかり発信をしていく必要があるなと

そういうことでやっていただきたいし、我々

いうふうに、改めて痛感をしているというこ

議会も、この１３項目については議決をし

と。それとあわせて、やっぱりいろんな審議

て、承認をしてそして行政もやっているわけ

会だとか、いろんな組織を持ってますけれど

ですから。我々もやっぱり責任の一端はある

も、さらにより多くの町民の皆様方のいろん

と思うのです。議会なり宣伝不足というか。

な御意見を聞く場と言いますか、そういった

そういう面では、これからも今、町長が言わ

ことについても、やっぱりいろいろ種々検討

れたとおり、もう少し町民の中に入って、い

をしていかなければいけないと、こんなふう

ろんな意見を聞いて、これは町長ばかりでは

に思っているところでございます。

なく町政というか、役場全体でそういうシス

これは、議会の立場でも、議会改革という
こともしっかりと取り組まれておりますか

テムをつくっていったほうが私はいいのでは
ないかと思うのです。

ら、議会とも連携をしながら、そういった広

それから、これはこれで終わりますけれど

報・広聴活動もしっかりと重視をしながら町

も、次に行政執行方針の中身について若干お

政運営に努めたいということで考えておりま

聞きをしていきたいと思うのですけれども。

すので、ぜひ御理解をいただきたいというふ

まず、今回の３月１７日に策定した第５次

うに思います。

総合計画の後期の関係あります。２３年から

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

２５年までの。この計画は、当初１０３億
１０番

後藤次雄

だったのが、今、後期の６８億３,７７５万
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円、そのくらいだと思うのですけれども、そ

は、国も大変な状況にありますけれども、現

ういう数字で２３年から２５年。これは大き

地の状況を考えたときには、これは財政が厳

い工事の関係ですけれども。それで、今回、

しいという中にあっても、特例的な復興債な

東日本大震災で、結局予算の関係で、今国会

り、何なり、新たなものを創設して復興に取

でもやってますけれども、そういう影響が今

り組む。こういうことでなければ、規程の国

後の補助金だとか影響が出てこないのかとい

家予算の範囲の中でやるということになれ

うことをまず初めに聞きたいと思いますけれ

ば、これは増税すべきではないかとか、いろ

ども。

んな議論はあるのが承知はしておりますけれ

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

ども、これはそういう、経費節減だとか、そ

お答えをいたしま

す。

ういうレベルでは私は不可能だというふうに
思っております。

第５次総合計画、しかも２３年から２５年

しかし、これは政権が考えることでありま

の自主計画、これは策定をしているわけであ

すから、万が一そういう大きな決断がされな

りますけれども、当然これは執行方針の中で

いということであれば、当然地方の交付税を

もこのことを基本、あるいは指針にしなが

減らしますだとか、あるいは公共事業をさら

ら、まずはまちづくりを進めていくというこ

に減らしますだとか、こういう方向に行け

とで、議員御心配をいただいておりますこの

ば、私どもが策定をしているこの総合計画自

たびの東日本の大震災の関係で、それぞれの

体も、根底からがらがらと崩れてしまう。

自治体に対する影響については御懸念という

もっと言えば根本的に見直しをしなければい

か、そこら辺のお尋ねでございますけれど

けなくなるという現状も、あながちあり得な

も、現段階では全く見えていない状況でござ

いことだなというふうには思っておりませ

います。御案内のとおり、政権自体がいろん

ん。

なところで連日マスコミで報道されているよ

そんなことで、まだ現段階では全く見通し

うな状況でありますから、これはどうなるか

はついておりませんけれども、しかし今の段

は見えないということでございます。

階では従来通り交付税も来るという思いで予

ただ、当たってはほしくないのですけれど

算編成もしておりますし、そんな思いで着実

も、予測するに当たっては、御案内のとおり

な町政運営に当たっていきたいというふうに

国も大変な財政状況ということになっている

考えているということでございます。

ということでありますから、思い切った政治

以上でございます。

判断がなされなければ、これは影響というの

○議長（吉田敏男君）

は間違いなく出てくるというふうに、そうい

君。

う危惧は持っております。大きな政治判断と

○１０番（後藤次雄君）

いう意味は、これは今の原子力発電所をいか

ういうふうにならないようにという、それで

に収束といいますか、封じ込めるのかという

今回、重点項目ということで、５点を今回行

のが最大の課題ではありますけれども、それ

政方針の中で掲げておりますので。

１０番

後藤次雄

わかりました。そ

が終わった後、間違いなく復旧・復興という

まず定住自立圏の関係については、今議会

ことになっていくわけでありますけれども、

のほうで付託にかけて、こうやってますの

これはだれが考えてみても、本当にすべてが

で、このことはふれず。

押し流されたということでありますから、こ

２番目の医療を中心とした介護保険、福祉

れは復興するということになれば、それはそ

の連携システムの取り組みについてですけれ

れは、はしたな金額で復興できるということ

ども、これは去年から行政のほうで、我妻病

になりませんから、私個人で思っているの

院と国保病院の機能分担に受けて全力で取り
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組んでいくということになってますけれど
も。

まず、医療介護保険福祉の連携システムを
昨年の４月から取り組みをしているところで

今回もかなり行政報告を見ますと、福祉課

ございます。

段階でいろんな取り組みをしていると思うの

そこで、最初の１点目の、まずは大きく一

ですけれども、ただ私が聞きたいのは、例え

歩を踏み出した、それは我妻病院さんが新型

ば我妻病院が老健施設になるとしたときに、

老健施設へ転換していただくことが確認でき

これはどのくらいの人数が入所できるのか。

ましたということで、報告をさせていただい

その辺の具体的なことがまだ我々は報告を得

ております。

てないからわからないのですけれども、どう
いうことになるか。

そこで、少し我妻病院さんの内容を少し説
明させていただきますと、そもそも新型老健

なぜそのようなことを言うかというと、こ

というのは一体何なのですかと言いますと、

れは町長も言っているとおり、待機者解消し

老健施設というのは、ちょうど本別にアメニ

ますということになってます。特養の。それ

ティがございます。これが老健施設なので

で、今回、特養はまだ１００名弱待機者がい

す。そこに新型とついています。何かと言う

るわけです。それで、私なりに分析してみた

と、我妻病院さん、この器は変わりません。

のですけれども、例えば、今、足寄の保健施

器は。この中で、従来も下でやっている診療

設、全部民間も含めて実際に入所をできる人

業務については、継続して同じ施設の中で

は１７５名になると思うのです。

やっていきますということでございます。

老人ホームの短期の入所するのは省いてい

では何が変わるのですかというと、わかり

ますけれども、１７５名です。そのほかに、

やすく言うと、２階の部分の入院施設、これ

町外に６８名の方が入所されているのです。

が老健施設に転換をしていただくということ

そうすると、足すと大体２４３名が必要なの

でございます。

です。今の段階で、２４３名入所ということ

ですから、住民説明会もやったときに、私

なのです。そのほかに１００名弱が待機して

我妻病院さんにお世話になっているのに一体

いるということになると、大体３５０ぐらい

どうなってしまうのだと、こういう御心配の

ですか。この方がまだまだ入所できない。簡

声もいただいたのですけれども、診察業務は

単に言うと、１０２名の方が待機していて、

引き続きやります。ただ、従来と違うのは、

あと６８名が、例えば陸別２９、本別２５だ

ちょっと入院して経過観察しましょうだと

とか、あとは帯広だとか、そういうところに

か、そういうことになったときに、では上に

行ってますから。その方も含めても大体１７

入院ということには今後はならないというこ

０名ぐらい、いるわけなのです。

となのです。

だから、この環境を解消していくというこ

その場合は国保病院と連携をしていただい

とになると、相当やっぱり私は厳しい状況で

て、国保病院に入院をしていただくだとか、

はないかと思うのですけれども。

そういうことになっていくということでござ

ただ、その今の我妻病院が老健施設ができ

います。

て、今回の分が解消するということになれ

そこで、ベッド数の関係でありますけれど

ば、どういう内容になってくるか。わかる範

も、今現在、我妻病院さんでは一般の病床２

囲以内でよろしいですから、もしお聞きでき

０床、それから、介護療養病床が３０床、合

ればと思います。

計５０床の入院、ベッドがございます。この

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

５０床全部老健施設に転換をしてただくとい

お答えをいたしま

うことになります。

す。

議員からは、いろいろ町内全体の今現在の
― 8 ―

介護を必要とされる方の主要人員の数、ある

そうしますと、グループホームというのは

いは町外でお世話になっている方の数なんか

１ユニット９名なのです。定員。９名の施設

も御報告がございました。

をつくるだけで、概算ではじいても、月額保

そこで、数がそもそも足りないのではない

険料が１,０００円上がってしまうのです。

のかという、こういう御心配だと思っていま

ですから、施設をつくればいいのかという

す。ひとつ御理解をいただきたいのは、この

と、そういった問題も出てきますよというこ

連携システムの一番の目指すところは何かと

ともあるものですから、ですから、そこのと

いいますと、目指すところはやっぱり在宅、

ころを全体のこの連携システムをつくること

ここを一番の目標としますよということなの

によって、家族の方、何か困ったことあれば

です。在宅。ですから、当然そうは言っても

すぐに相談をしていただいて、ではそこの調

在宅では難しいという介護の方、例えば、一

整機能を働かせて心配のないような、すなわ

つの目安として介護度が４だとか５だとかと

ち安心してこの町に住み続けれるシステムを

いう方というのは、なかなかその条件という

つくりたいというのが、この狙いでございま

は難しいのかなというふうに思いますけれど

すので、詳細、人数的なことはありましたけ

も、それはやっぱり特養で受けるですとか、

れども、そこら辺のところはちょっと省略を

あるいは比較的軽い方については、これは民

させていただいて、大くくりでいきますとそ

間でやっておりますケアハウスですとか、あ

ういう構想だということでございますので、

るいはグループ訪問ですとか、そういったこ

ぜひ御理解をいただきたいというふうに思い

とをうまく調整機能を設置をしながら相談業

ます。

務にも当たっていくのだというようなことで

以上でございます。

ございます。当然これから、検討していく中

○議長（吉田敏男君）

では、前にも少し報告をさせていただきまし

君。

たけれども、これは今すぐということではあ

○１０番（後藤次雄君）

りませんけれども、この連携システムをつ

ありましたけれども、この問題は今回３月で

くっていく中では、わかりやすく言えば高齢

自治会連合の集会がありました。学習会を含

者の専用住宅的なところも必要なのかなと、

めて。あのときの人数というのは、今まで自

こんな検討もしてくということにしておりま

治会連合でああいう学習会をやったけれど

すし、あるいはグループホームも必要なのか

も、６０名から７０名だったのが百何十名も

なと。こんな検討もしていかなくてはいけな

集まって、結局、物すごい盛大だったので

いということです。

す。というのは、今、町長が言われたとお

１０番

後藤次雄

今、町長から答弁

そこで、これは町民の皆様方にもしっかり

り、この関係というのは町民がすごく関心を

と経過を報告していかなくてはいけないので

持っているのです。だから、中身はみんな知

すけれども、仮にその介護施設をつくるとい

らない人、例えば町長も言われたとおり、今

うことになれば、切っても切り離せない問題

までかかった人はあそこで手術もできないと

で、介護保険料の問題が出てくるということ

かという、そういうことも含めて、ある程

なのです。

度、あの集会に出た人はわかっているのです

これは、前にも一度報告させていただいた
というふうに思ってますけれども、２年、３

けれども、やっぱりそういう心配、結構ある
のです。

３年ぐらい前に、足寄出身の方が、足寄でグ

だから、強いて私が今回言ったのですけれ

ループホームをつくろうかなという、そんな

ども、そういうことで、とにかく細かいこと

お話があったときに、少しその保険料がどう

はこれから具体的に今、福祉課の参事が進め

なるかということで検討をさせました。

ているということですから、それはいいので
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すけれども、ただ、その中で言っている、総

で、いろいろなことをやっていきたいという

合相談窓口とあります。今回の行政報告の中

ふうに考えたのが一つで言う総合相談機能と

にありますけれど。その内容はどこら辺まで

いう部分なのですけれども。

広げてやるのか。どういうことを具体的にや

その相談に基づきまして、その方に一番ふ

るか。その辺ちょっとわかれば、お知らせし

さわしい介護サービスはどのようなものなの

ていただきいたいと思いますが。

かと。これを関係する機関、当然に町も入り

○議長（吉田敏男君）

ますし、特別養護老人ホームも入ると思いま

答弁、福祉課長。

○福祉課長（堀井昭治君）

今回の行政報告

すし、民間の介護施設等も入ってくるのだろ

でも報告させていただきました、地域他包括

うと思うのですけれども、そういったいろい

支援センターの機能強化事業ということで、

ろな機能を持った施設がありますので、その

今年着手する予定でいるわけなのですけれど

施設の中でどこが一番、その方に適している

も、その中で今一番問題となっているのが、

のかと。こういったことも含めて判断をした

例えば、特別養護老人ホーム、１００名の待

いと。

機者がいますよと。こういった数字だけが先

本人が望む場所も当然あるのでしょうけれ

歩きしてるわけなのですけれども、現実的に

ども、そうではなくて、全体の限られた資源

この１００名の方々が足寄の特養だけに申し

を有効に生かすためには、どのような入所の

込んでいるのではなく、ほかの施設にも当然

あり方が正しいのかということを全体に調整

申し込んでいらっしゃる。逆に言うと、ほか

をしたいと。こういった調整機能を持たせた

の施設を中心に申し込みながらも、特養に申

いというのが、ソーシャルワークセンターと

し込んでいらっしゃる方もいる。このような

しての最終的な形でのイメージであるという

実態がまずつかめないというのが一つ。

ことなのです。

それと、どこの施設もそうなのですけれど

今、現在は入所決定についてもそこそこの

も、入所までに数年かかるという状況の中

施設で、各自おのおのばらばらに決定して

で、申し込みをした時期の状態と今の状態が

いってる状況がございます。

どうなっているのか、これもまた一つわから
ないことも実態でございます。

そういうことも含めて、一括して調整をし
て、全体的にバランスの取れた足寄町全体の

常に、介護度を見ながら入所判定委員会等

中での介護サービスを展開していきたいなと

を開く中で、上位の方々と言いますか、次に

いうのが、今考えているところでございま

入られる予定の方々の状態を把握していくわ

す。

けなのですけれども、その段階で一定程度の

以上です。

情報は得るわけなのですが、そういった情報

○議長（吉田敏男君）

が全体的に把握しきれないのが実態です。

君。

そういったこと、どこの町村も一番危惧し

○１０番（後藤次雄君）

１０番

後藤次雄

わかりました。

ておりまして、実態がつかめないとどういっ

これから、２４年の４月に向けて今、一生

た対策を講じていいのかわからないというの

懸命やっていると思いますから、私ども所管

が一番の問題ですので、そういったことで、

がそっちの方ですから、それなりに私なりに

そういった情報をまず集めたいといいます

勉強していくし、所管の中でも説明をしても

か、集約したい、整理したい。そのためには

らいたいと思います。

個別に家庭訪問なり、それから、介護に実際

それで、先ほど町長、ちょっと私、済みま

に行かれている方々、そういった方々の意見

せん。抜けたのですけれども、例えば、我妻

を集約する。そこの中での町民人数を含めた

病院で３０床と一般病床が５０床あります。

相談も含めて聞いてくる。そういったこと

これは全部が、そうすると老健施設の病棟に
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なるということでいいのですね。はい、わか

度で先ほど町長も言いましたように、町民の

りました。

皆さんに、やっぱりこのことはすごく関心が

それともう一つは、今、いろんな足寄町も

ありますから、ぜひ対話をして、進めていっ

結局人口を含めて、例えば今７５歳以上の人

てもらいたいということをお願いしておきた

が、結局、６５歳以上の高齢者の中で、７５

いと思います。

歳以上の人が一番多いのです。１,４２０名
ぐらい今いるはずですけれども。

次に、３番目になりますけれども、カラマ
ツの利活用についてということで、報道あり

そして、うちも３３.１％から高齢者率と

ますね。去年、これは昨年の１１月か１２月

いうのも余り変わってないのですけれども、

に国に提案した部分ですけれども、これは具

そういう中で、恐らくまたいろんなことが出

体化、具申化に向けて調整、検討を進めてい

てくると思うのです。

るということになりますけれども。

だから、ぜひこういうことも含めて、この

これは、前に話されたカラマツを主体にし

老健介護保険、それから福祉と連携して、こ

た森林組合も入った協同組合をつくるという

れは絶対必要だと思います。だから、まずこ

話がちょっとあったのですけれども。

れは安久津町政の３期目の目玉として、ぜひ
よりいい方向に向かってお願いしたいと。

そのこともこの中に入っているということ
をちょっとお聞きしたいです。

それから、ただ足寄はそうは言っても、人

○議長（吉田敏男君）

口が減っていると言いますけれども、出生率

○町長（安久津勝彦君）

だけは、ほかの市町村から見ると相当いい方

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

向に向かっていると思うのです。だから、こ

まず、前段の連携システムの関係でいきま

の間の道新に出てましたけれども、全国では

すと、あえて少しつけ加えさせていただきま

１.３９％、それから北海道では１.２１とい

すと、まずは我妻病院さんとの役割分担、連

うことで、足寄は平成８年の段階で１.８６

携のため、既に国保病院の体制も少しは強化

ということで、全道一になるのではないかと

をしております。

いう、全国一になるのだという、そういう予

まず、４月からは、これは将来的に訪問リ

測もありましたけれども、９年、１０年たっ

ハビリもできるようにということで、理学療

てますから、その辺は数字が若干かわってい

法士も１名増員をさせていただきました。

ると思いますけれども、ただ１２年から２１

それから、来年の４月からといったって、

年の１０年間の出生率は、大体６１０で、６

もうすぐでありますから、まずそこの我妻病

５０で、平均したら大体６５名ぐらいになっ

院さんのスタッフとの連携も含めて、しっか

てますので。

りやっていかなければいけないということも

それから、お亡くなりになった方は、大体

あって、従来の国保病院の看護師長を連携室

１０年間で９３６名ということで９４名と。

のほうに参事として配置換えをして、その部

それからいっても、このままで行くと、余り

分を主に担っていただく。当然、最終的な詰

３０名ぐらいしか人口が減らないようになっ

めで行きますと、今現在、我妻病院さんに入

てますので。

院している方が国保病院のほうに移動しても

これはまだまだ、いろんなことがあります

らう。あるいは国保病院に入院されている方

からわかりませんけれども、そういうことで

が我妻病院さんにという、こういったことも

いけば、今のこの医療を中心とした介護保

想定されるわけでありますから、そこら辺に

険、福祉、医療システム、これは本当に構築

ついては、しっかりと４月１日に慌てること

されれば、本当に私自身も物すごくいいこと

のないように、着実にそういったことをやっ

だと思ってますので、ぜひ今後もいろんな角

ていくための体制を整えてますので、逐次こ
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れも、文教委員会なり含めて、逐次進捗状況
については報告をさせていただきたいなとい
うふうに思っているところでございます。

ろでございます。
目下のところ、まったく光は見えておりま
せん。それはなぜかと言いますと、これまた

それから、さきほど福祉課長からも答弁し

３月１１日の東日本の大震災の関係も含め

たとおり、この仮称ということでソーシャル

て、国自体、これは全省庁が先行き見えない

ワークセンター、私は町民の皆さん方には何

というような状況もあります。大いに期待を

でも相談所だという、こういうお話もさせて

しているところでありますけれども、しか

いただいているのですけれども、この体制構

し、今の段階でちょっと希望的なことも申し

築に向けて、今回の補正予算にも計上させて

上げられませんけれども、しかし、提案をさ

いただいておりますけれども、国の事業にも

せていただいていることというのは、私は間

採択をされましたので、ここでの情報発信も

違ってないというふうに思っております。

含めて、そういったことも着実に進めており

しかも、今蓄積されている齢級がちょうど

ますので、これも逐次報告をしてまいりたい

伐期が来ているやつ、あるいは伐期が数年後

なというふうに思っているところでございま

には来るという、わかりやすく言えば平年こ

す。

ういった木、ここのところでこう山になって

次に、後段の我が町のカラマツの利活用の

いるのです。ですから、今このことをやらな

問題でございます。これもこの間、一部新聞

いと、この蓄積量の平常化というのはできな

報道等もありまして、議会にも一定の行政報

いというふうに思ってますから、このことは

告をさせていただいているところであります

しっかり、もちろん森林組合も含めて、ある

けれども、実は昨年の１１月、１２月にかけ

いは町内の造林業者さん等とも含めて、これ

て、国、農林水産省の林野庁のほうに、我が

から少し国の動きも見極めながら構築をして

町の豊富なカラマツ資源、これをやっぱり活

いきたいなというふうに思っておりますの

用していきたい。これもある意味循環なので

で、御理解いただきたいというふうに思いま

す。循環をさせていきたい。すなわち、カラ

す。

マツというのは４０年から５０年で活用でき

以上でございます。

るわけでありますから、これを伐期が来たら

○議長（吉田敏男君）

倒す。倒した後は確実に植えていくのだ、植

君。

林をしていくのだと。さらに、その中で先ほ

○１０番（後藤次雄君）

どもお話あった、協同組合の話がありまし

の動きがまだわからないということですか

た。これは加工場、木工場の関係でございま

ら、これ以上、私のほうから、中身について

す。今の町内でカラマツをしている工場とい

も答えられないと思いますので。

１０番

後藤次雄

わかりました。国

うのは、民間の１社しかございません。後継

次に移りたいと思います。

者もいないということもあって、将来いつま

第４番目の農業後継者対策についてでです

でもということにはならないよという、そう

けれども、うちは放牧酪農ということで、か

いう問題提起も受けながら、協同組合でもつ

つて北海道でも認定されているところですか

くって受け皿づくりといいますか、新たな取

ら。

り組みという、そんなお話もいただいいたも

ただ、今回、新規就農者対策も、かなり足

のですから、先ほど申し上げましたこの循環

寄町は受け入れもよく、過去にもいろんな新

システムの中に、当然加工場があればこれは

聞報道にも載ってましたし、すごく成果も上

最高なことのわけでありますから、これを国

がっていると思うのですけれども、ただ今

のモデル事業にしていただけないかというこ

後、今までの取り組みを含めて、具体的にさ

とで、林野庁に提案をさせていただいたとこ

らにどうやって進めて行くのかということ
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が、説明していただけるのであれば、説明し

せ等も来ているというのは事実でありますか

ていただきたいと思いますけれども。

ら、そこのところをしっかり連携を詰めて

○議長（吉田敏男君）

やっていきたいなというふうに思っておりま

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

す。
それから、新規就農に限らず、農家指定の

後継者対策ということで、まずは新規就農

皆さん方が、実は結構の方がやっぱり一たん

者のことでいきますと、おかげさまで農業経

社会人になったけれども、やっぱりお父さん

験のない方も含めて、結構高学歴の方含め

の農場を継ぐよということで、芽登方面ある

て、農業をやりたいということで、そのとき

いは、螺湾方面含めて、結構帰ってきてくれ

にやっぱり、いろんな方が新規就農、しかも

てるのです。

放牧酪農をやりたいというのであれば足寄へ

ですから、ただ、そこでまた一方、では今

行けということで、多くの方がそういうあり

度は伴侶の問題もあるということもあります

がたいことにお話をいただいているというこ

から、当然お嫁さんを連れて帰ってきている

とで、この間着実にそういう方が、足寄町で

という方もたくさんいらっしゃるわけであり

２年間実際に受け入れ農家さんで研修をしな

ますけれども、なかなかその伴侶の問題とい

がら新規就農をしていただいているというこ

うのも一つの課題ということもあるわけであ

とでございます。

ります。

これまで、たしか１３組だというふうに

これは、農業委員会、あるいは農協とも連

思ってますけれども、今なお、芽登の研修セ

携をしながら、そういった対策等も含めて

ンターに、たしか３組入っておられる。そこ

しっかりやっていきたいなというふうに思っ

での課題というのは何かと言いますと、新規

ております。

就農をしたいという方がいらっしゃいますけ

それから、もう一つ私自身、ちょっと問題

れども、では目指すその就農先、適地がある

意識として持っているのは、これまでその後

のかどうなのかということも含めて、ここら

継者対策というのはどちらかというと酪農の

辺については、さらにはこれまで以上にＪＡ

ほうなのです。

さん、農協のほうと連携を強化をしながら、

畑作部門というのは、実は率直に言って、

単にもう離農が決まった、あるいは離農した

新規就農者については、ゼロであります。で

後ということではなくて、将来、本当に自分

すから、では畑作農家の方で、後継者のいな

のところで後継者がいるのが一番なのですけ

いところがないのかというと、そうではない

れども、後継者がいなくて、ある意味、例え

というふうに思ってますから、ここら辺も含

ば、６５歳を超えて営農していると。しか

めて、どうしていくのかというのは今後の大

し、先はやれるところまでやって、その先は

きな課題だというふうに認識をしてますの

どうなるかわからないだとか。これは、単刀

で、その辺についてもＪＡさんとも共通認識

直入にわかりやすいお話もしているのですけ

のもと、ちょっと中長期的な戦略を立ててい

れども。

かなければいけないのかなという、最近そん

そこら辺も含めて、ＪＡさんとも連携を取

な問題意識も持ってますので、そういったこ

りながら、おおよそのめどといいますか、そ

とも含めて対応してまいりたいなというふう

ういった部分も含めて、ここの生産者の後を

に思ってますので、御理解をいただきたいと

どうするのかということも、しっかり担当者

いうふうに思います。

レベルで突き合わせをしながら、間違いなく

以上でございます。

今のところ、足寄町に新規就農したいという

○議長（吉田敏男君）

方はいらっしゃいますし、さらには問い合わ

君。
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１０番

後藤次雄

○１０番（後藤次雄君）

足寄は、放牧酪農

地元企業を結局応援するということで１０戸

推進のまちということで、幅広く全道的にも

分、それから、まちづくりにつながる活動の

全国的にも有名になって、ただ、今、町長言

助成ということで、５団体ということで、今

われたとおり、１３組が来るのだけれど、実

回提案されていますけれども、まずは住宅の

際に今残っている３組ということになると、

関係、これはすごくいいことだと思います。

これをずっとこういうふうに回転をしていく

ただ、私が心配していることは、これは行政

のか、本人の希望もありますからそれは、農

執行方針の中では、説明が具体的になかっ

協と連携をして募集しても来ないということ

た。町職員の持ち家の手当てが廃止になると

もあると思いますけれども、ただ、これだけ

いうことが、報道機関で出されていました。

のことをやって、ああいう住宅も含めての研

きょうの新聞の折り込みにもそういうこと

修施設をつくったわけですから、ぜひ今後の

で載ってました。

ことを、足寄の放牧酪農推進のまちという名

だから、それが例えば、そういうことが行

のもとに、もう少し中身について検討して

政考えているのかどうかも私はわかりません

いったらいいのではないかと思います。

けれども、例えば町職員のそういう持ち家制

それから、畑作の関係、これも私はずっと

度を廃止するということになれば、これは労

気になったのですが、例えば足寄は畑作の農

働協約なり、労使協定なんかもあって、恐ら

家の町ではなく、どっちかというと酪農の町

くこういう今まで進めてきたのだと思うので

です。

すけれども、その辺、検討するというふうに

ところが、やっぱり畑作もこれから重要に

なってますけれども、どの辺まで行政として

なると思うのです。これはちょっと関係ない

考えているのか。労働組合の関係もあります

のかもしれませんけれど、例えば他の町で、

から、もしできればその辺の説明をしていた

道の駅などでやってる、今売り上げが上がっ

だきたいと思います。

ているところは、全部畑作、朝出し、朝採り

○議長（吉田敏男君）

の野菜を出しているということが、全国的、

○町長（安久津勝彦君）

全道的にも特に中札内、更別です。あそこな

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

どもそういうことでやってますから、だから

職員の持ち家手当制度は、これは議員仰せ

今、町長が言われたとおり、この畑作をもう

のとおり、これは労使間でしっかりと協議を

少し足寄町で広げていけば、ああいうような

しなくてはいけません。現段階、全く協議は

立派な足寄の道の駅ができましたから、そう

できております。これはとりあえず今回の御

いう面で、もちろん道の駅もそれなりにやっ

提案を申し上げた、やっぱり民間と言います

ぱり利用者もふえるだろうし、町民の方も、

か、地元の建設業者の大変な状況も含めて、

そういう野菜が格安で新鮮なものとなれば、

あるいは持ち家を持ちたいという町民の皆さ

やっぱり買いに行くと思うのです。

ん方、あるいは移住者でも構わないのですけ

だから、中札内なんかでも帯広近郊の方

れも、そういったことも促進をしたいという

は、すごく帯広市から行ったらすごく多いみ

ことで、とりあえずはこの制度を走らせたい

たいです。更別含めて。

なということで、提案をさせていただいたと

だから、そういうことも含めて、恐らく町

ころでございます。

長は言っていると思うのですけれども、ぜひ

そこで、これに関連して、職員の持ち家手

そういうことで私も進めていってもらいたい

当どうするのという、こういう取材を受けた

と思います。

ときに、当然これは今後、労働組合でしっか

それで、次に第５番目の地域内の経済の環

り話をさせていただいて、すぐに廃止なんと

境ということで、今回住宅新築に当たって、

いうことにはならないというふうに私も認識
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はしておりますけれども、これは方法論を含

当面５件分です。とりあえず予算計上させて

めて、労働組合にも御理解をいただきなが

いただきました。

ら、将来的にはこの制度に一本化をしていき
たいなという思いはあります。

１０戸という根拠は、これまでのその町の
ここ数年の町内における住宅の新築の状況を

ただ、これは少し時間はかかるかなと思っ
てますけれども、ですから今回スタートする

見させていただいて、予測を立てて、とりあ
えずは１０戸分ということで計上したと。

持ち家手当、仮に職員が、ことし建てたいと

これが、もし予算が足りないということで

いうふうになったときには、これには職員に

あれば、議会のほうに追加で補正ということ

ついては、持ち家手当制度がなくならないわ

でお願いをしたいということで考えておりま

けですから、これには該当させないというふ

すので、御理解をいただきたいなというふう

うに考えているところでございます。

に思います。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）
１０番

後藤次雄

君。
○１０番（後藤次雄君）
した。

後藤次雄

君。
○１０番（後藤次雄君）

今、説明を受けま

１０番

わかりました。

それから、後段のほうの、まちづくりにつ
ながる活動への助成ということで、これは５

やっぱり、労働協約、労働基本のやっぱり

団体に絞って、これはまちづくりにつながる

基本的なものですから、やっぱり役場の職員

活動ということになっていますけれども、こ

といいながら、労働組合というものがあるわ

れは例えば、どういうことを活動すれば助成

けですから、今町長が言われたとおり、そこ

がされるのかどうか、ちょっとこれはこの間

をきちっと整理してからではなくては私はで

の執行方針の中で具体的に書いてなかったも

きないと思うのです。

のですから、できれば町長なりにこういうこ

この提案はすごくいいと思います。これは

とやれば、こういうことで助成しますという

地元の業者になるべく仕事をさせたいという

ことがあれば、ちょっとお聞きしたいのです

ことだと思いますから。それはすごくいいと

けれども。

思いますけれども。

○議長（吉田敏男君）

ぜひその辺は、報道によると、今にもこの
持ち家手当制度を含めてなくなるというよう

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

なことでとらえている町民の方もおりますの

私が思っているのは、あまり四角張らない

で、それは役場の労働組合、労使の関係です

で、いろんな発想のもと、活動をしていただ

から、それ以上のことは言いませんけれど

く団体というふうに思っております。

も。

そこで、概略的にちょっと考えていること

それで、今回、１０戸分ということになり

を申し上げますと、例えば環境にかかわる部

ました。この１０戸分というのは、やっぱり

分ですとか、あるいは福祉のボランティア活

予算的なこともあって１０戸分ということで

動ですとか、あるいは文化的、あるいはス

設定したのか、それをちょっと聞きたいとこ

ポーツ的、ですから、一例を挙げますと、例

ろです。

えば町の中を我々何人かで花をいっぱい飾っ

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

て、ちょっときれいなまちづくりにしようと

お答えをいたしま

す。

いう、こんなものでも私はいいのだというふ
うに思っているのです。

住宅に関しましては、１０戸分ということ

例えば、中学生なり高校生でも私はいいと

と、それから、まちづくりに関しましては、

いうふうに思っているのです。ただ、そこに
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は必ず未成年者であれば指導者的な方がつい

で、両立でやっていって、これも町民相手の

てもらうという、そういう条件は当然必要に

ことですから、どこまでいろんなことをやっ

なってくると思いますけれども。

て、対話をやって浸透するかはわかりません

とにかく、町の元気といいますか、活力と

けれども、そういう努力はやっぱり、行政も

いいますか、さらにはそういう活動が積み重

議会も必要だと思うのです。だからそういう

なっていって、例えば、将来的には数年後に

立場で、私も微力ながら、町民に対してそう

は団体として一つ、独立をするだとか、そう

いうことも含めて、がんばっていきたいと思

いうことにつながればいいなという、そんな

います。

思いもしているところでございます。

そういう意味で、今回質問を終わらせてい

ただ、そこには例えば既存の団体が何かを
やる、あるいは既に別な補助金をもらってい

ただきます。
大変ありがとうございました。

て、そこが足りないからこっちもと言うの

○議長（吉田敏男君）

は、それはちょっと対象にはてきないのかな

藤次男君の一般質問を終えます。

という、そのようなふうにも思っているとこ

これにて、１０番後

ここで、暫時休憩をいたします。

ろでございます。
いずれにしましても、大まかには、要綱等

午前１１時０６分

休憩

午前１１時１５分

再開

も詰まってはおりますけれども、最終的には

○議長（吉田敏男君）

議会で承認をいただいた後に、最終、細部に

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

ついては調整をしながら、できるだけ早く実

次に、９番井脇昌美君。

行に移れるようなことで考えたいなというふ

９番

井脇昌美君。

うに思ってますので、御理解いただきたいと

○９番（井脇昌美君）

いうふうに思います。

ましたので、通告書に従いまして、これより

○議長（吉田敏男君）

１０番

後藤次雄

君。
○１０番（後藤次雄君）

議長よりお許しを得

一般質問をさせていただきます。
２点について、一般質問をさせていただき

わかりました。

ますが、所要時間の関係もありますけれど

今、町長が言うとおり、簡単には何でもか
んでもというわけにはいかないとは思います

も、まずは１点目から質問をさせていただき
たいと思います。

けれども、それは中身審議をしてやらなくて

町長選挙の結果についてでございます。

はいけないと思います。

去る４月２４日に執行されました統一地方

それで、今回の質問に対して、具体的なこ

選挙、町長及び町議会議員の選挙が行われ、

とも含めて町長のほうから御答弁をいただい

私自身も町議として再選をいただき、心新た

たし、これからやっぱり４年ですか、協働ま

に町民の代弁者として町の発展に取り組む所

ちづくりにつけて、やっぱり町民との会話と

存でございます。

いうことで先ほども言いましたけれども、ぜ
ひやっていってもらいたいし、議会自身も、

さて、町長の選挙結果についてお伺いをさ
せていただきたいと思います。

今回新条例、総合条例組みまして、１条が２

町長は、３期目の町政を町民より再選され

３８条と、こういう立派な条例ができまし

たわけですが、審判を下した町民も、そして

て、その中でも町議会としても町民との対

当の私本人も本当に驚いた次第であります。

話、これは広報広聴委員会がやるとなってま

あの得票の結果をどのように町長は受けとめ

すけれども、そういうことになってます。そ

たでしょうか。

のことも含めて、やっぱり行政もやってもら

この先、４年間、町政を担うためにも町長

う、それから、議会としてもやるということ

も冷静たる検証をされたことと思います。具
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体的にお示しをしっかりとしていただきたい
と思います。

す。
現実問題として、入所対象となってくると

また、今定例会の町長行政執行方針でふれ

いう表現がいいのかあれですけれども、今、

られておりませんでしたが、町長から選挙公

入所させるという仕組みと言いますか、従来

約として示されておりました、特別養護老人

は申し込み順ということも、いっときあった

ホームの待機「ゼロ」を目指すと公約されて

わけでありますけれども、今は介護度に応じ

おりました。

て必要性の高い方から入所をしていただくと

町民の方々も大変期待していると思いま

いうことで、先ほど福祉課長も申し上げたと

す。私もこの件に対して、非常に困難に思っ

おり、判定委員会というものを持っておりま

ておりますが、示された待機「ゼロ」に策、

して、その中で入所を順次していただくとい

むしろ秘策があるとすれば、具体的にお伺い

う、そういう意味で、現実入所対象となって

をいたしたいと思います。

いる方、すなわち介護度４、及び５の方が入

○議長（吉田敏男君）

所現実ということになってます。

答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君）

井脇議員の一般質

問にお答えをいたします。

それで、この介護度４、及び５の認定者数
は、２９名ということになってございます。

まずは、町長選挙の得票結果の受けとめ

９９名の申込者のうち、在宅で入所を待って

と、検証についての御質問でございますが、

いる高齢者の方につきましては、３４名で

先ほど後藤議員にお答えいたしたとおり、再

す。

選という結果をいただいたことに感謝をいた
しているところでございますし、行政執行方

このうち、介護度４、及び５の認定者数は
５名という状況にございます。

針で申し述べたとおり、２期８年の町政運

また、６５名の方々は、様々な介護施設へ

営、経験をもとに町民目線を持って、誠心誠

の入所、あるいは、病院に入院をしている状

意町政運営に努めてまいる所存でございま

況にございます。

す。

さらに、７０名の方々は、特別養護老人

次に、特別養護老人ホームの待機「ゼロ」

ホームへの入所には、すぐには現実として結

に策があるとすれば、具体的に伺いたいとの

びつかない介護度が、１から３の認定区分に

御質問でございますけれども、これは選挙公

属しているということでございます。

約でゼロということで、お示ししたとか、し

これらの現実につきましては、大半の方々

ないとか、それは全然言うつもりはございま

が将来への不安をぬぐいきれずに、特別養護

せんけれども、少なくとも介護にかかわる、

老人ホームへの事前入所申し込みにつながっ

あるいは医療にかかわる連携システムを構築

ているものというふうに思慮しているところ

をしていきたいというところで、そこの行き

でございます。

着く先が、待機者ゼロにつなげたいという、

これらが町民の方々の持つ将来への不安等

こういう意味でございますので、ぜひ御理解

をぬぐい、生活の安心感を情勢していくこと

をいただきたいというふうに思います。

が特別養護老人ホーム待機者「ゼロ」の町に

議員仰せのとおり、具体的な策を見出すこ
とというのは、これは大変困難な課題である
というふうに私自身も考えているところでご
ざいます。

つながっていくものと考えているところでご
ざいます。
以上の考えの実現に向けて、平成２２年、
第４回定例会、及び今定例会において、行政

少し内容をお話ししますと、現在、特別養

報告をさせていただいたとおり、ますます人

護老人ホームに対して、９９名の入所申し込

口の減少と高齢者の増加傾向が顕著となって

みがある状況ということになってございま

いく本町の将来をしっかりと見据えて、すべ
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ての町民が安心して暮らせるまちづくり、こ

います。

れを目指して在宅生活を支えるシステムの構

冒頭に、今、首長のほうから、公約ではな

築に向けて、大きく９項目に及ぶ構想を骨格

いと。待機者ゼロということは、公約として

とする医療と介護、保健、福祉の連携システ

は余り申してないというようなニュアンスの

ムの具現化に精力的に取り組んでいる最中で

発言をされましたが、本年の４月２３日の北

ございます。

海道新聞社さんのインタビューに答えられ

現実に、高齢者の方々の増加が進行してい

て、期日が４月２３日だったような記憶はし

く中で、すべての町民が安心して特別養護老

ているのですけれども、たしか２１日か２２

人ホームの待機者ゼロとなるということ、と

日に選挙公約の一部として、選挙の一つのこ

いうのはすぐには望めないものと考えており

ういうことを目指した、掲げた戦いをという

ますが、それぞれの課題に、着実な対策を講

ことで、農業、林業の振興と、道新さんの掲

じ、十分に要介護者等の状態把握を行い、町

載している公約の一部に特別養護老人ホーム

民が必要とするときに必要なサービスが提供

待機者ゼロということは、きちっとまずはう

できる仕組みをつくりあげて、町民の信頼に

たわれてますから、後日お調べをしておいて

こたえる適切な介護支援を提供することが可

いただきたいと思います。

能な社会となれば、町民の安心感が増幅され
いくと考えているところでございます。

さて、町長選挙の結果についてですけれど
も、１０番議員さん、立派な行政方針も含め

結果として、将来を心配をしての事前入所

た町長選挙の結果にもふれておられました。

申し込みをしなくてもいいということ、必要

極力重複のされないような、私も質問をさ

時の申し込み、あるいは介護相談等により、

せていただきたいと思います。

適切な介護支援サービスを受けられるサービ

そこの中で、１０番議員さんの質問の中

スを受けられる社会環境をつくっていくこと

で、町長がお答えをまずされました得票差

により、現在のような事前入所申し込み者数

は、余り気にはしていない。勝ったからいい

は、激減をしていくものと想定をしていると

ということではないのですけれども、それほ

ころでございます。

どこだわってませんよと。私もちょっと分析

現状のように、入所申し込みを行いまして

は違うのですが、どうもそのことに対して、

も、相当期間入所ができず不安でいる状況か

私が、または町民の皆様方が首をかしげてい

ら、すべての町民が安心して暮らせる町に転

ると。

換ができ、特別養護老人ホームの待機者は限

私、今ここで、立って質問をさせていただ

りなくゼロに近づいていくものと考えており

いているのですけれども、私自身の４０１人

ます。

の代弁者ではなくて、２,３３２名の私は代

今後におきましても、すべての町民の安心
感をはぐくみ、生活を守り、支えていくため

弁として、今ここで質問をさせていただいて
いるつもりでもございます。

の医療と介護、保健、福祉の連携システムの

そこの中で、私はどうも首長のおっしゃっ

早期の具現化に向けた努力をまいる所存でご

た、あなたのおっしゃった、得票差はあまり

ざいますので、御理解を賜りますようお願い

気にしていないというおっしゃり方は、私

申し上げます。

は、どうもちょっと腑に落ちない、そのこと

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
９番

がもう一つ１０番議員さんのお答えになっ
再質問を許します。

井脇昌美君。

○９番（井脇昌美君）

た、検証のされ方が具体的に示されてないの
かなと。こうこう、こういうことも要因だ

まずは、選挙結果の

と。ただ、私から一つ言って申し上げます

ことについて、触れさせていただきたいと思

と、二人でやったわけですから、固有名詞を
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避けた、避けてないと言ってもどうしようも

の辺を町民の人が思っているのではなかろう

ないのですけれども、片やＡさんは、１０カ

かなと。もう一度お聞きしますけれども、こ

月も１年もかけて、１件、１件しらみつぶし

の得票数というのは、首長さん、余り気にし

に細かく回られて、政策を訴えられたと。ま

ないのですか。

た、その政策にもあなたがおっしゃったよう

再度お聞きしたいのですが。

に、私も疑問に思ってましたけれども、政策

○議長（吉田敏男君）

もちょっといびつで、ちょっと理解のしがた

○町長（安久津勝彦君）

いところもあったけれども、それも説得して

す。

歩いて、住民に信頼を得たと。

町長、答弁。
お答えをいたしま

一部、先ほど後藤議員の御質問にもお答え

方や、公務をきちっとした中で、ほぼ実働

をいたしましたけれども、特に首長選挙、と

的には、本当に４日、５日間の中で街頭演説

りわけ今回につきましては、二人の戦いで

をされて、非常にそういうハンデというのは

あったということですから、これは当選する

理解できます。その差もあるのかなという、

か、そうでないかしかございません。これは

私の考えもありますけれども、それにして

選挙でありますから、１票差でも当選は当選

も、この差というのは、これはちょっと異様

でございますし、それがやっぱり町民の皆様

な、当然冒頭にも申したとおり、予測もしな

方の審判をいただいた結果だというふうに、

かった結果であるのは事実だと思います。

そういう意味で申し上げているわけでござい

私はそこを、もう一つ分析をし、しっかり

ません。

とそのことが町民に示す、これがいい機会で

さらには、議員仰せのこの選挙結果、得票

あったのかなと、一つは、私は安久津カラー

数についてもどうとらえているのか。という

というものが、さっぱり表に出て、もうひと

部分。これは先ほど後藤議員にもお答えをし

つきてないのではないかなと。

たとおり。その前にちょっと申し上げておか

というのは、足寄町の将来のビジョンとい

なければいけないです。公約云々かんぬんの

うものを、きちっと示されていない。ビジョ

関係でありますけれども、先ほど申し上げた

ンが見えてこない。だから、何となく２期８

とおり、特に否定するとかそう意味ではござ

年間というものが進んできたと。

いません。取材も受けまして、その話もして

非常に今のあなた、首長、資金繰りという

ます。昨年の１２月の定例会でも、当然その

表現が正しいのかどうかわかりませんけれど

医療、介護、保健、福祉の連携システムを仕

も、運営には恵まれていた８年間にも私には

上げていくことによって、待機者ゼロにつな

思えます。

げていきたいということで、これは行政報告

特に、前政権の中では景気対策として、大

でも明確に申し上げてますから、当然その延

きな大きな交付金も、これは足寄町には限ら

長線上では、ある意味公約の一つだというふ

ないですけれども、一つの選挙戦略としても

うにとらえられても結構でございますけれど

ばらまきもあったでしょう。

も、間違いのないことでございますから、あ

また、予期せぬ森林災害によって、予想外
の収入もあった。そのことが非常に、いろん

えて私もそこのところ、別にこだわる必要は
ございませんけれども。

な事業をおこすのにも第五次総合計画、足寄

ちょっと中断して申し訳ございませんけれ

のその大綱をもある程度それに沿って円滑に

ども、今回の選挙戦、先ほどもお答えしたと

やってこれたと。

おり、本当に政策論争できたのかなというこ

非常に運のいい町長でもあったなと。属に

とでいきますと、私はリーフレットも出しま

言う、運も実力のうちですから、力のうちで

して、一定の項目等も町民の皆さん方にお示

すから結構だと思うのですけれども、私はそ

しをしてきたところでございます。
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ただ、先ほどもある意味反省も含めて申し

農家の方がたくさんいらっしゃるわけであり

上げたのですけれども、本体車も出さなかっ

ますから、ここの搾乳している牛は別であり

たということも含めて、あるいは現職であっ

ます。さらには２０キロ圏内は、それはもう

たということも含めて、私自身の選挙活動と

全然だめです。これは全頭淘汰でありますか

いう部分で振り返ると、ある意味町民の皆様

ら、ですから２０キロ圏内外の後継牛、若牛

方からは、町長は現職としてあぐらをかいて

です。これは早いうちに受け入れることがで

いるのか、ある意味選挙民をばかにしている

きないかという、そういう相談をさせても

のではないのかと、こういう受けとめ方もあ

らったということなのです。結果は結びつい

る意味された部分もあるかなというふうに私

ておりません。

も思っているところでございます。

要するに、なぜそういう発想になったかと

現実、私を支援していただいた後援会の皆

言いますと、いざ復興がされて営農を再開す

様方からも、先ほど申し上げましたとおり、

るとなったときに、牛がいないことには営農

厳しい御指摘もいただいたということは事実

できないわけです。

でありますから、これは率直に認めるところ
でございます。

ですから、それは若牛を早目に避難をさせ
て、そこを支援することによって、将来残念

そこで、相手候補の政策、これはどうだっ

ながら被災を受けた生産者の方々の、少しで

たのかなと見ますと、私は選挙の法廷びらも

も手助けになればなと、そういう思いでそん

読ませていただきました。それから新聞報道

なことを検討してきますということを言った

も読ませていただきました。私は三つしかな

部分につきまして、放射能を浴びている牛な

かったのかなというふうに思います。一つに

んてとんでもない、もっと言えば放射能を浴

は先ほどもございました、産廃施設の問題で

びてない牛でもだめだと。彼女はそういう言

ございます。これは、論争に私はならないと

い方をしたわけでありますから。これも全

思いました。それは法に基づいてしっかりと

然、論争にならないなというふうに思ってお

設置許可をいただいた業者の方が、しかも自

ります。

分の私有地の中に作る施設、これは先ほどあ

それから、三つ目は、たしか選挙法廷びら

りましたけれども、これが埋め立てする品目

ですか、そこに最後に書いてありました。図

のうち、例えば放射線を発生するような、あ

書館をつくりますと書いてございました。唯

るいはダイオキシンを発生しているようなも

一これが政策と言えば政策かなというふうに

のが、そこに埋め立てられるかというと、そ

思っておりますけれども、そんなことで私が

ういう施設ではないということ。これは何回

不十分ながらもお示ししたこと、それから相

でも議会でも御本人ともやり取りをさせてい

手の方々が町民の皆様方に訴えたこと。これ

ただきましたけれども、これは行政として

で行きますと、私は得票の結果において、

も、私として、そこの個人の事業活動にどう

じゃあこういう得票の結果でありますが、約

のこうのということにはならないということ

５００ちょっとの差だったというふうに思い

でありますから、これは政策論争にはならな

ますけれども、それを踏まえて、相手候補の

いなと思ってました。

言ったこと、これはやっぱり町民のために私

二つ目、これは農協の組合長さんともお話

の今後の４年間の中で取り入れていかなけれ

をし、今回の東日本の大災害の関係で、これ

ばならない部分だなと。申しわけないけれど

は先を見通したときに、電子力発電所、これ

も、参考になるものは、私は皆無だったなと

は簡単にはちょっと収束できないだろうとい

いうふうに思っております。

うこともあって、この放射能の汚染が広がら
ないうちに、福島県で酪農、あるいは畜産、

そういう意味では、残念だったという思い
もあるのも事実でございます。
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そういう意味で、先ほど来からお答えをし

これは、あなた、答え出せますか。出せな

ているとおり、そんなに分析といってもして

いはずです。これは。というのは、すべてこ

ないと、しかし、現実、こういう投票差で

れは地域の理解をいただいて、道が許可を

あったということも、これは現実であります

し、管理維持をしているわけですから、足寄

から、それは真摯に受けとめをして、とりわ

の長がああだこうだなんて、言えるレベルの

けそういう意味では、現職として町政運営を

ものではないのです。これは議員さんもやっ

していく上に当たって、やっぱり先ほどもお

ぱりもう少し理解もしてほしいなと。間違っ

答えしたとおり、町が取り組んでいるいろん

ている人も、ちょっと誤解している人もいる

な政策等については、逐次やっぱり、町民の

のです。それがやっぱり、だからどうでもい

皆さん方にもある意味情報公開という意味も

いということではなくて、そのことが先行き

含めて、そういう正しい情報をお伝えをする

大きな災害があって、福島でああいうふうな

努力をしていかなければいけない。さらに

原発という、我々ではこう、想定もしてな

は、町民の皆さん方、今何を考え、何を行政

かったら、本当にあんな現状になるのだな

に望んでおるのかという、その広聴の部分も

と。安全以外、何も我々知識がなかったもの

しっかりやっていきたいうことで、先ほども

ですから。でもそのことが、いろんなこちら

後藤議員の質問にお答えをしたとおりでござ

の産廃の問題まで、イメージ的に飛び込んで

いますので。

きてますけれども、これは道に国にやっぱり

そのような意味で、そんなに気にしてませ

維持管理をお願いするしかないわけです。

んという意味は、そういう意味も含めてでご

それと、私も実際に帯広の弁護士さんを

ざいますので、ぜひ御理解をいただきたいな

知っているものですから、この１件に対して

というふうに思います。

どうなのですかと言ったら、いやいや、どう

以上でございます。

いう話で概略も細かなこともわからないけれ

○議長（吉田敏男君）

９番

井脇昌美君。

どもこうなのですと言ったら、それは余りや

○９番（井脇昌美君）

私も今お答えをして

ると営業妨害になりますよと。これは弁護士

ただいた中で、町民の人から、聞き取りなん

さんから言われました。

て大げさな、大それたことをしのではないの

それは、議員さん、控えたほうがいいです

ですけれども、会うと選挙結果の話しが当然

よ。営業妨害というのは、そういうこと。全

話題に出ました。

部国が許可を取り、維持管理をしている部分

風評被害です。町長が今触れたのは、家畜

については、むしろ足寄町は固定資産税をた

ですけれども。家畜も何とかその辺のイメー

しか受けてます。固定資産税を得ているし、

ジはあれですけれども、人はどうするのです

町としてはいいのではないのですかという、

か。やっぱりそのことも触れたら、全くの風

大きなとらえ方を弁護士さんもしてました。

評被害という、私もそれはちょっとは町民の

それに対して余りほじくると、国を相手

人の錯覚したというか、そういう中でなるほ

取って云々かんぬんという問題になるから、

どなと一瞬思ったのかもしれません。それ

町の議会としては余り触れないほうがいいの

と、やっぱり内輪の我々の仲間も誤解してい

ではないのですか。ただ、町長さんに対し

るところがまだまだあると思うのですけれど

て、柔らかく余り事業としては、住民の目線

も。

もあるから、極力拡張しないで、広げていく

これも選挙の要因として、町民の人から出

という話もこれはうわさですから。広げたっ

されたからお話をしますけれども、産廃の問

ていいわけですから。事業、業務の拡張をし

題です。１０番議員さんもおっしゃってまし

たっていいわけですから。個人がやるわけで

た。

すから。営利会社が計画することにどうだこ
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うだ、言えないわけですから。ですけれど

施設、我妻病院さんです。これが明年度の４

も、道とのこの協議の中で、極力そういうこ

月から、これが恐らく事業開業されると思う

とも住民感情として、思いとして思っている

のですけれども。今のまま順調に行けば。こ

ので、何かの機会に業者さんとまた話しも協

れ５０床は、我妻さんに私も言って実はお聞

議もされてくださいという程度だったらお話

きをしたのです。昨年、私も所管だったもの

できるかもしれません。それはその程度で

ですから、そのような数字は聞いてはいたの

す。

で再確認はしたのです。５０床だと言ってま

それを縮小しなさい、止めなさい、買収し

した。これも、待機者の１００ということに

て町があれしなさいという、何か誤解してい

対しては、ある程度これカバーリングできる

た選挙としてのあれを言っておられたような

数字は、全く数値には入れられるわけです。

方もいます。それも町民の人のイメージとし

それと、この介護３というのは俗に言う要

ても、なかなか町民の人に理解すれと言うほ

介護３です。要介護３というのは、申し込み

うが無理なのかもしれません。ただ、町長の

はたくさんされていると思うのです。特老

ほうから、謙虚な一つの結果として、やはり

に。これは、ほぼ答えまで言ってしまうけれ

違うイメージの返事を今言葉でいただいたも

ども、ほぼ入れない、ただ申し込んだという

のですから、最初の１０番議員さんのお答え

だけですから。自分が先にこの世を去る場合

だったら、何だか勝ったからいいのだと言わ

もあるかもしれません。そこにお世話になる

んばかりの、ちょっとひねくれた受け方だっ

前に申し込んでいながら、ほぼ不可能に近い

たのかもしれませんけれど、そのように受け

申し込みなのです。実は、実態はです。何と

たものですから、非常にやはり謙虚にそこは

かそこを解消できないものかなと。我々も、

受けていただきたいなと。

今の所管の委員さん方もそれを一生懸命、模

常に言われる立場、気の毒な立場にあるの
は安久津か、管総理かというようなものです

索を委員長を初め、されているところだと思
うのです。

から。それをやはり、上に立つ者の宿命と

そこの介護４ではなくて、要介護４、５は

いったら宿命、使命といったら使命なのかも

何とかいろんな事故だとか、残念ながら亡く

しれません。でも、そこをやはり少しでも理

なられた人には、すぐ重度の人からどんどん

解をし、和らげていくのが管さん以上に安久

入居をされますけれど、その要介護度３の人

津手腕なわけですから。ひとつ、今後そうい

の問題なのです。それが、少し解消、違う形

うことを含めて、お願いをしていきたいな

で何とか解消されていくのかなと。それと、

と。

民間のいろんなこれから先、模索しているこ

それで、先ほどお話になった待機者「ゼ

とも聞きますけれども、名前出すわけにはい

ロ」の問題も、高齢化率が３３％ちょっと超

かないですけれども、そこの３０床、２０床

えてます。足寄町の場合。非常に高いです。

の、そこは介護施設ではないのですけれど

全道のクラスの中でも高齢化率は高いほうで

も、お年寄りの老人ホーム的な中で。そこら

す。足寄に。それほどお年寄りが多いという

は微妙なものですけれども、少々介護は必要

ことです。

でも、入居のときに入院さえされてなけれ

それに、先ほど町長が触れました特老の待

ば、入居されますよと。そして、入居した後

機待ちが約１００名。このゼロということに

は、病人であろうと何であろうと、その辺は

少し結び、強引に結びつければ、解消はされ

微妙なところなのですけれども、国のほうの

つつも、これは少し見通しはあるのかなとい

制限もあるものですから、その辺はあれなの

うことは、強いて言えば新型の、先ほど１０

ですけれども。解消は、イメージとしては少

番議員さんが質問されていました新型の老健

し軽減されるのかなという気がもちろんされ
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ております。

は、これからの検討でありますけれども、と

その中で、私も一方的にこうやってお話し

もかくそういう高齢者の方々の住まいといい

したのですけれども、これからの、いわば、

ますか、これをやっぱりつくることによっ

施設に対して新型の先ほど申しました、老健

て、今後これも相談しなくてはいけない課題

施設ですか、そのことと特老等も、かなり建

なのですけれども、昔で言えば往診です。病

物自体もやつれてきている、老齢化している

院の先生方が。この往診も可能になるのでは

中で、そのほか、町長としてそういう施設

ないですか。あるいは、在宅のホームヘルプ

等々の考えはございませんか。ちょっとお聞

サービス、これも可能になるのではないです

きしたいと思います。

かと。今現在も、ホームヘルプサービスは、

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。

福祉協議会のほうで担っていただいているわ

待機者ゼロ、これ

けでありますけれども、御案内のとおり足寄

は当面の目標だと思ってます。私は、究極

町は、沢伝いに点在してお年寄りの方が住ん

は、特養廃止までいきたいなというふうに

でいるわけでありますから、こちらの沢の人

思っているのです。これは現実あるのです。

のお年寄りの介護をしてきた、次のお年寄

徳島県の葉っぱ産業で有名な上勝町、あそこ

り、続けてこの沢にあれば、効率的にできま

は昔、特養があったそうです。しかし、お年

すけれども、こっちの沢となれば、ここから

寄りの生きがい、その葉っぱ産業で、平たく

また出てきて、こちらの沢。最悪１日２件や

言えば収入につながるという、これを農協中

れば、もう時間的に間に合いませんと。これ

心にしながらこれを編み出したということ

も、そういう現実というのが、我が町の実態

で、少し古いものですけれども、従来あった

でありますから、これも一つの高齢者専用住

特養を廃止。町全体で、人口がうちの町より

宅、病院から退院はできるけれども、在宅に

はちょっと少ない人口でありますけれども。

入ったときに、やっぱり通院しなくてはいけ

寝たきりの人はたった一人という。こういう

ない。これまた、大変な負担になるというこ

素晴らしい報告も受けているわけでございま

とでありますから。それでは、そういう施設

す。

があればそこに入っていただく。例えばわか

そこで、当面は待機者ゼロという表現の仕

りやすい話、例えば１０戸のそういうのがで

方をしておりますけれども、本当に究極、私

きたとします。そうしたら、そういう方々が

は本当に、特養がないようなまちづくりとい

１０件のお年寄りがいるとしたら、往診する

う、そんな夢みたいなことも思っているわけ

のについても、ここをずっと往診すればすむ

でございます。

わけです。一回、一回病院に来てもらうとい

そこで、議員からこの連携システムの中

うのが一番いいのですけれども、病院に来る

で、検討していかなければならない、あるい

のもちょっとつらいという場合については、

は新たに予定していることはあるかというこ

ずっとやっていける。先ほど申し上げまし

とでございますけれども、先ほど後藤議員に

た、訪問のリハビリ、機能回復訓練、これも

もお答えしたとおり、一つこれは、今の国保

訪問してこうやっていけば、効率的にできる

病院の村上院長先生とも話しているのですけ

ということもありますから、ですから一つに

れども、一つの核となるといいますか、重要

は、このシステムの中で、一つ大きなウエイ

な位置を占めるのは、やっぱり高齢者の専用

トを占めていくというのは、やっぱり高齢者

住宅、わかりやすい意味でその名称が合って

専用住宅、あえて高齢者専用住宅と使わせて

いるかどうかは別でありますけれども。そう

いただきますけれども。

いうある意味、一定の介護機能も備えたよう
なことになるのかどうなのかも含めて、これ

これがやっぱり、一つ重要な位置を占める
のかなというふうに思っています。
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それから、もう一つは、やっぱりグループ

も、去年視察させてもらった中で、全道の

ホーム的なものもやっぱり必要ではないのか

シェアは、もう既に在宅だとかグループホー

なと。特に、認知症の方も現実問題ふえてま

ムを一部取り入れてますけれども、複合です

すから、そういった部分も含めて、家庭的な

から。これだけはしっかりと、とらえてくだ

環境の中で介護をするというふうにいきます

さい。複合は何かと言うと、医療施設と介護

と、グループホームもということも必要に

がしっかりとセットになってるということで

なってくるのかなと。

す。昔のお年寄りの老人ホームというのは、

仮に、そういう施設が必要だと思ってます

空気がきれいで静かで、山の中です。俗に言

けれども、ではこれらの運営の形態なんかに

う。そこで、心静かに施設に入居されて、こ

ついても、直営でやるのか、あるいは民間活

う心を伸び伸びと、今はイメージ全然違うの

力を導入してやるのか。これも含めて今後の

です。今はそんなところは望んでいないので

大事な検討課題かなというふうに思っている

す、お年寄りは。もう都会化してしまって。

ところでございます。

急に何かがあってもすぐに対応してる場所、

本当に一口で、医療、介護、保健、福祉の

即、レジャーだ、多少歩いて乳母車でも何で

連携システムをつくりますよと言ってますけ

もいいから、コンビニ行って買い物できると

れども、これは一定の年数もかけながら、

ころというのが、お聞きすると望んでいるの

しっかりと着実に、そのことを積み上げをし

です。これだけ時代の変貌ということで、変

ていきたいというふうに思っております。

わってきております。これも、私どももある

繰り返しになりますけれども、我妻病院さ

程度勉強させていただいた成果として、これ

んは、来年の４月１日から転換をしていただ

も首長さんにお話も機会があればしておきた

くための準備に着々と入ってますし、国から

いなとは思ってたのも事実です。

の交付金の決定も既に受けました。

そこで、次に入りたいと思います。

ですから、いつから工事に何かしら入ると

○議長（吉田敏男君）

時間がちょっと早い

いうのは、そこまでちょっと確認はしており

のですけれども、次の入るだけの時間的余裕

ませんけれども、間違いなくことしも年内ぐ

がございませんので、これで午前の部は閉じ

らいには、工事も着手、あるいは完成までい

たいというふうに思っております。

くかどうかわかりませんけれども、少なくと

よろしくお願いします。

も４月１日に間違いなく間に合うような形

それで、質疑中ではありますけれども、午

で、着々と施設整備もされていく。そして、

後１時まで昼食のため休憩といたします。

私はわかりやすく言ったように何でも相談所

○議長（吉田敏男君）

を、国の助成を受けながら、何でも相談所も

いたします。

ここで、暫時休憩を

できるだけ早く立ち上げたいというふうに

午前１１時５７分

休憩

思っておりますので、そんなことで取り組み

午後

再開

を進めていきたいというふうに思っておりま

○議長（吉田敏男君）

すので、御理解をいただきたいというふうに

再開いたします。

思います。以上でございます。

１時００分

休憩を閉じ、会議を

一般質問、井脇議員の２項目めから入りま

○議長（吉田敏男君）

９番

井脇昌美君。

○９番（井脇昌美君）

今のお答えの中で、

す。どうぞ、発言を許します。
９番

井脇昌美君。

町長もグループホーム、また、在宅である介

○９番（井脇昌美君）

護ということを希望しているのだと。本当に

書に従いまして、質問をさせていただきたい

健康であれば、もちろんだれしもがそのよう

と思います。

なことを望むわけですから。ただ、１点私ど

では、２件目の通告

林業グループ設立についてでございます。
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十勝管内１３番目として、今回設立された

くほか、調査、研究事業の活動拠点として、

林業グループ「岐志会」、そして若者が中心

町有林をフィールドに提供するなど、時代を

のこと、大変大歓迎と申したいと思います。

担う林業経営者として成長されるよう、行政

足寄町約８３％を占める森林、町の基幹産

としてもできる限りの支援を行っていく考え

業であることは言うまでもございません。足
寄町の大きな大きな資源であり、財産でもあ
ります。

でございます。
以上のことから、現段階においては、官民
一体の林業振興組織を設立する予定はござい

これからは、森林が果たす役割が重視さ
れ、町もバイオマスタウン構想、ＣＯ ２ 排出

ませんので、御理解を賜りますようお願いを
申し上げます。

量２５％削減を勧め、森林整備計画をされて

なお、十勝総合振興局森林室足寄事務所の

いる中、若者の林業グループ、そして森林組

呼びかけで、町内林業関係者等による、森林

合さんほか、町も含め、管民一体とした林業

管理推進協議会、これは仮称でございますけ

振興組織をこの機会につくってはいかがです

れども、これを設立する予定でありますが、

か。

この協議会は、足寄町における森林づくりの

若者を中心としたグループに夢を与え、躍

合意形成を図り、地域が一体となって森林施

進、そして成功を願う一員として、町長の所

行集約化による森林整備を推進し、森林資源

見をお伺いいたしたいと思います。

の循環利用や、公益的機能の維持、増進を

○議長（吉田敏男君）

図っていくことを目的としております。

○町長（安久津勝彦君）

答弁、安久津町長。
林業グループ設立

につきまして、お答えをいたします。

我が町の基幹産業である林業を発展させ、
雇用の増進等につなげていきたいと考えてお

林業グループ足寄岐志会の誕生は、林業従
事者等の高齢化が進行していく中にあって、
私にとっても大変うれしく思っているところ
で、会の設立に当たって、御指導をいただき
ました十勝総合振興局森林室足寄事務所には
心から感謝を申し上げる次第でございます。

りますので、御理解を賜りますようお願いを
申し上げます。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
９番

再質問を許します。

井脇昌美君。

○９番（井脇昌美君）

今、町長のほうか

林業グループ発足を機会に、官民一体とし

ら、一応私の主たる、いわば提案というもの

た林業振興組織をつくってはとの御質問でご

が今の段階では考えておられないと。設立を

ざいますが、この会につきましては、発足し

する予定がないというお答えをいただいたの

て間もないことから、まずは会員みずから主

ですけど、私の思いとしては、実は先般、岐

体的に林業、木材産業の発展に向けた総合的

志会の代表佐野さんにお会いさせてただき、

な技術や知識の習得を目指していただき、将

２時間ほどお話を承りました。私の評価とし

来的には町の林業施策にも提言できるよう

ては、人間性、そして、それはもとより林業

な、活発な組織になっていただきたいと考え

技術、それから、知識というのは、普通の一

ているところでございます。

般のグループ知識を得ている人よりも、所持

また、若者を中心としたグループに、夢を

している、本当に素晴らしい方々が、代表か

与える件でございますが、私も全く同感でご

ら始まって顔をそろえたというふうに評価し

ざいますし、今議会に、元気のあるまちづく

ているところでもあります。

りにつながる活動や、地域振興等のまちづく

その中で、非常に意見を承ると謙虚なので

り活動を行う町内住民グループに対する支援

す。非常に謙虚な中にも、すごく将来の夢を

対策を提案させていただいております。

持って、将来像というものをこういうふうに

これら、支援対策を積極的に御活用いただ

したいのだという、またある意味においては
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素晴らしいこの町にマッチした構想というの

い明るい名称をつけられまして、全員が山林

はちらっとお話ししてくれました。

所有者ということでした。

実は、きょう２２日、会員の皆様方が、

その中で、事務局そのものは小規模な事務

きょう、働いている方ばかりですから、きょ

局ですけれども、陸別町の森林組合さんに設

うの晩に集まりを持つらしいです。きのうた

置しておられるということで、いろんなイベ

しか、森づくりセンターの中の足寄の村瀬所

ント、いろんな勉強会、言わば勉強会という

長のほうには会って、そのような協議も、

ものは、一つの森林の調査、また、町外のい

きょうの前座としてお話を持っているはずで

ろんな立木の調査、それから２年ほど前にな

す。

るかとも思いますけれど、この地域一帯が植

私もお会いしたときに、よく地域の機関の

林されるカラマツが二、三年前からきゅうく

皆さんに、自分らの思いというのはしっかり

つになって、非常に自由に手が植林の手当が

した中で、希望も含めた中で相談をきちっと

ついても入手できないというような減少の中

されたらいいよということは、私も村瀬所長

で、一つのお遊びには近いのだけれども、カ

には、実は忙しいところ１時間くらい時間を

ラマツの実生で種を植えて、陸別町の町有林

つくってもらって、今回のこの件に対して議

の一部に実生で苗木の育てる実験も始めてい

会陣として訴えをしたいのだと。そうしたら

るという、結構発芽して育ってきているとい

ぜひお願いしたいと。村瀬所長から、議会か

う。試みもやっております。

らもぜひそのような一つの呼び掛けを協力し

それで、森林の管理推進協議会というの

たいし、森づくりセンターは道ですけれど

は、これはあくまでも仮称ですけれども、こ

も、全面的に何とかこの若い芽生えた息吹と

のことも町内の林業関係者等による協議会も

いうものを育てていきたいと。その言葉の

いいことで想定されているらしいですけれど

端々に、これからの森林管理推進協議会、仮

も、実は森づくりセンターの所長さんあたり

称ということで、そういうような組織も設立

はもう、皆さん３町とも相当の技術、また、

する、逆に、このような組織を追々考えて模

知識を持っている人らだけに、かなりいろん

索しているようですけれども、実はカラマツ

なことを試みてもレベルの高いことが持って

産地形成推進協議会というのも、ずっと歴史

いる地域もあるし、まあまあ陸別町さんは、

があるのです。この３町にわたって。この協

局長さんにお会いすると、名指しをしてあれ

議会が、もう一つ、機能しているようでして

ですけれども、本別町さんとは全然話し合い

なかったというのが、実は村瀬所長のお話を

する意志がないですと。どうしてですか。本

聞くともう一つ機能なされないというのは、

別町さんは、もう実務なのです。非常にもう

実は足寄に事業グループが一つ欠如してたか

レベルが高くて、売買の段階を今、みんなで

ら、もう一つそこを何となく遠慮ではないの

模索しているレベルです。

だけれど、陸別町さんと本別町さんも踏まえ

陸別町さんは、まず森づくり、山づくりと

た中で、別な組織なのですけれども、かかわ

いう、森という原点に戻って若者が、全員山

りが出るもので、非常にやりずらかったとい

主でありながらも、レクリエーションという

う事実のことも所長さんはお話しをされてお

ことで楽しく、言わばチャレンジしてなれを

りました。

まず、身近なものに触れてみようという意識

一つの事例ですけれども、陸別の林業グ

なのです。それで、今回足寄の岐志会、町の

ループさんにもお会いさせてもらいました。

林業グループが設立されて、非常に陸別町さ

陸別もまた、７名さんの会員ですけれども若

んは前向きに、ぜひできれば仲人していただ

いです。みんな３０代で、平成１７年の設立

きたいと、お会いしたいと。そういうレベル

で、名称も、もえぎ会という非常に素晴らし

からぜひ携わって、この沿線をちほく線の緑

― 26 ―

の、言わば町ロードということをしたいとい

も、直接林業グループが、営利関係に加わる

うようなことも言ってました。それにはやは

ということは、これはよろしくない。これは

り、３町の共通たる協力と、いろんな意識と

むしろあってはいけないことであって、そこ

いうことが一つにならないと、なかなか難し

に森林組合が一つ加わって、いろんな苗木の

いのでしょうけれども、それらと同じことに

手当て、いろんな機会の等々の手配含めた中

村瀬所長さんもやっぱりおっしゃっておりま

で、私は段々、段々、そのことが熟され、実

した。

行面として本別町もそれを受け入れて、本別

非常に難しいところがあろうと思うけれど

町は林務課の工藤課長さんにお会いさせても

も、私もその陸別町さんの考えも、参考に

らったのですけれども、受けて既にもう実行

ちょっと話しても、我々とレベルが違うので

に入っているということです。その辺、

すよねということもおっしゃってましたと

ちょっと急にですけれども、一つの事例を挙

言ったら、わかりますと。そのとおりですと

げたのですけれども、それは叶うことなの

いうような、お話も所長さんもされておりま

か、叶わないことなのか、ちょっとお聞きし

した。

たいと思います。

非常に、人づくりんも上手な森づくりセン

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

ターの所長さんなものですから、所長のいる

○町長（安久津勝彦君）

間、うまくこう形づくりをしていってほしい

町の実例も挙げながら、いろいろお話をいた

ものだなというふうにお願いをしたら、是

だいたところでありますけれども。

非常に具体的な両

非、私も微力ながらそれに加わってみたいと

先ほど答弁申し上げた、現段階で官民一体

いう話で、即、いろんな意味でテーマを決め

となった組織をつくるというのは、今私も町

てもらおうと。それを提案してもらって、そ

行政としては考えてないということで答弁を

れでむしろこちらからやれというのではな

させていただいたところでございます。

く、提案をしてもらって、それに便乗して協

岐志会の設立総会のときに、私も御案内を

力をいかにしたらできるかという方法を採り

いただき、一定の時間で少しお話しという時

たいという方法を、例えば足寄の町のお話し

間も与えていただいたものですから、それこ

もされておりました。町有林に民有林がたく

そまだ実現性の光も見えてない夢物語のモデ

さんの空き地があると。そこを一つのこうい

ル事業の話も少しさせていただいたところで

うバイオマス推進協議会という、この道内の

ございます。

４町で、町有林の、いわば間伐もされて、Ｃ

組織づくりすることは全然やぶさかでござ

Ｏ ２ の吸収量をふやすという、バイオマス構

いませんし、ただそこでは、やっぱり役割分

想というのが立てられている中で、そのモデ

担、任務というものをある意味明確にしてお

ルの地域を町と森林組合さんと、一つの深い

かないと、これは議員も仰せのとおり、当然

パイプを持ちまして、そしてそこに林業グ

代表の方も御自分で事業を行っている方であ

ループが、若者が参画をして、そういう方法

りますから、これは町有林との事業とも含め

はどうなのですかと、所長にお聞きしたら、

て密接な関係もありますから、ですからそれ

道の施設であればもちろんオーケーですけれ

は、いろんな形の中で求められれば、全く拒

ども、それは町のいろんな事情もあろうと思

否するものではございませんし、むしろ支援

うけれども、それはいいことだと。そのこと

すべきことは積極的にやっていきたいなとい

も議会で、一つお聞きをしてみてくださいと

うふうに思っておりますし、ただ、組織とい

いうような、村瀬所長さんの御意見も承って

うことになれば、当面して、今、議員も一部

きたのは事実でございます。

おっしゃっておりました、３町でのカラマツ

実働面のお話に今はふれたわけですけれど

産地形成にかかわる協議会も含めてあります
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し、それから農業分野、それから林業分野で

というふうに考えてますので、御理解のほど

の懇話会というものも設置しておりますし、

よろしくお願いをしたいなというふうに思い

それからもっと言えば、民間団体でいけば、

ます。

木材協会なり、あるいは、造林協会なり、い

○議長（吉田敏男君）

９番

ろんな組織もあるわけでありまして、そこら

○９番（井脇昌美君）

非常に御理解のある

辺を含めていかにうまく連携をしながら、将

回答をいただいたわけですけれども、ここに

来の足寄町全体のその森、森林を考えていく

答弁としてもいただいております、林業の従

という、そういう場というのは、全然やぶさ

事者、従事者というよりも、後継人にも含め

かではありませんし、むしろあったほうがい

て、高齢化しているのは実態のわけですか

いのかなと。それからつい先日もたまたま、

ら、その中で本当に初々しい若者が林業グ

森林組合長さんが私のところにお見えになっ

ループというものを立ち上げて、本当に何と

て、少し雑談の中で、こんな話もさせていた

かこちらから助言をしっかりしてあげて、こ

だいたところでございます。それは、国が昨

の町に堂々と胸を張ってこの足寄に林業があ

年の１２月に林業再生プランというものを打

りというふうに、後世につながる考えもしっ

ち出しをして、その中の一つとして、具体化

かりしている人なだけにしてほしいものだな

はまだ全然政権が御案内のとおりですから、

と。林業の経営者の代名詞なのです。よく私

具体的なものというのは、まだまだ一部に限

も、同じ仕事に携わっている関係で、みんな

られているのですけれども、その中の一つと

９割が大体そうなのです。林業の従事者とい

して、例えば不在地主と言いますか、その町

うのは孤独なのです。というのは、気の長い

外の人が林地を持っておられるのだけれど

生き物を育ててるのと同じで、気の長い、そ

も、木も植えてくれない。あるいは間伐もし

れと偏屈なのです。それから暗いのです、

ない。荒れ放題だというところについては、

やっぱり。今の山の知っているみんな共通し

それこそ、そこのところも施業することが可

ているのは、孤独であり、偏屈であり、暗く

能だというようなことが触れられているとい

て、もう一つつけ加えれば、利己主義なので

う、そんな話もございまして、そういったこ

す。ということは、ある面においてはちょっ

とを含めてこれからいろいろと検討していか

とひねると、理念、信念、偏屈だとは言うけ

なければいけないよねという、そんな話も雑

れども、そういう気持ちの持っている人でな

談の中で組合長さんともさせていただいたこ

かったら、今どき山をしっかりとした中で、

とろでございます。

維持していけないのかなと。暇があればいろ

井脇昌美君。

いずれにしましても、民有林にかかわる分

んなグループでレジャーを楽しむ暇があれ

については、やっぱりここの中心的役割とい

ば、何かのときに菜園に携わる。そういう時

うのは、森林組合さんが果たすべきたという

間が、そういう方向に背を向けて、一方通行

ふうに思っておりますし、それから指導機関

ではないけれども山に向いていっているので

としては、道の機関であります林業振興室が

す。毎日山に向かう。腰のこ、腰なた持てる

あるわけでありますから、これら私どもの組

人は小さな軽量のチェーンソーを背中に持っ

織も含めて、連携を取りながら、やっぱり間

て、また、車に積んで山へ行くのです。そう

違いなく林というのは足寄町の基幹産業の一

いう姿を今のこの若い人らは見ているわけで

つ、一次産業の大事な基幹産業でありますか

す。その中で、立ち上がってこういうふうに

ら、そこのところはできることはもちろん支

はやっぱりなりたくないと言うのです。今の

援も含めて、あるいは町の町有林の経営につ

陸別町さんもそうですし、佐野代表さんとも

いても、いろいろ方々の御指導やら御意見も

会わせてもらったけれども、我々は楽しんで

聞きながら、誤りのなき執行をしていきたい

明るくやろうという非常に時代の変わり方
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も、こういうふうに変わったのかなと思いな

のではないよと、頼るのではなくて、協力を

がらも、また、私らもそういう言葉の一端、

少ししてもらいなさいと。二度とあのよう

一端が非常に、もう我々の考えは古くなって

な、休止する状態のないように、あなた方の

きたのかなということも含めて、何とかこの

今の思いをしっかりと、この町に、また、こ

若いしっかりとした考え方というものを、ま

の流域に反映させてくれと言ったら、ぜひが

ず足寄町からこの３町を設立が一番遅くて

んばりたいと。すごい力強い言葉を浅野代表

も、発信できるような十分の人らがメンバー

からいただきました。

そろったわけですから。森づくりセンターの

非常に何でもくどいようですけれども、技

せっかく大きな大きな力が協力してくれると

術の面も、人間性も、林業に対する知識も非

いう全面的にいただいているわけですから、

常にしっかりしているグループなものですか

それと、必ず何か困ったら、町の役場に行き

ら、全面的に官民一体となった組織づくりと

なさいよと、経済課に行きなさいよと。必ず

は言いませんけれども、助言をしっかりして

迷ったら森林組合に行ったらいいのだと。私

あげていただきたい。そのことを申して、町

はそういう、常に彼ら、佐野代表を初め、あ

長から最後に協力は非常にいただけるような

の謙虚性から何か大きなものが開花する一歩

発言をいただいてますけれども、最後に、町

手前のような、大きな何かパワー、エネル

長の総括した答弁をいただいて、私のこの質

ギーというのを、あのメンバーを見ていると

問を終わりたいと思います。

秘めたものですから、実際はこの前後お話し

○議長（吉田敏男君）

しますけれども、林業グループの設立とは言

○町長（安久津勝彦君）

いますけれども、実際はむしろ足寄の設立

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

は、昔で言うと、記憶で言うと山口さんです

本当に、この新たに誕生した岐志会林業グ

か。山口さんが足寄の林業グループを設立さ

ループ、若手のグループでございますし、大

れて、足寄が最も古いような歴史があるので

いに期待をしているところでございます。こ

す。ただ、中間、事あるごとに私もこの議場

れは先ほどもお答えをしたとおり、まさにこ

でお話しさせていただいた記憶があるのです

れは任意のグループでありますから、それこ

けれども、この林業グループの件はどうした

そこれからの予算審議で審議をいただくわけ

のですか。休止したのか、停止したのか、廃

でありますけれども、この町の新たにつくる

止したのかわからないような状態で、名前だ

支援の制度、これも活用できるということで

けは、いわば書籍にしまわれていると思うの

あれば活用していただきたいなというふうに

です。

思いますし、それこそ先ほどもお答えしたと

ただ、保管されているだけで、機能をなし

おり、場合によっては、その目的によって

ていないのです。これがもう、１５年も２０

は、その実践する、試験をするそのフィール

年も経過しているはずです。実際は、足寄の

ドの提供の依頼等もあれば、先ほども申し上

林業グループというのは、歴史があり、それ

げたとおり、町有林を提供することもやぶさ

だけの証明する実態も、今日のこの山に反映

かではないなと、こんなふうにも思っている

しているのは事実なわけですから、ですけれ

ところでございます。

ども、機能をなしてないという残念ながら、

いずれにしましても、言えることは、行政

そういう中で、二度とそのようなことが繰り

はもちろん、全面的にバックアップしていき

返してはならないと。事務局があなたやって

たいと思っておりますけれども、ただ行政主

いるの。いや、僕らも大変だけれどもやって

導ということでは、なかなかとりわけ、山と

いるのです。それは、森林組合さんでも、足

いうのは難しいわけでありますから、これは

寄町さんでも、森づくりセンターでも、頼る

やっぱり民間の活力、まさしく自発的に、も
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ちろん林業振興室の指導はあったにしても、

ての御質問でございますが、現在、特別養護

そういう若者グループたちがみずから何かを

老人ホームへの入所申込者数は、９９名と

やろうということで立ち上がったわけであり

なっており、平成１８年度ごろまでは、７０

ますから、これはまさしく、森林組合も含め

名台で推移していた入所申込者数が、平成１

て、あるいは目標なり造林協会なり含めて、

９年度ごろから増加傾向に推移をし、ここ２

これはいろんな方々のお力もかりながら、

年間は１００名前後の申込者数の状況で推移

もっと言えば連携をしながら、このグループ

をしております。

をしっかり見守っていきたいですし、支援を

議員仰せのとおり、特別養護老人ホームに

していきたいというふうに考えておりますの

入所申し込みをされている方々は、本町の振

で、御理解をいただきたいなというふうに思

興発展にさまざまな分野で貢献をされ、現在

います。

の足寄町を築いていただいた、大先輩方でご

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ざいます。その大先輩の方々が、さまざまな
これにて、９番井脇

昌美君の一般質問を終わります。
次に、１１番

り、介護施設等へ入所しなければならない状

川上初太郎君。

○１１番（川上初太郎君）

事情から、自宅での生活が困難な状態とな
況となっても、地元の特別養護老人ホームに

議長のお許しを

入所することができず、町外の施設に入所し

いただきましたので、町議会総合条例第８９

ている現状や、入所申し込みをしても、入所

条第２項の規定により、通告のとおり一般質

までに相当の年月を要したり、申し込み後の

問をさせていただきます。

身体状況の変化等から、入所そのものが不可

特別養護老人ホームの待機者状況と対応に

能となっても、自宅に帰ることができず、病

ついて。第２回の定例会で、行政執行方針の

院での社会的入院を余儀なくされている方々

中で述べられております特別養護老人ホーム

が相当数に上るなど、憂慮される状況が続い

についてでありますが、今現在の入所者の現

ております。

状についてお伺いをいたします。重複いたし

これまでも申し上げてきましたとおり、高

ますので、お許しをいただきたいと思いま

齢社会の到来により、全国的に特別養護老人

す。

ホームへの入所申込者数が増加してきており

少子高齢化が一段と進み、自宅で介護が難

ますが、特別養護老人ホームの増設につきま

しい家庭が多くなり、入所希望者が増加して

しては、都道府県で定めております保健、医

いる今日であります。

療、福祉圏域内でのサービス量の充足状況か

本町の特別養護老人ホームに入所できず、

ら、増設は困難な状況にあり、さらに施設増

管内外の市町村にお世話になっている人もか

設での対策だけでは介護保険料負担の上昇を

なりおります。

招くだけで、多くの入所申込者に対して、長

今日まで、本町振興発展に貢献された私ど

期的な解消には結びつかず、今後の高齢者社

もの大先輩の人方です。今後、どう取り組む

会への対応には限界があるものと考えること

かお伺いします。

から、新たな施設の増設は考えておりませ

このままではさらに待機者がふえることも
予想されます。町長の御英断を強く要望申し

ん。
このような状況を根本的に見つめ直した上

上げ、お伺いをいたします。

で、昨年度から重点施策として、すべての町

○議長（吉田敏男君）

答弁、安久津町長。

民が安心して暮らせるまちづくりを目指した

川上議員の一般質

在宅生活を支えるシステムを基本といたしま

○町長（安久津勝彦君）
問にお答えをいたします。

した医療と介護、保健、福祉の連携システム

特別養護老人ホームの待機者の状況につい

の構築に取り組んでおり、平成２２年第４回
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定例会及び今定例会において行政報告をさせ

事業で面倒を見れるのかなという思い。今、

ていただいたとおり、第１段階として町内病

特老に入所している皆さんの中で、いわゆる

院の機能分担に向けて、具体的な着手を行

糖尿病でインスリンの注射をしなければなら

い、今年度は第２段階として、地域包括支援

ないという人が、きょう現在ちょっとわかり

センターの機能強化事業を行うことで、町民

ません。去年あたりで１８人から２０人近く

生活の安心を図っていくこととしておりま

いたということで、いわゆる注射行為ですか

す。

ら、看護婦、資格を持った職員を置かなけれ

今後におきましても、すべての町民の安心

ばならないというお話も承っておりましたの

と生活を守り、支えていくための医療と介

で、来年始まる介護療養型老人保健施設とい

護、保健、福祉の連携システムの早期の具現

うことで、我妻病院が動き出すという中で、

化に向け、努力を続けてまいる所存でござい

５０人程度がとりあえず入所ができる。あわ

ますので、御理解を賜りますようお願いを申

せてこう考えますと、今９９人いる中で、注

し上げます。

射をしなけければならない２０名だったら、

以上、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
１１番

可能かどうかはわかりませんが、我妻病院に

再質問を許します。

川上初太郎君。

○１１番（川上初太郎君）

行ってもらって、そのことによって２０人が
そこに枠もできる。それから、我妻病院で５

今、町長からい

ろいろとお話を承りました。

０人ぐらいの入所者を受け入れられる。そし
て、先ほど若干触れた、どちらかというと余

今、もう４年になりますか、私。４年間待

りぼけていない、元気な部類の人方を２０人

機者数がほとんど変わっていない。現実、１

程度、対応することによって、７０程度、計

９年から全く変わってないということです。

算上ですから、そんなにうまいことにはなり

この状況では、いわゆる町長が掲げている

ませんけれども、入所ができると思います

住んでよかった町、足寄、という意味からい

が、いずれにしても思い切った対策を立てな

きますと、もう少しずれと言ったら失礼です

いと安心して暮らせるまちづくりにはなり得

けれども、ずれがあるというのが私の気持ち

ないのかなというふうに思いますので、その

でございます。

辺をお伺いしたいなというふうに思います。

そこで、待機者を少しでも減らす対策が必

○議長（吉田敏男君）

要と思いまして、ここで一案を申し上げたい

○町長（安久津勝彦君）

なということをお許しいただければ、お話を

す。

させていただきたいと思います。

答弁、町長。
お答えをいたしま

先ほど、後藤議員、あるいは井脇議員の質

私の考え、多少ずれているかもしれません

問にもお答えしたとおり、連携システムの中

が、昨年から取り組んでいる医療を中心とし

には、今、議員が仰せのグループホームとい

た介護、保健、福祉連携システムの中で、グ

うことが議員が仰せのことと合致するのか、

ループ住宅、先ほど特老の増設はできないと

あるいは高齢者専用住宅ということが合致す

いうお話でございましたけれども、私の

るのかは、ちょっとあれですけれども。いず

ちょっと一案でございますので。グループ

れにしても、そのことも含めて、この連携シ

ホーム住宅を１戸５名程度の入れる住宅を４

ステムの中で考えていきたいということでご

戸ぐらい、たまたま旧保育所跡地が空いてい

ざいます。

るということで、そこに住宅を建てることに

単に、我妻病院さんの今５０床を新型老

よって、２０人ぐらいの待機者を減らすこと

健、すなわち老健施設に転換をしていただい

ができると。それと同時に、旧登記所跡に社

て、すっぽり５０床分が新たにできるのかと

会福祉協議会が入ることから、デイサービス

いうと、そうではありませんから。
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現実今、満床状況で一般の入院患者さんも

高くはないということでありますけれども、

いらっしゃいますし、さらには国保病院にも

こ れ が 一 気 に １ ,０ ０ ０ 円 上 が っ て し ま う

実は在日数が１年を超えている患者さんもい

と、恐らくトップに近く踊り出てしまうとい

らっしゃるのです。相当数。これは院長先生

う、こんな状況もあります。

にもお願いをして、こういう言い方をしては

そんなことも含めて、制度上先ほど申し上

語弊があるかもしれませんけれども、少なく

げた、高齢者専用住宅も、介護保険の適用に

とも民間病院でいけば、別な所を探してくだ

ならないような施設ということも視野に入れ

さいということで言われてしまうというふう

ながら、これは知恵の出し合いだというふう

に思いますけれども、これは病院としては、

に思っております。

入院の収益が落ちてしまうのです。一定の期

そこのところは、いろいろ国の機関、ある

間を過ぎてしまうと。しかし、この間歴代の

いは北海道の御指導もいただきながら、町の

院長先生にもお願いをして、介護並みに出す

あるべき姿、すなわちこの連携システムを

ことにはならないということもあって、そう

しっかりつくっていく中で、議員提案があっ

いう中でいろいろ、配慮をしていただいて、

た部分もその中に網羅できるものと、いうふ

在日数１年を超えている方もいらっしゃると

うに思っております。

いうことも、もう事実でありますから、場合

また、さらに付け加えさせていただきます

によっては国保病院、先ほども申し上げたと

と、そのためにこれは公営住宅との絡みもあ

おり、国保病院に入院されている方で、さら

りますけれども、そのために先を見越して、

に医療的な措置が必要と思われるような方

この役場庁舎の北側の敷地を取得をさせてい

は、場合によっては我妻病院さんの新型老健

ただきましたし、それから旧保育所の跡地、

に移っていただくということも可能だという

これも一応コミュニティセンターの建てまし

ふうに思っています。

たけれども、一応そのことも含めてそういう

ですから、そこには、やっぱり一番は、在

施設ということを想定しながら、用地の確保

宅を目指すというところの理念が抜けてしま

も図っているというようなことでございます

うと、施設は次から次とつくっていかない

から、今後内容について、これからしっかり

と、これは対応できなくなるのだろうという

と詰めさせてもらいたいなというふうに思っ

ふうに思いますし、また、そういう施設ばか

てます。

りつくっていきますと、先ほど申し上げまし

それから、法務局跡地のところでデイサー

たとおり、介護保険料がどんと上がってしま

ビスのお話もございましたけれども、あそこ

いますから、この介護保険料は施設の利用者

での直接のデイサービスということは考えて

だけではなく、一般の今は４０歳以上の方々

おりません。あそこについては、まずは基本

が介護保険料を納めていただいているわけで

的には社会福祉協議会と、それと消費者の相

ありますけれども。

談事務所と窓口、それから高齢者がある程度

今、我が町の介護保険料は月額は３,７０

の人数はそこに寄っていただいて、お茶飲み

０円ですから。これが一挙に先ほど申し上げ

話でもできるような、そういったスペースも

たとおり、１ユニット９名のグループホーム

設けますけれども、基本的なデイサービスに

をつくるだけで、概算の試算でありますけれ

つきましては、これは社会福祉協議会で運営

ども、１,０００円程度上がってしまうと。

していただいております特別養護老人ホーム

今現在、３,７００円といいますと、十勝

との棟続きのデイサービスセンター、ここは

管内でいけば上からいきますと、高い方から

まだ、今のところ定員には、少し枠がござい

行きますと、１２番目なのです。ですから、

ます。

そんなに我が町は３,７００円でもそんなに
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これから予防ということでいきますと、

やっぱりデイサービスセンターの活用等々も

また、そうした関連産業におきまして、新

含めて、これはしっかりと、これまた連携を

エネルギーの開発・拡大も地球温暖化及び先

取りながらやっていく。これは、我妻さんの

般の３月１１日大震災の教訓からしても重要

新型老健施設についても、これは引き続きデ

な側面もあり、町としての具体的施策の所見

イサービスはやっていくというふうに思って

をお聞きしたい。

ますし、それから、今の動きの中では、新町

細目として、申し上げておきたいのは、木

のケアハウス、そちらのほうは在宅介護支援

のまちづくりでの森林付加価値及び森林整備

センターのことの取り組みをしたいというよ

事業内容、もう一つといたしまして、エネル

うなそんな申し出もありますから、いずれに

ギー産業との施策等、さらに、カラマツ新工

しましても、官民問わず、連携を取りなが

場の「モデル事業構想」でございますけれど

ら、あるべき姿ということを着実に進めてい

も、午前中来１０番議員さんを初めとして、

きたいなというふうに思ってますので、御理

いくつか関連の御質疑があったと思いますけ

解をいただきたいというふうに思います。

れども、カラマツの新工場提案で、モデル事

○議長（吉田敏男君）

業構想につきましては、この間の諸報道によ

１１番

川上初太郎

君。

りますと、一定の時間を有するものとして、

○１１番（川上初太郎君）

勉強不足で大変

失礼をいたした部分もございます。

私としても理解をしているところでございま
すけれども、提案以降の経過動向及び、その

いずれにしても、財政問題、それから法的

課題等についての考え方をお聞きしたいの

な部分があるかと思いますが、いずれにして

で、よろしくお願いします。

も、我が町足寄町に住んでよかった、町民が

○議長（吉田敏男君）

言っていただけるような福祉政策を、やっぱ

○町長（安久津勝彦君）

り起動させていただきたいというのが私の本

問にお答えをいたします。

答弁、安久津町長。
前田議員の一般質

当の気持ちでございまして、本日はだぶって

基幹産業であります林業の振興について

おりますので、他の議員さん方も聞いた部分

の、具体的施策の御質問でございますが、行

もございますので、私はこれで一般質問を終

政執行方針で述べたとおり、未来につなぐ森

了いたします。

づくり推進事業、これは２２年度まで実施し

ありがとうございました。
○議長（吉田敏男君）

ておりました２１世紀北の森づくり事業の後

以上で、１１番川上

初太郎君の一般質問を終わります。
次に、６番

る造林事業、さらには国の森林林業再生プラ

前田秀夫君。

○６番（前田秀夫君）

継事業でございますけれども、この事業によ
ンに対応した新たな森林整備計画の策定、こ

議長のお許しを得ま

したので、これより通告書に基づき一般質問
させていただきます。

れにも着手をしたいというふうに思っている
ところでございます。
さらに、下川町など４町で実施をしている

まず最初に、林業（基幹産業）振興につい

森林バイオマス吸収量活用調査、その他、町

てでございますけれども、今週の選挙戦を通

有林の間伐事業等々で必要な補正予算を本義

じながら掲げられた安久津町長の主なる政策

会に提案をしているところでございます。

の一つといたしまして、森林の付加価値を見

また、カラマツの新工場のモデル事業の構

直しての木材資源で地域おこしであります

想の経過動向と課題でございますが、若干の

が、林産業の活性化を目とする政策は、健全

経過を説明させていただきますと、昨年の７

なる森林整備との関係で、極めて重要かつ有

月に異業種の有志の皆さんより、地域産業を

効な政策として考えているところでございま

守りたい、産業として再生を図りたいと、事

す。

業協同組合による加工場設置の御提案を受け
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ました。本町といたしましては、地域産業を

６番

前田秀夫君。

守る意思の結集、担い手が確認されたことか

○６番（前田秀夫君）

ら、具体的検討に着手をしたところでござい

うから、全体にわたって現状基本意識、報告

ます。

等につきまして御回答をいただきました。

ただいま、町長のほ

しかし、新工場建設には莫大な投資を必要

ポイント的には、前回の行政執行方針、そ

といたしますが、国の支援対策は政権交代も

れから、カラマツ新工場のモデル事業のとり

あったことも含めて、現状では低利の融資制

まく現状ということに加えて、近年の林業再

度しかないという現状でございます。

生プランにかかわっての国産自給率の５０％

加えて、従来の技術や広報では、議員御承

の問題等にかかわって、さらには東日本大震

知のとおりカラマツ製材市況の長期低迷等か

災の発生の受けとめ方含めて、足寄町として

ら、採算性が低く、その経営は大変厳しいも

の取るべき方向等につきまして、さらに今後

のと想定がされました。折しも、国におきま

の情報収集ということでの御回答いただきま

して、森林林業再生プラン、さらには公共建

したが、関係いたしまして御質問をさせてい

築物等における木材利用の促進に関する法律

ただきたいと思います。

が施行されたことから、国産材自給率５０％

そういった観点から、林業の基幹産業振興

に向けた足寄町からの提案という形で、これ

についてのかかわりで、政策でも明らかにさ

は国のモデル事業として採択してくれないか

れていますように、豊富な森林資源を生かし

ということを掲げまして、昨年１１月から１

た木のまちづくりの政策は、先ほど申し上げ

２月にかけて、限りなく１００％に近い補助

ましたとおり、現実的な政策でありますし、

事業の創設を林野庁に陳情をしてきたところ

そうした政策展開は基幹林業を地元を元気に

であります。

するものとして確信している考えでございま

この取り組みが、マスコミ報道で取り上げ

す。

られ、大きな反響を呼んでおりますが、全国

そうした森林整備計画は、資源の循環型で

に例がないということや、国政事業等もあっ

再生資源となり、環境、担い手など果たす役

て、前進した回答は得られてはおりません。

割は、大きく期待できるものと確信している

また、東日本大震災の発生により、国にお

一人でございます。

ける林業予算の確保が一段と厳しくなり、補

そこで、林業振興として、森林の付加価値

助制度の新設や、モデル事業の創設に向けた

を見直しての地域活性化へ向けてでございま

財源確保は現段階では全く不透明な状況に

すが、そうした付加価値の見直しにつきまし

なっております。

て、具体的な見解がございましたらお聞きを

以上の状況下にはありますが、私として

したいと思います。

は、大震災による国家的な危機状況を踏ま

○議長（吉田敏男君）

え、足寄町だけではなく北海道内にある豊富

○町長（安久津勝彦君）

なカラマツ資源を活用し、復興に少しでも寄

いうふうに思います。

答弁、町長。
お答えをしたいと

与できるよう、今後においても情報収集を初

議員仰せの、その森林の付加価値の見直し

め、計画のさらなる具現化を図り、粘り強く

という意味が、これから御答弁させていただ

国に働きかけをしてまいる考えでありますの

くところと合致するかどうかちょっとわかり

で、議員を初め、町民各位の御支援と御理解

ませんけれども、先ほども一つに申し上げま

をお願いをしたいと考えているところでござ

したけれども、やっぱり森林そのものが持つ

います。

機能として、ＣＯ ２ の吸収する能力というの

以上、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

は、極めて優れているわけでございまして、

再質問を許します。

先ほどもお答えをした４町でその取り組みと
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いうのは、まさしくそこに着目をして、その

ましては、梱包材、それからパレット材、そ

吸収する能力をクレジット化をして売買しよ

してこの集成材のもととなるラミナ材を若干

うという取り組みで、この間着実にその成果

ということでなっております。

を上げてきているところでございます。

これを、ラミナ材を主にしてモデル工場と

それから、先ほども申し上げたカラマツ新
工場のモデル事業ということで申し上げまし

いうことで提案をさせていただいたというよ
うなことでございます。

たけれども、これは実はモデル指定してくれ

大胆に言わせてもらったのは、日本の国と

と言ったのは、林野庁にもう一つ申し上げて

いうのは資源のない国だとよく言われている

いるのは、工場だけではなく足寄町をモデル

のですけれども、殊いろんな木の樹種がある

地区に指定してくれないかと、あわせてモデ

中で、カラマツにつきましては４０年から５

ル工場の設置もという、そういう実はお願い

０年で活用できるということでございますか

をしてきているところでございます。

ら、伐期が来たカラマツについては伐採を

とりわけ、昨年の１０月から既に法施行さ

し、商品化をしていく。問題は、切った後い

れているのですけれども、国内の公共建築物

かに植えていくかということだというふうに

については、低層化を図りなさいと。しかも

思っております。

国産材を使いなさいということが義務づけさ

ですから、ここの伐採する、利活用する、

れた法律が施行されているというようなこと

そして植林をする。この、いわば循環システ

でございます。これが、１点であります。

ムをしっかりと構築ができれば、これはもう

それともう１点は、昨年の１２月、これは

無限の資源になり得るという、ある意味当た

途中経過もあったのですけれども、１２月に

り前と言えば当たり前ですけれども、当たり

最終に取りまとめとして出されたのは、現政

前な提案をちょっと林野庁に行って、提案を

権が打ち出しした林業再生プラン、この中で

させていただいたということでございます。

たしか１０年後だったというふうに思います

しかも、この時期が一番適しているという

けれども、国産材の自給率を５０％まで高め

ふうに思ったのは、資料的に、手元にある資

ると。こういう大きな二つの政策が打ち出さ

料、その提案したときの資料、これが本当に

れたわけでございます。

現実に即しているかどうかというのは本当に

そこで、先ほど申し上げました地元の異業

きちっとした詳細な調査をしなくてはいけな

種の方々が協同組合で何とかカラマツひける

いわけでありますけれども、カラマツの資源

工場という話と相まって、大胆に提案をさせ

の蓄積量としては、８齢級から１０齢級、こ

ていただいたのは、足寄町に豊富にあるその

れは掛ける５。齢級５を掛け算していただけ

カラマツ資源、これを活用してカラマツの集

れば何年というのが出てくるのです。ですか

成材、これは御案内のとおり、この役場庁

ら、８齢級と言っていけば、５掛ける８で４

舎、この議場もそうでありますけれども、こ

０年たっているということののようです。

の需要が国内的に見ると相当高まるのではな

８齢級から１０齢級のカラマツ、この資源

いかと。こんなことも含めて、これはある意

が通常の資源と比べて、山になってあるので

味夢物語というふうに言われているという

す。このときに、もう伐期が近づいている、

か、みずからも語っているのですが、そのこ

あるいは伐期が来ているこのときに切る時期

とでカラマツの今資源を有効活用できるので

の調整をすることによって、この蓄積量の平

はないかというところに着目をしたところで

準化ができると。

ございます。

もっと言葉を変えれば、今しかないという

これまでの、今民間で操業している工場に

ことで林野庁のほうに強く提案というか、要

つきましては、カラマツの生産の主力につき

請をさせていただいたところでございます。
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このことは、足寄町に限らずカラマツ資源

がもしございましたら、そこに地場の事業対

というのは北海道内的に、たしか昭和３０年

強化、雇用確保の観点からお聞きしたいと思

ごろぐらいから、カラマツを植えよう、カラ

います。

マツを植えようということで取り組みをして

○議長（吉田敏男君）

きたというふうに思ってますから。

願いをいたします。

これが実現すれば、北海道全体でもおもし
ろいことになるのではないのかなというふう
に思っているところでございます。

答弁、上月室長、お

○林業商工観光室長（上月儀昭君）

林業商

工観光室長上月です。
前田議員の、今の町有林の伐採量、どの程

そんな意味で提案をさせていただいたとい
うことでございます。議員仰せの、いわゆる

度かということに関してお答えさせていただ
きます。

付加価値の見直しというところにつながるか

町有林におきましては、補助造林のカラマ

どうかは、ちょっとわかりませんけれども、

ツ造林地、及び分収造林のカラマツ造林地が

そんなことで考えているということでござい

ございます。

ますので、御理解をいただきたいというふう
に思います。

補助造林の造林地におきましては、伐採年
次というのが４０年から５０年という間でご

以上でございます。

ざいまして、おおよそです。５０年生という

○議長（吉田敏男君）

６番

前田秀夫君。

ことで、各面積を申し上げますと、平成２４

○６番（前田秀夫君）

付加価値の関係につ

年には１０ヘクタール、補助造林地ですが。

きましては、相対的なイメージを含めて、現

平成２５年には５０ヘクタール、平成２６年

実問題ＣＯ ２ 、吸収源、それから国産材の問

には８０ヘクタールと。以降ですが、大体５

題とか自給率、さらにはカラマツの需要の見

０ヘクタールずつをずっと達するという見込

通しで、梱包、それからラミナ等の話がござ

みになっております。あと、分収造林地にお

いましたけれども、循環資源を需要、使用し

きましては、平成２５年には４５ヘクター

ながら付加価値の見直しについて、林業の振

ル、あと平成２６年には４９ヘクタールと、

興にという方向の回答だったというふうに理

あと平成２７年には８４ヘクタールと。あ

解をしております。

と、以降大体ですが、大体８０ヘクタールを

そこで、当町の森林資源の中でカラマツに
関するカラマツ林は、１万６,１５３ヘク

何年か、ずっと続くような格好になっており
ます。

タールがあり、うち町有林のカラマツ林全体

蓄積量につきましては、具体的に、実際

での伐期量では、一つとしておおよそどの程

に、調査は実施しておりませんので、おおよ

度のものがあるのか、マクロ的にお尋ねし

その蓄積量でしかわかりません。という蓄積

た。

量になっておりまして、伐採量については十

また、当年度期首とした場合の向こう５年
間の足寄町としての町有林にかかわる主な森
林整備事業種というのは、たくさんあろうか
と思いますけれども、どういったものを主と

分に町有林としては持っているところではご
ざいます。
森林整備の業種としましては、一般的な森
林整備の業種を実施しております。

して考えているのかお尋ねしたい。さらに

一つとしては、植栽事業。あと植栽が終わ

は、林業振興にかかわっては、機械力を含め

りましたら、下刈り事業。次に除間伐事業と

て労働力の問題がどうしても必然的に連動し

いう事業でございます。

てくるというふうに思っておりますので、で

なお、植栽事業につきましては、地拵事業

きるものであれば、そうした林業振興にかか

を実施してから植栽事業という格好になって

わっての必要とする雇用推進についての試算

おります。
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あと、林業労働力ということで、本町にお

私も、首長という立場で水源林の関係で行

ける林業労働者については、昨年１０７名の

きますと、北海道の副会長という立場もござ

方が就業しております。１０７名の方につい

いますし、それから十勝でいけば造林協会の

ては、森林整備担い手推進事業というところ

会長も仰せつかっているということで、山に

に登録されております。その人数でございま

関しては素人の私でありますけれども、そう

す。

いう役割も担っているというようなことでご

以上でございます。

ざいます。

○議長（吉田敏男君）

６番

前田秀夫君。

そこで、昨年からとりわけ２３年度の国の

○６番（前田秀夫君）

関連しました伐期に

予算にかかわる要望活動等々を含めて、重点

関する関係する御回答、さらには森林整備の

を置いてきたというのは何かと言いますと、

事業収入、さらに林業労働力の関係で、今段

先ほどから申し上げております、国が打ち出

階の話がありまして、質問者は一定程度理解

しました林業の再生プランの中で、これは率

をいたしました。

直に私の受けとめも含めてあえて言わせてい

そこで、よろしいでしょうか、議長。

ただきますけれども。その再生プランの一部

○議長（吉田敏男君）

よろしいです。

の中で、国が重点的に進めたいということで

○６番（前田秀夫君）

戦後、復興が我が国

いけば、これは本州の山を想定しているのだ

が進んで、六十数年からたっていますけれど

ろうというふうに思いますけれども、一つに

も、先ほど来かかわっての質問等のやりとり

は、山の専業にかかわる路網の整備をやって

の中で、木材価格、あるいは木材流通経路が

いくと。力を入れていくということ。それか

大きく様変わりをしてきている昨今の事情の

ら、林地内における、高性能の機械の導入と

中で、価格についても今言う事情の中で、国

いうことが、これはちょっと重点と言います

内外の需要とマーケットに大きく左右されて

か、そういうところに置かれているのです。

きたということであります。

それに比して、北海道の現状、我が町もそ

そこで、とりわけ足寄町は先ほどから関連

うですけれども、伐採した後の植栽がされな

的に申し上げて大変申しわけございませんけ

い。すなわち無立木地がどんどん、どんどん

れども、足寄町の相対森林面積の中で、町有

広がっているという、こういう実態がありま

林は天然林、人工林、それから、無立木地、

して、ここの新植、植林に対する予算が極め

そのほかで８,７４０ヘクタールございまし

て貧弱であるということで、植栽をしないこ

て、２０年度調査での蓄積量相対では、１,

とには山は守れないのだということを、強く

４６７立方であるということで、私として調

関係首長たちとも含めて、役員さんとも含め

査をしているところでございますけれども。

て、そういう陳情をしてきたところでござい

そのことはともかくといたしまして、基幹

ます。

産業である当町の林産業を通じての町の活性

なかなか、予算のつき方はちょっと厳しい

化は、いずれにしても森林整備にかかわる予

状況にはありますけれども、ただ、水源林は

算が国の予算、極めて不十分な現実でござい

別にして、純然たる造林の関係につきまして

ますけれども、そうしたことで森林整備への

は、昨年度の繰越予算も含めて、対前年より

一層の対応策が聞けると思いますけれども、

も上回る予算は確保できたというふうには思

国の事業等を含めまして、所見があればお聞

いますけれども。とりわけ水源林の予算につ

きをしたいと思います。

きましては、相当落ち込みが激しいというこ

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）
す。

答弁、町長。

とで、これは引き続き、しっかりと対応をし

お答えをいたしま

ていかなければいけないなと、こんなふうに
も思っているところでございます。
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先ほど、また、北海道の予算の関係でいき

資源活用は、御案内のとおり平成１３年度策

ますと、先ほど申し上げました２１世紀北の

定の新エネルギービジョン経過の経過観点か

森づくり事業、これはポスト事業、これは絶

ら、今回のタウン構想でのエネルギー政策等

対やるべきだということで、つくるべきだと

で、必要な人材、担い手育成をスタート時点

いうことで強く要請をしてきたところでござ

から早期に条件形成が必要と思うところでご

います。

ざいます。

御案内のとおり、ことしは統一議会選挙で

そうした立場から、基本方向をお尋ねした

知事選挙もあったということで、なかなか気

いというふうに思います。同時に、町民の環

をもんでいたわけでありますけれども、これ

境問題への関心の高まりと町の豊富かつ循環

もポスト事業が創設されたということで、そ

させ得る森林資源での町おこしと地域活性化

ういう意味では安堵をしているところでござ

を一層理解させていくべきと考えています

います。

が、見解をいただきたいと思います。

引き続き、そんなことで、とりわけ無立木

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

地帯をできるだけ早く解消をすべく諸施策を

○町長（安久津勝彦君）

取り入れていく必要があるというふうに認識

ウッドタウンバレーあしょろについての御質

をしておりますので、努力をしてまいりたい

問でありますが、本町では平成１３年度に新

というふうに考えております。

エネルギー産業技術総合開発機構の補助を受

以上でございます。

バイオマス構想

け、畜産業、林産業、風力発電、雪氷利用、

○議長（吉田敏男君）

６番

前田秀夫君。

○６番（前田秀夫君）

ただいまの町長の御

太陽光発電の５項目についてビジョンを策定
し、本年１０年が経過をいたしました。

回答で、柱となってお答えしていただきまし

この間、国内では自然エネルギーや、再生

たのは、いずれにしましても再生プランの中

可能エネルギーの技術的な開発が進み、再度

身、それから現状の無立木地の穴の空いたと

構築する必要性があり、さらに事業導入には

ころの問題含めましての御回答がございまし

国の補助金等の支援が不可欠であることか

て、理解をいたしました。

ら、バイオマスタウン構想を作成したところ

いずれにしましても、政策面での予算確保

であります。

は、これは町内外含めて極めて喫緊の課題で

構想でのエネルギー生産等で、必要な人

あるということは言うまでもないというふう

材、担い手育成をスタート地点から早期に形

に思ってますので、私がお聞きした予算関連

成する必要性についての御質問であります

等につきましては、理解いたしました。

が、御指摘のとおりバイオマスタウン構想に

○議長（吉田敏男君）

よる地域活性化は、民間企業や関連団体等の

それでは、２項目め

に入ります。
○６番（前田秀夫君）

担い手による操業が不可欠でありますが、エ
次に移ります。

ネルギー産業を起こすには技術的な知見、習

質問の２項目めでございますけれども、バ
イオマスタウン構想、ウッドバレーあしょろ
につきましてでございます。

得や人材育成が重要であり、中・長期の取り
組みが必要となります。
本町におけるバイオマスの取り組みといた

質問事項であります２項目めのバイオマス

しましては、平成１５年度に民間企業や、大

タウンあしょろ構想でございますけれども、

学機関による産学連携で組織された、足寄町

これまでも森林資源とバイオマス産業と新エ

木質ペレット研究会が発足し、ペレット製造

ネルギー諸作を当町としても進めてきた実績

等の研究成果により、ペレット協同組合が設

経過はございますけれども、環境問題とあわ

立され、民間活力により操業された事例がご

せ農・畜産物など資源を循環とする持続した

ざいます。
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バイオマスタウン構想は、町内企業や関係

制問題と連動させて、早期に具体化させて

団体にも参画いただき策定いたしましたが、

いってはいかがかということにつきまして

構想実現には事例のような担い手、企業が誕

も、先ほどの御回答で民間活力を含めてのま

生することを期待するものでございます。

ず推進母体ということで御回答されましたの

本町の豊富な森林系バイオマスの活用に

で、そのところは割愛をしつつ、一つは森の

は、木材の無限資源として、森林齢級数の平

無限資源とあいまってのその構想は、一つ私

準化を構築した資源の確保を推進し、また、

は、一議員として思いますのは、極めて誇れ

農業系バイオマスの活用としては堆肥生産に

る我が町の現実の未来、財産に結実させるた

よる循環型農業の形成に向けて、多くの活力

めに、一つはものの資源、人の資源を高度に

企業が創出されるよう、今後とも関係団体

結合させた足寄町の町から北海道、国民へと

等、情報を共有しながら推進してまいります

発信を継続的に実践すべきであるというふう

ので、御理解を賜りますようお願いを申し上

に考えているところでございます。

げ、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
６番

昔から言われてますように、資源は人なり

再質問を許します。

前田秀夫君。

○６番（前田秀夫君）

ということもございます。言われてますよう
な情勢はございますけれども、さらにこう

ただいまの、町長の

いった構想につきましての具体化をテンポ

御回答につきまして、要約すれば、経過を含

アップしていく方策が必要というふうに考え

めまして、今回の構想につきましては、一定

ておりますので、構想作成、講評経過を踏ま

程度の期待するものと、さらには今後に向け

え、先ほど来短期・中期・長期を見せた具体

ては、さまざまな産業を混入させて、活力あ

的な考え方、答弁がございましたけれども、

る企業ができるような推進母体と言います

何としても我が町が誇れるこのバイオマスタ

か、そういうことで今後とも関係団体との情

ウン構想ということについての現地点での御

報共有をして推進していくという現段階での

見解を再度お聞きしたいと思います。

見解だというふうに理解しております。

○議長（吉田敏男君）

そこで、よろしいですか。

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

○議長（吉田敏男君）

よろしいです。

○６番（前田秀夫君）

今言われましたこと

まずは、一つには木材、とりわけカラマツ

の関連性からおきまして、人材、担い手につ

のその無限資源化ということで先ほど答弁し

いては、今御回答でも一定程度理解をしたと

たとおり、国にもある意味大きな視点でもの

ころでございますけれども、国内的にも３月

を言ってきております。

す。

１１日の大震災以降、エネルギーに対するも

しかし、これは言いっ放しではいいという

のの見方、考え方の機運が高まり、さらには

ことではありませんから、本当にカラマツの

昨今のマスコミ等の報道によりますと、多く

資源の保存量が本当にどれだけあるのかとい

の都府県で、意識改革の必要性と、そうした

うことも含めて、これは実はまだ非公式であ

新たなエネルギーの生産への増進が深まって

りますけれども、御案内のとおり我が町には

きているということが言えるのではなかろう

九州大学の北海道演習林がございます。林長

かと思います。

先生が過日演習林本部に、九州のほうに行っ

したがいまして、今言われている期待の問

たときに、向こうの総林長先生とお話をし、

題と、情報共有の問題の観点もおありでしょ

このバイマスタウン構想を含めて、このカラ

うけれども、この構想には御回答もされまし

マツの無限資源化に関連して、そのためには

たように、１３年来の一定の実績と汗がそそ

きちっとした保存量がどれくらいあるのかと

がれてきている経過を鑑みたときに、推進体

いうことをしっかりと調査をする必要がある
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というのは、そんな話もちょっとしていただ

いうとらえ方もできますけれども、これは活

いた経過もあって、まさしくそういった分野

用の仕方によっては、本当に有用な資源だと

の専門家が九州大学本部の演習林の総林長先

いうふうに思っておりますので、そのことも

生が専門分野だということのお話もいただき

含めて、これは当然、農協さん、農業団体と

ましたから、早急にこれは九州大学の農学研

も、あるいは生産者の方々ともその可能性に

究員と我が町は協定を結んでいるわけであり

ついて、今後探っていきたいなというふうに

ますから、少しそういった部分を具体的にお

思っているところでございます。

話を進めさせていただきたいなというふうに
思っております。

そのほか、既に御案内のとおり、一般家庭
における太陽光パネルの設置の助成等々もあ

場合によっては、それに仮にお受けしてい

りますから、そういったことも含めて、引き

ただけるということになれば、一定の経費も

続きそういう取り組みを継続しながら進めて

必要になってくるかなというふうに思ってお

いきたいというふうに考えておりますので、

りますから、それは、そのことが少し具現化

御理解をいただきたいというふうに思いま

した段階で、また議会に対してもそういった

す。

場合によっては、予算の提案含めて相談をさ

以上でございます。

せていただきたいというふうに考えておりま

○議長（吉田敏男君）

６番

すので、御理解をいただきたいなというふう

○６番（前田秀夫君）

今、ただいまの町長

に思っております。

の御回答で、私もまだ全体的にはこのタウン

前田秀夫君。

それから、もう１点は、やっぱり今現在は

構想については勉強中でございますので、そ

足寄町における家畜ふん尿の利活用の面でご

ういった過程も含みまして、先ほど申し上げ

ざいます。

ましたけれども、特にこの３月１１日をとら

御案内のとおり２カ所のバイオマスガスプ

えて私は発言しているわけではございません

ラントは設置がされておりまして、そのほか

けれども、つまり、足寄町のバイオマスタウ

につきましては、堆肥舎の整備ができている

ン構想というのは、今の原発から原動として

ということでございますけれども、しかし何

中央で動いている、要するに自然エネルギー

回か議会の中でも議論をいただいているとお

関係の再生可能エネルギー法の動向もありま

り、堆肥舎にふん尿を積んでおいて、それが

すけれども、いずれにしましても、そういっ

有効な堆肥になるのかということ、これはな

たものの見方、考え方をする町民もありまし

かなか現実問題にしては難しいという部分が

て、トータル的には私どもの町の無限エネル

ございます。

ギーの活用で、新エネルギーへの転換で安心

そういう意味では、十勝でいけば先駆的に

の町の実現を、何とか一歩でも二歩でも現実

取り組みをしております鹿追町さんにつきま

的に今進めていきたいものだというふうに考

しては、集中型のバイオガスプラントを設置

えておりますので。そうしたことで、構想が

をしているというようなこともございます

実現確となるのは、報道等によりますと１府

し、今後２期目の大きなそれこそメガソー

６省から事業関連の交付金の支援を早期に引

ラーではありませんけれども、メガに近いそ

き出す関連の文字がありました。

のふん尿のバイオガスプラントを使った発電

そこで、核となりますのは木材生産から利

ということもやるというような情報もいただ

活用に至るまでの関連産業が連携してのウッ

いております。

ドバレーあしょろの実現がまず先に来るので

この足寄町のバイオマスタウン構想のもう

はないかというふうに私としては理解をして

一つの大きな柱として、やっぱり町内にある

いるものでありまして、そうした関連では、

その家畜のふん尿、これはある意味邪魔者と

基幹工場の関係、先ほど来、意見、回答がご
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ざいましたけれども、基幹工場の設置と、バ

した、個人住宅の新築について、しかも地元

イオマスプラントでありまして、つまりエネ

の企業が請け負った場合については１００万

ルギーと食と環境に集約できるものではなか

円の助成と。これも町内の経済の循環という

ろうかと、いうふうにも考えているものであ

ことを意識をしながらそういう政策を打ち出

ります。

させていただいたということでございますか

再生可能な生物由来の安定的な利活用で、

ら、基本的に前田議員が言うそういった循環

環境問題にも貢献し、化石燃料依存を減少さ

型社会の実現を目指していくべきというの

せていくことも我が町の資源の特徴として多

は、これは同じ思いをしているということで

く蓄積されているのではなかろうかというふ

ございます。

うにもとらえているところでございます。

ただ、そこで、これまでの取り組みもそう

このことは、環境重視をさせて安心と快適

でありますけれども、経験をしていること

な町に確実に歩んでいくものだというふうに

は、やはりそういうことに取り組みをする場

確信をしているところでございまして、いろ

合については、ものすごく大きな資金が必要

いろありましょうけれども、農・畜・林との

になってくるということでございます。

循環資源生産視点での構想実現での見解を、

ペレット工場然りであります。これは国の

改めてお聞きしたいと思います。

林野庁の補助をいただいて２分の１補助をい

○議長（吉田敏男君）

ただいて、そして補助残の４分の１は町から

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

助成をしてというようなことになっておりま
すし、それから、バイオガスプラントもやっ

前田議員仰せのとおり、今回の原発事故を

ぱり小さいものをつくるといったって、億の

含めて、まさにこれからの国会での一番大き

お金がかかってしまうということでございま

な争点になるだろうというように思いますけ

すから、先ほど申し上げた鹿追さんの場合

れども、再生可能エネルギーの推進をどうし

は、新たにつくるやつは３０億だか５０億だ

ていくのかということでございますけれど

と言ってますけれども、やっぱり膨大なお金

も、正直言って我が町も着実にそういった取

がかかるということでございます。

り組み、化石燃料を少しでも減らすというよ

これはまさしく、国の政策転換、これから

うなことも含めて、先ほど申し上げた燃料の

まさしく議論の中心となってくる再生エネル

一つとして木質ペレットの取り組み、さらに

ギーの買い取り制度の問題を含めて、これは

は太陽光発電の個人への支援等々をやってき

極めて大きな、もっと言えば注目していかな

ているところでございますし、それからもっ

ければいけない部分だなというふうに思って

と言えば、私が平成１５年に首長選に立起し

いるところでありますけれども、いずれにし

たときから一番になるというのは、やっぱり

ましても、情報収集も含めて我が町としても

循環型、すべての面で循環ということを意識

私としても、循環型社会を目指していくとい

をしながらまちづくりをしていきたいという

うことには間違いがございませんので、それ

ふうに訴えたところであります。

に向けて努力をしていきたいというふうに考

これは農業分野においてもそうですし、林
業分野においてもそうですし、もっと言えば
町中の経済、商店街の経済も同じことが言え
るのだというふうに思っております。
そういう意味では、ちょっと直接的に理解

えますので、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）

６番

前田秀夫君。

○６番（前田秀夫君）

ただいまの町長回答

していただくのは難しいかなというふうに思

で、私の理解としてはさまざまな大きな課題

いますけれども、今回提案させていただきま

が立ちはだかっていますけれども、あらゆる
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知恵と言いますか、現実を注入させて、一歩

したいと思います。

前へという思いが伝わってきましたので、御

○議長（吉田敏男君）

理解をしたいと思います。

○町長（安久津勝彦君）

次に移ります。

答弁、町長。
地上デジタル放送

及び、通信事業の経過についての御質問でご

○議長（吉田敏男君）

３項目め、どうぞ。

ざいますが、まず地上デジタルテレビ放送の

○６番（前田秀夫君）

３項目めから５項目

難視地区対策につきましては、総務省が平成

めでございます。

２３年４月２７日に公表をいたしました、地

通告書の地上デジタル放送及び通信事業の

上デジタル放送難視地区対策計画において、

経過につきまして質問をしていきたいという

本町の地デジの難視世帯は、芽登、喜登牛地

ふうに思っております。

区、及び稲牛地区の地デジ無線共聴施設を本

御案内のとおり、当年７月２４日でアナロ

年３月末までに整備したことにより、おおよ

グ放送廃止からする地上デジタルへの対策で

そ９０世帯の難視が解消され、差し引き約２

の議会経過、昨年の７月の臨時議会、さらに

９４世帯の対策が必要という状況となってお

は１２月の定例ということで、一定の議会経

ります。

過は承知はしているところでございますけれ

この２９４という世帯数は、暫定衛星放送

ども、現状、地上デジタル難視地区対策計

による対応が必要と考えられるエリアを大き

画、これは総務省発表、２３年４月２７日公

くくくった中にある世帯数であり、実際は良

表でございますけれども、そこの第５番、衛

好に視聴できる世帯などがおおよそ５０世帯

星放送検討からする当町の、難視地区と世帯

含まれており、差し引きおおよそ２４０世帯

数及び具体策をお聞きしたいというふうに思

の難視世帯があると認識をしているところで

いますので、よろしくお願いしたいと思いま

ございます。

す。
○議長（吉田敏男君）

本年の２月から総務省の委託を受けた地デ
次もよろしいです。

ジ難視対策衛星放送受付センターが難視世帯

携帯電話にかかわっての話。関連ですからよ

と見込まれる世帯１件、１件を訪問をし、テ

ろしいです。

レビの受信状況や、受信設備を確認をいたし

○６番（前田秀夫君）

それでは、議長にア

ドバイスをもらいましたので、関連して。

まして、衛星放送設備の設置が必要な世帯に
あっては、ＢＳアンテナ設備やＢＳデジタル

また、携帯電話にかかわっては、地デジ無

チューナー等を無料で設置し、暫定衛生放送

線共聴施設整備との関連で、携帯電話伝送路

により、地上デジタル放送が視聴可能となる

活用でのその時点の有効活用がございます

ような対応を進めてるいるところでありま

が、携帯電話利用のもとでの一般生活、緊急

す。

時、農畜産営農、利用産業路などの状況との

難視地域を解消するための対策として、総

基本認識と、かかわる事業社と企業戦略のも

務省は市町村が有線や無線による共聴施設を

とでの電波難民状態の地域が大きな疑義を唱

整備する場合の補助制度を設けております

えているところでございます。

が、中山間地域で広大な面積の中、住宅が点

総合通信局では、こうした整備は町の行政

在をしている本町においては光ケーブルの敷

が先として伝わってきておりますけれども、

設が超大となることや、山合いの地形で電波

そうした総合通信教育、つまり国などの実態

の伝搬効率が非常に悪いことから、多額の整

の是正に向けて、さらに地域の実情を生活関

備費用が必要であり、また、整備後の施設維

連を含めまして、強く要望が必要というふう

持も非常に大きな負担となります。

に考えておりますけれども、基本的な認識

これまでも御説明しておりますが、難視世

と、現状を取り得る諸対策の考え方をお聞き

帯２４０世帯のうち、２２０世帯の難視を解
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消するためには、総事業費がおおよそ１０億

すので御理解をいただきますようお願いを申

５,８００万円で、３分の２の国庫補助があ

し上げます。

ることから、残りの約３億５,３００万円が

次に、携帯電話サービスエリアの拡大にか

町負担となり、その全額が過疎債で賄う必要

かわる御質問でございますが、平成２１年度

があると考えており、公債費残高の増加や、

に採算性の観点から自主的な整備は困難であ

実質公債比率の上昇等を招くことから、町主

るが、自治体が施設を整備するのであれば喜

体による整備は財政的に非常に困難な課題で

登牛、茂喜登牛、白糸、稲牛地区のエリア化

あると考えております。

を行いたいとの提案が携帯電話事業者から、

本年７月２４日のアナログ放送停波が１カ

北海道総合通信局を通じてあり、平成２１年

月後に迫り、現在は７月２５日以降にテレビ

度に限り、国の経済対策による補助制度の充

が見られなくなる世帯が生じないようにする

実と北海道の協調支援も行われ、非常に少額

ことが最優先と考えており、釧路にある総務

な町の財政負担で携帯電話のエリア拡大を進

省テレビ受信者支援センター、通称デジサポ

めることができました。

道東と共同で、受信者支援を行っておりま
す。

携帯電話は、現在一般生活や業務上はもと
より、災害・緊急時の通信手段として非常に

今後、国、放送事業者、町で協力をし、暫

有用なツールであり、地デジのエリア拡大と

定衛星放送が終了をする平成２７年３月末ま

同様、町内全域で利用可能となることが理想

でに地上系放送基盤を整備する抜本的な対策

であるところでございます。

を講ずることとしておりますが、アナログ放

今後のエリア拡大に関して、携帯電話事業

送が終了する７月以降に、総務省北海道総合

者と情報交換をしたところ、それぞれの経営

通信局、ＮＨＫや民法放送事業者とともに、

戦略により、エリア拡大は進めているが、た

技術的な再検討を加速して進めていく予定を

とえ自治体が伝送路と鉄塔等の基地局を整備

しております。

して、携帯電話事業者の建設コスト負担が少

地上テレビ放送のデジタル化は、国の責任

額となる場合であっても、利用者数が少数の

のもと推進しているものであり、難視地区対

地域にあっては、施設の運営、管理費を賄う

策を含めてすべての国民がテレビ放送を視聴

だけの利用料収入の確保が困難な場合は、

可能にすることは、基本的には国や放送事業

サービスエリアの拡大は難しいとのことであ

者の責務であることから、都市と過疎地域と

りました。

の情報格差が生ずることのないよう、また、

また、この度の東日本大震災により、施設

市町村に新たな負担が生ずることのないよ

整備の優先度が大きく見直されることになる

う、適切な対策を早急に講ずるよう、町村会

だろうとのことでありました。北海道総合通

や十勝圏活性化推進期成会などを通じて、国

信局によると、平成２１年度のような補助制

や放送事業者などの関係機関に要望するとと

度の拡充は今のところ予定がないとのこと

もに、さらに国会議員や北海道議会議員にも

で、現時点で町主体による整備は、財政的に

難視対策の充実を要望しているところであり

非常に困難な状況であると考えておるところ

ます。

でございます。

現在、国で難視対策の制度充実の検討が進

昨年度、町が整備した光伝送路が芽登、喜

められているとの情報も入っておりますが、

登牛、茂喜登牛地区、鷲府、白糸地区、螺

引き続き機会があるごとに関係機関等への施

湾、中足寄、稲牛地区に総延長約５２キロ

設整備の要望や補助整備などの充実を要望す

メートルあります、この光ケーブルの予備芯

るとともに、町も地上デジタルテレビ放送の

線を携帯電話事業者に活用していただくこと

難視地区の解消に向け、努力をしてまいりま

ができれば、携帯電話事業の整備コストの低

― 43 ―

減が図られることから、整備済光ケーブルの

易型無線中継の関係では、電波法に一定程度

活用と、エリア拡大の要望を粘り強く継続し

制約があるのではなかろうかということにな

て行っていくとともに、地デジ難視対策と同

れば、町としての資格者の関係がどうなって

様に、町村会や十勝圏活性化推進期成会など

くるのか。町として必要がなければ、事業者

を通じて、国や携帯電話事業者などの関係機

としてどうなっているのかということが一つ

関に要望するとともに、さらに国会議員や北

目としてお尋ねをしたいと。

海道議会議員にも、エリア拡大のための支援

さらには、ギャップフィラーでは、私の調

策の充実を要望していきたいと考えておりま

査研究では可能な許可範囲が限られていると

す。

いうふうに私の調査研究でありますから、そ

同時に、北海道総合通信局等の関係機関と

の辺につきましても細目としてお尋ねをした

の情報交換を密にし、補助制度の充実の要望

いというふうに思っています。

と有利な補助制度がないか、常にアンテナを

○議長（吉田敏男君）

高くして情報収集を行い、エリア拡大に向け

○総務課長（渡辺俊一君）

努力してまいりますので、御理解をいただき

ギャップフィラーの関係の御質問でございま

ますようお願いを申し上げます。

すけれども、ギャップフィラーにつきまして

以上、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
６番

ただいま、

は、芽登地区、それから稲牛地区で携帯電話

再質問。

の光ケーブルを活用しながら地デジの対策を

前田秀夫君。

○６番（前田秀夫君）

答弁、総務課長。

とったものでございます。
ただいまの町長の御

それで、御質問のギャップフィラーについ

回答で、経過、現状、それから方面への要

て、無線の関係で無線の資格を持ったものが

請、働きかけ、当面とり得る対策、全体にか

必要なのではないかというような御質問でご

かわっては大枠理解をしているところであり

ざいました。

ますけれども、現時点で難視地区は２４０、

ギャップフィラーにつきましては、無線局

そこでの具体的な地域があればお聞きをした

につきましては、本来は無線従事者の資格を

いというのが一つと、財政問題、過疎債を含

持った人がいなければ技術操作ができないと

めてのお話しがございましたけれども、どう

いうことになっておりますけれども、ギャッ

いう整備の選択を検討しているのかというふ

プフィラーにつきましては技術基準適合証明

うにお聞きしたつもりですけれども、現状で

を受けた施設を活用すれば、無線従事者の専

は当面、総合局あるいは国、総務省で暫定的

任は必要がないということになってございま

にとり得る衛星放送の活用をしながら進めて

して、ギャップフィラーをそういう適合した

いきたいということの話だったというふうに

証明のあるそういう施設であれば、必要がな

思いますけれども、経過を含めて、一つはお

いということになってございます。

聞きしたいのは、地デジの無線共聴施設で

そういったことで、現在、芽登、それから

は、ギャップフィラー方式で、携帯電話の伝

稲牛地区で、ギャップフィラーを使っており

送路の余剰芯活用で効果的な整備活用という

ますけれども、資格者の要らない施設という

経過があって、当町も。それで一定程度、必

ことになってございます。

要予算の計上があるということでございます

それから、ギャップフィラーの許可範囲と

けれども、そこでお尋ねしたいのは、細目の

いうことでございますけれども、ほかの放送

一つ、そのギャップフィラー方式というの

局からの電波と混信しないような、そういう

は、私の知識では簡易型無線中継というふう

場所ということがまず一つあるかと思います

に理解してますけれども、疑問に思っている

けれども、そのほかに、このギャップフィ

のは、このギャップフィラー方式、つまり簡

ラーを国の支援事業ということで活用する場
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合については、補助対象事業費、そこにかか

を確認をしてきているところでございます。

る経費が有線、光ケーブルでそれぞれの家庭

そういう中で、一定、その中で今回の地デ

に電波を送る、そういう方式と比較したとき

ジに７月からデジタル放送に変わっていきま

に、同程度もしくはそれよりも低い、もっと

すよという部分、それから今までどおりのア

安く施設ができるといった場合に許可がされ

ナログのテレビだとか、そういったものはな

るというようなことになってございます。

かなか見れませんというような部分、そう

以上でございます。

いったことを周知をさせていただいていると

○議長（吉田敏男君）

６番

前田秀夫君。

○６番（前田秀夫君）

ただいまの担当課長

それから、地デジ対策という部分では、そ

の説明でギャップフィラーに関しての資格者

の住民周知の部分では、現在のアナログテレ

問題、許可範囲については理解をいたしまし

ビを見られている方についても、テレビの中

た。

での放送の中で、７月から地デジ、デジタル

ころでございます。

もう２点ばかりでありますけれども、通信

放送に変わりますよというような周知をずっ

事業では、一つは暫定的衛星放送で以下対応

としておりますし、また、町からもチラシ等

しながら進めていきたいという町長の回答も

でお知らせ、それから広報等でもお知らせを

ございましたけれども、素朴な質問ですけれ

しているところでございます。

ども、この暫定的衛星放送は東京のほうから

それから、どうしてもなかなかそうはいっ

出てくるのでしょうけれども、受信料はこれ

ても理解もできない方もいらっしゃるという

無料なのか、どうなのか、素朴な質問です。

部分もあるかというふうに思っておりまし

それから、私の調査研究では、この衛星放

て、福祉課ですとか、社会福祉協議会等で

送にかかわってはホワイトリストの申請とい

ホームヘルパーさんだとか保健師さん等が家

いますか、そういったことが必要でありまし

庭訪問した際に、テレビについても世帯の状

て、難視地区計画との関係で、そういったホ

況を聞いていただいたりとかしながら周知を

ワイトリストの確認は、事業者あるいは事業

していただくというような方法を取っている

者系由で、町としては把握をしているのかと

ところでございます。

いうことの、視聴者の理解を含めてどのよう

以上でございます。

に進めているのかお聞きをしたいというふう

○議長（吉田敏男君）

６番

に思っています。

○６番（前田秀夫君）

大枠理解をいたしま

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

前田秀夫君。

した。

まず、２７年の

そこで、この地デジにかかわってまとめの

３月まで暫定的に衛星放送でということでご

質問でありますけれど、さまざまな難視地区

ざいまして、その受信料についてはこれは無

者地域、それから者に対して、一つは国の委

料となっております。

託事業機関の者が、先ほど町長のからも回答

ただ、ＮＨＫの受信料、そういったものに

していただきましたけれども、１件、１件説

ついては今までどおりかかるということにな

明をしている。町としては、回覧だとかチラ

ります。それがまず一つでございます。

シ、アンケート、ただ、いろいろさまざまな

それから、ホワイトリストの確認でござい

観点で、地域のほうの勉強に行っている段階

ますけれども、先ほど町長のほうからも御答

では、さまざまな家族の実情、年齢構成だと

弁させていただいておりますが、地デジ難視

かさまざまな実情からして、どうも国がどこ

対策衛星放送受付センターというところで、

までで、町が何をしてという今後どうなのだ

難視地区と見込まれる地域について、１件、

という部分がしっかり相互間で理解が整って

１件回って、訪問して、その中で受信状況等

いないというふうに私は解釈しているところ
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でありまして、ぜひこの相対的な行政不信

関係事業者に対してより一層な強い有効な手

あってはならないことでございますので、

だてをしてもらいたいといことを申し上げて

しっかり地域の者と、行政のスタンスの中で

おくと同時に、これまた地デジ同様、きちん

結構でございますので、しっかり情報交換を

と町行政といわゆる携帯電話の通信可能な地

共有できるような対応策を検討を求めたいと

区の住民に対して、しっかりした説明の場を

いうふうに思います。

設定していただくようにお願いをして回答は

もう１点でございますけれども、よろしい
でしょうか。

いただきません。
○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。
まとめでありますけ

○議長（吉田敏男君）

よろしいです。

○６番（前田秀夫君）

○６番（前田秀夫君）

携帯電話の関係、こ

れども、議長、よろしいですか。

れも相対的には町長のほうから御回答をいた

新人でございまして、大変御迷惑をかけて

だいて、大枠理解をしておりますけれども、

申しわけございません。きょうの定例で、大

要は言葉は乱暴ではございますけれども、携

きく三つ一般質問をさせてもらいましたけれ

帯電話はとりわけ、地デジとの端末との関係

ども、トータル的に私が一人の議員としての

もございますけれども、それとは別に携帯電

認識の見解を申し上げて今回の定例の質問に

話の事業者の企業戦略といいますか、そうい

かえさせていただきますけれども、足寄町は

うことで利用度や何かを全面に出して、過疎

何と言っても農・畜・林、特に林業が基幹産

と難視地区対策関係からしても、つまり過疎

業でありまして、歴史的に育んできたこの足

地区を重視をしない実態がある。要するに、

寄町の森林資源を生かすべく、そうした大き

企業戦略はありきということでございまし

な財産を大事にして私自身も過去数十年間林

て、申し上げたいのは、足寄町にも山間僻地

業労働者の経験者として、郷土と地域活性化

の問題として、そこで営農なり、居を構えて

に向けて一議員としても、一層の調査研究を

いる住宅の者は、そういう僻地、難視地区だ

重ねつつ、現場に足を運んでさらに研さんを

からこそ、この携帯電話の利用可能な検討を

して協働の町に取り組んでいきたいというこ

早急に先ほど来、町長のほうからも、各方面

とを申し上げつつ、この間安久津町長につき

にさらに要望、町村会にも働きかける等々の

ましては、過去２期８年、情勢としては国の

御回答がございまして理解はしてますけれど

とどまらない行財政改革で苦しい中での自律

も、その点につきましても念押しのつもりで

プランに踏み込んだ各案の施策、さらには今

はございませんけれども、いわゆるトータル

期の施策政策の柱である医療、介護、保健、

的に申し上げれば企業戦略ありきのところ

福祉の連携システム、これらの政策は私の理

に、何としてもそのもう一度強くそこに申し

解としては足寄町全体基幹産業の元気と活性

入れをできるようなものを検討していただき

化で、必ずや住民に優しい町に進むと関連産

たいというふうに思います。

業含めて大きく期待をしているところでござ

いずれにしても、さまざまな予想だにしな

います。

いことが山間僻地で起きるのかもしれませ

前回の臨時議会でも示された当年度の一般

ん。情報の共有が何より必要な今日的な社会

会計補正予算での森林整備事業費、さらには

情勢は、３月１１日を見ても明らかでありま

林業振興費の中で木材資源での町おこしは、

して、奥地の住民生活は先ほど申し上げまし

農山村課題解消対策にもさらに商工振興対策

たけれども、生活と営農と家族構成上で、日

等々と、地域経済にも有効に結合していくも

常においてはさまざまな、私が言うのは表現

のと大きく期待していることを申し上げて、

で言いますと、無形変形等の想定以外の生活

私としてきょうの定例の一般質問にかえさせ

実態があるということを踏まえつつ、さらに

ていただきます。
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議長並びに安久津町長を初め、執行機関の

私は、足寄ならできる。帯広市に負けない

皆様の御配慮に感謝して、きょうの定例の質

だけの環境、好条件が揃っていると考えるわ

問にかえさせていただきます。

けでございます。

ありがとうございました。
○議長（吉田敏男君）

我が町なら、伐採の終わったとの町有林で

これをもって、６番

前田秀夫君の一般質問を終えます。

ではないかと思うわけであります。

ここで暫時休憩をいたしたいと存じます。

また、おこされた電気は、町から離れてい

午後

３時０３分

休憩

ても電気はケーブルを通って流れていきま

午後

３時１５分

再開

す。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

と私は考えるわけであります。

木村明雄君。

○４番（木村明雄君）

町内の電源確保、余剰電力は売電をする。
そんな時代が、もう私たちの目前に来ている

一般質問を続行をいたします。
４番

南向きの緩やかな傾斜を利用することも可能

そこで、足寄町としてこのメガソーラー構
それでは、議席番号

想に取り組む考えはないか。町長の所見を伺

４番、議長のお許しをいただきまして一般質

います。

問をさせていただきます。

○議長（吉田敏男君）

我が町足寄町に、メガソーラー調査につい
てでございます。

○町長（安久津勝彦君）

答弁、安久津町長。
木村議員の一般質

問にお答えいたします。

去る３月１１日、東日本大震災が起きまし

ソフトバンク株式会社によるメガソーラー

た。大地震、大津波、福島の電子力発電所の

構想について、帯広市が誘致等を積極的に進

大事故。現在も終息には至っておりません。

めているとの新聞報道でありますが、帯広市

多くの地域が停電になり、今もなお計画停

では十勝管内の全自治体に情報を提供し、十

電が続き、北海道からも電力を供給しており

勝全体で実現の可能性を追求していきたいと

ます。災害により多くの原発大事故、また、

して、本町にもその誘致希望の取りまとめが

事故に遭わなかった原発まで、多くの原発が

きております。

稼働を停止したことで、原子力発電は今まで

本町の年間日照時間は十勝管内でも多く、

に低コストで安心・安全で電力は安定して供

議員仰せのとおり条件的に恵まれていると判

給されるものという定説が崩壊をいたしまし

断されることから、町有林の伐採跡地や肥培

た。

管理していない放牧地等で、かつ特定高圧線

今後、我が国の将来・未来に向け、エネル
ギー政策の大転換が求められております。

及び変電所との距離が近い候補地の選考を進
めている段階であり、あわせて隣地及び農地

６月１５日の十勝毎日新聞に、帯広市の米
沢市長は１４日の市議会で誘致に乗り出す考
えを正式に表明をいたしました。

の関係法規等の問題を整理しているところで
あります。
今後において、国の法改正による全量買い

エネルギーの地域循環型システムの形成に

取り制度も含めた支援対策の動向など、帯広

ついて、十勝全体で実現の可能性を追求した

市とも連携を密に情報収集に努め、誘致に向

いと強調いたしました。

けて準備を進めてまいる所存でありますの

ソフトバンクの孫社長との会談で、十勝の
優位性について広大な土地資源、自然環境、
全国有数の日照時間を強調し、自然エネル
ギーの拡大に十勝は取り組んでいる。最大の
問題は、敷地の確保と言われております。

で、御理解を賜りますようお願いを申し上げ
ます。
以上、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
４番
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木村明雄君。

再質問を許します。

○４番（木村明雄君）

それでは、再質問を

いたします。

５万円４キロ、ということで上限が２０万円
ということでございますけれども、これは町

メガソーラー太陽光発電システムは、東日
本大震災が起きてから急に注目を集めている
わけではないわけであります。

が単独補助をするといったことでございま
す。
個人も、それ以外にも国費で個人申請にな

現在まで、石油、石炭、天然ガスを使い、

りますけれども、額は忘れましたけれども、

化石燃料のおかげで世界中が発展を続けてま

別な形で申請をして手続を踏めば、補助金が

いりました。それに伴って、暑いところが急

当たるという制度もあるというふうに聞いて

に寒くなったり、寒いところが急に暑くなっ

おりますけれども、私どもは町が単独で４キ

たり、地球の気象バランス体系が狂い始めて

ロまで２０万。ただ、設置費用が従来言われ

おります。

ている４キロのシステムを家庭に設置をする

これは、ＣＯ ２ 、二酸化炭素、簡単に言え
ば温室効果ガスの問題だと言われておりま
す。

場合、２００万ちょっとかかるのだそうで
す。
そういった部分では、１０分の１ぐらいの

現在、「世界中が地球に優しく」を提言

補助金になりますので、耐用年数が約１５年

し、このガスを削減するために、全力をあげ

と言われてますけれども、今売電価格が若干

て努力しております。車についてもエコカー

下がっている関係で、やっぱり１０年以上有

が進んできております。それと、現在まで使

効な状態が保たれなければ、なかなかペイで

用していた化石燃料枯渇問題、これから将来

きないといったのが実態だというふうに聞い

に向け石油で約４０年、天然ガスで約６０年

ているところであります。

で枯渇をする。なくなってしまうと言われて
おります。

行政的には、公共施設等々については、各
省庁いろんな補助制度があるわけなのですけ

現在の地球環境において、さまざまな自然

れども、２分の１というのが一般的でござい

エネルギーが注目をされております中で、日

ますけれども、つい最近、別な事業で１００

本においては太陽光発電システムが自然で、

％国庫負担で設置をするかしないかというこ

クリーンエネルギーだと注目され初め、化石

とで問い合わせも来ておりますので、それは

燃料の枯渇問題、温暖化対策への切り札とも

即補助制度がということではなくて、一応手

言われております。

は上げてありますけれども、例えば役場庁舎

現在、太陽光発電施設設置に向け、国から

であったり、今後建築予定をしております足

の支援策もあるわけでございますが、公共、

寄中学校校舎改築の部分等々に、１０分の１

例えば足寄町、そして支援策、これは個人、

０の補助金が出るというであれば設置をする

この支援策。これはどういうふうに違うの

といったことで、今内部的にも議論をしてい

か、その違いがあるのかないのか、それにつ

るところであります。

いてお伺いをしたいとい思います。
○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

私どもが知り得てる知識は以上でございま

答弁、副町長。

すので、御理解のほどよろしくお願いしたい

お答えをいたしま

す。

と思います。
以上です。

まず、個人、公共施設等の違いであります

○議長（吉田敏男君）

４番

けれども、個人が太陽光発電を設置をするに

○４番（木村明雄君）

太陽光発電は、今ま

ともなっての予算計上は今回補正予算で、計

で自然クリーンエネルギーということで、国

上させていただいているところであります。

も奨励政策を図り、補助金制度を設け進めて

上限２０万円ということで、１キロ当たり

きたわけでございますが、現在までに太陽光
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木村明雄君。

発電システムを個人、導入設置している方々

いけれど、まず確認のためにお許しをいただ

がおるわけです。

きたいと思います。

そこで、いつごろからこれを設置し始まっ

個人では設置費用が２００万から３００万

たのか。そして、足寄町に何戸の方が設置し

とも聞いておりますが、普通の家庭では当然

ているのか。そして、設置をしたと、これは

余力電力は売電をするわけです。順調に進ん

よかったと言っているのかどうなのか、その

で、何年たったら設備費用が払い終わり、元

感想というか、それも聞いていればお尋ねを

が取れるのか。太陽光発電パネルはこれは１

したいと思います。

０年前はすごい効果なものだったと聞いてお

○議長（吉田敏男君）

答弁、岩原参事。

○経済課参事（岩原栄君）

ります。

経済課参事の岩

原でございます。

しかしながら、それから１０年たって、性
能も、それから値段も格段にかわってきてい

御質問の内容について御答弁させていただ
きます。

るということを聞いております。
その辺は詳しく、どういうことになってい

足寄町の一般住宅太陽光発電につきまして

るのか、性能と価格、そしてまた何年で元が

は、平成１５年に補助要綱を策定いたしまし

取れるのか、その辺をお尋ねをしたいと思い

て運用開始しております。

ます。

この時点から、先ほど町長からのお話であ

○議長（吉田敏男君）

答弁、岩原参事。

りますキロワット５万円で最大キロ４キロ

○経済課参事（岩原栄君）

ワットということで、２０万円の助成制度を

く何年で元が取れるかということは、各家庭

１５年から開始しているということでありま

の電力の消費量、当然ながらでございますけ

して、これまで、この間導入された町内の家

れども、そちらにかかってくると思います。

庭では、３５戸の家庭で導入が進んでおりま

大人数、あるいは電気製品の導入等によって

す。

は、さまざま変わってくるわけなのですが、

平均しますと、４キロから５キロ未満の
方々が一般的でございます。

耐用年数からい

先ほど言ったそのアンケートの中で、一般的
には大体４キロワット平準されて導入されて

導入された人たちの声ということなのです

いるのですが、年間総発電量というのは、

が、これにつきましては、最近の直近は

メーカーで言っているのは年間４キロでいけ

ちょっとないのですが、導入されてからアン

ば大体１,０００倍してただく。約４,０００

ケート調査を開始した事例がありますが、大

キロワットが年間の発電量と言われてます

変導入されて一般の北電からの売電にするこ

が、足寄町、先ほどの日照時間等のことも

とによって収入が得られるという点と、各家

あって、おおむね全国平均を上回っている発

庭でそれぞれが省エネに取り組んでいると。

電量が出ております。比較的４,０００キロ

太陽光発電を導入されますと、家庭内にナビ

ワットということではあるのですが、４,５

ゲーションがありまして、発電量、家庭の消

００前後、そういったデータも入手はしてい

費電力量がすぐわかるものですから、そのパ

るところなのですが、いずれにしましても、

ネルを見ながら自分たちの家庭の中で省エネ

その消費電力から余剰電力を売電するわけで

が進んだということも御報告を受けていると

ございますので、当時１５年のときにはキロ

ころでございます。

ワット当たり２４円の北電への売電ですが、

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○４番（木村明雄君）

平成２１年の１１月からは４８円に売電上が
４番

木村明雄君。

りまして、その後一般住宅の導入が進んだわ

私が質問すること

けなのですが、ことし４月からはそれが４２

が、またこれ重複することがあるかもしれな

円にちょっと下がっております。
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その計算でしなければいけないのですが、
いずれにしましても、導入されてた発電施設

気使用量に相当し、二酸化炭素約４００トン
の削減効果があると言われております。

の電気総量とそういったものを勘案しなけれ

北海道電力は、地球温暖化問題の対応のた

ば何年で元が取れるのかというのは、非常に

め、２０２０年度までに５,０００キロワッ

難しいかなということでありますが、一般的

トほどの太陽光発電導入を検討していると言

には１０年から１２、３年程度ということ

われております。

は、発電されるパネル１キロワット当たりの

また、一方ソフトバンクの孫社長は北海道

価格なのですが、当時１５年運用を開始した

にメガソーラー建設構想についてであります

ときには、キロワット８０万円から８５万円

が、全国に１０カ所程度の大規模太陽光発

したものが、今現在は６０万円から６５万円

電、メガソーラー構想を６月１４日に打ち出

ぐらいの単価構成になっているかと思いま

しました。

す。

特に、北海道を挙げ、設置場所は全国的に

ただし、これは一般家庭に導入される場合

も日照に恵まれた十勝地方やパネルを設置で

は、屋根等に設置するが台のそういったこと

きる広い土地がある工業地帯の苫小牧周辺と

もあるものですから、一概にそれぞれとは言

なっております。

えないところもあるのですが、いずれにして

ソフトバンクは、全国で展開する発電所の

もそういう価格の中で整理をさせていただく

モデルとして、１カ所当たり事業費８０億円

中で耐用年数というか、余剰電力を売電した

程度を投じて、４０ヘクタールの敷地の確

形の試算をしなければならないというふうに

保、出力２万キロワットの施設建設が可能と

考えております。

見ており、これで一般家庭６,０００世帯分

以上です。

の電力を補うとしております。

○議長（吉田敏男君）

４番

木村明雄君。

北海道で、パネル設置可能な土地の面積確

○４番（木村明雄君）

耐用年数については

保ができれば、２５倍となる１,０００ヘク

わかりました。

タール規模に達する可能性もあると言ってお

１５年ということですね。

ります。将来に土地全体に、将来的に、土地

それでは、メガソーラー太陽光発電システ

全体に太陽光パネルを敷き詰め、十分に発電

ム十勝管内において、現在公共行政または個

能力を発揮すれば、出力計算上では５０万キ

人の相対的な導入状況と、普及率ですが、わ

ロワットを実現でき、４６万キロワットの福

かる範囲内でお尋ねをしたいと思います。

島県、第一原発１号機に匹敵すると試算をし

わからなければよろしいです。
○議長（吉田敏男君）

ております。

答弁はできかねると

いうことです。
○４番（木村明雄君）

我が町足寄町は、中山間に囲まれたこれと
言ってとりえのある町ではありませんが、気

それでは、次に進み

たいと思います。

象条件、広い土地がある、立地条件に恵まれ
ております。

メガソーラー太陽光発電北海道電力は、北

また、山の中でも太陽光発電は発電ができ

海道伊達市に伊達ソーラー発電所の営業運転

る、そんなわけで大きな予算も出てくるとは

をスタートいたしました。震災による原発へ

考えますが、これは官であっても民であって

の不安から、代替エネルギーとしての太陽光

も足寄町に対し、北海道電力またはソフトバ

発電の需要が全国的に高まっている中で、設

ンクが力添えをしてくれるならば、メガソー

置面積約３ヘクタール、出力電力は１,００

ラー、足寄町にも可能ではないのかと確信を

０キロワットで１年間の発電電力は約１００

持ったところであります。

万キロワット、一般家庭約３００戸の年間電

我が町にとりまして、人口減、企業誘致問
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題、それから雇用、そして教育、福祉、これ

どこが受け取るかすらも決まってないですよ

ら足寄町の経済についても多いに関連が出て

という、そんな情報もいただきまして、何か

くるものと考えます。

動きがあればぜひ情報をいただきたいという

これから足寄町におきまして、詳細な調査
をしていただき、よいという結果、結論が出
たなら、乗りおくれることのないよう全力で
進めていただきたいと存じます。

ようなことで、お願いをしてきたところでご
ざいます。
直近になりますけれども、昨年でしたか、
先ほど議員からお話あった、北電としては、

最後に、もう一度我が足寄町のメガソー

当面にしたら自社の敷地、すなわち伊達の火

ラーについて、所見と今後相対的に見て、原

力発電所の敷地でまずはメガソーラーの発電

子力発電がどうなるのか、また太陽光発電が

設備をつくると。その後についても自社の用

どう進んでいくのか、その辺についての見通

地内でやるということで、例えば足寄町が手

しもお伺いをしておきたい。そういうふうに

を挙げたからそちらに行くという考えはない

思いますので、よろしくお願いをいたしま

という、こういうことで報告を受けていたと

す。

ころでございます。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

また、もう一つ、御案内のとおり我が町に

お答えをいたしま

す。

は電発、Ｊパワーの発電所がございまして、
上士幌に事業所があるわけでございます。

木村議員からの北電の取り組みも含めてる
るお話がございました。

所長さんもあるいは副所長さんも時たま
寄っていただけるわけでありますけれども、

北海道におけるソーラー発電、メガソー

私は電発さんにもそのことは足寄にメガソー

ラー発電につきましては、御案内のとおり実

ラーいかがですかというお話もさせていただ

は北電さんがＮＥＤＯの制度を活用して、実

きました。

は稚内市に試験のメガソーラーの発電所をつ
くっております。

私が足寄と言っている意味は、議員も仰せ
のとおり、まず日照時間が長いという点、そ

そのことは承知しておりましたし、それか

れともう一つは電発さんの送電線が走ってい

ら、ちょっと記憶定かではありませんけれど

るのです。高圧線が。北電さんとお話しした

も、２年前か３年前に、実は新聞報道、これ

のですけれど、何で稚内につくったのだと。

は全国の電力会社が一斉にメガソーラー発電

あんなところにつくったら送電線を関連する

に取り組みというようなことが新聞報道がさ

施設だけで莫大なお金がかかるじゃないです

れました。

かと。

それを受けて、私の立場としては、即北電

足寄でいけば、送電線、つくる場所にもよ

本社に行きたいということで、足寄の営業所

りますけれども、そんなに距離ないところで

長さんとお話をさせていただきました。

送電線走ってますよと。

その時点では、北海道向けの北海道電力の

そうすれば、関連する施設費もかからない

取り組みとしては、全国的な電力会社の動き

ので、ぜひ足寄にということで北電さんにも

がそういうことでプレスリリース、報道発表

言わせてもらいましたし、電発さんにも言わ

するということで、それであれば北電も知ら

せていただいたところでございます。

ないというわけにはいかないので、とりあえ

電発さんの回答としては、これまた御案内

ず北電もそこに加わることにしたと。それ

のとおり今、電発さんは青森県の大間で原子

で、新聞報道にはなったけれども、本店に

力発電所をつくっているということであっ

行っても担当部署も決まってなければ、全く

て、目下のところソーラーは手がける考えな

行っても、例えば要望書を持って行っても、

いというようなことで、そんな返事もいただ
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いてます。

５日いつでも電気がおきているという形の中

ですから、基本的な私の知恵としては、今

では、やはりこれはこれで重宝されている

回のソフトバンクのことも含めて、足寄町と

と。そんなことで、これは今いち早く原発が

いうのは日照時間も含めて、先ほど申し上げ

なくなるということには私もならないのでは

ました高圧線の送電線のことも含めて、誘致

ないのかなと、そんな気がするわけでござい

には有利な町だというふうに思ってますか

ます。

ら、これは目下のところ、帯広市と連携をと

そんなわけで、わかりました。先ほども言

りながら、それこそフードバレー十勝あるい

いましたけれども、足寄町において、やはり

は定住自立圏のこともありますから、帯広市

詳細な調査をしていただき、これから先に向

を中心に協調をしながら、連携をしながらぜ

けて北海道電力、それからまたソフトバン

ひその誘致に力を入れていきたいということ

ク、これから先に向けて、やはりエネルギー

で取り組みを進めてまいりますので、結果ど

としてはこれは重要なものだということの中

うなるかわかりませんけれど、そんな姿勢で

で、調査をしていただき、考えていきたい

臨みたいというふうに思っております。

と。そんなふうに思っているところでござい

なお、後段の今後のメガソーラーの展望で

ます。

すとか、原子力発電所の展望という部分につ

私にとっては、足寄町に住んでいて、夢と

きましては、これは私がちょっと展望できる

希望の持てる町、安心で安全に暮らせる町、

すべは持っておりません。ただ、現実問題と

苦労したけれどこの町に住んでいてよかった

しては、現状はいいとか、悪いとかは別にし

なと言えるような、そんな町を願ってこの一

て、原子力発電にその電力供給の担っていた

般質問を終わりたいと思います。

だいている部分、これは現実恩恵をこうむっ

○議長（吉田敏男君）

ているというのは、これは事実であります。

明雄君の一般質問を終わります。

これにて、４番木村

ですから、これを直ちにやめてしまえという
のは、これはいささか乱暴なのかなと。ただ

◎

延会の議決

し、方向としてはやっぱり今回の事故を含め

○議長（吉田敏男君）

て、これはやっぱり一度ああいうことになれ

たします。

ば、人の手に負えないような状況になるわけ
でありますから、これは世論を含めてやっぱ

本日はこれで延会にしたいと思います。御
異議ございませんか。

り脱原発という方向には向かっていくのでは

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

ないのかなと。もっと言えば、私の個人の意

○議長（吉田敏男君）

見としては、向かっていくべきなのかなとい

す。

うふうに現時点では考えてるというようなこ
とでございます。

ここで、お諮りをい

異議なしと認めま

したがって、本日は、これで延会すること
に決定をいたしました。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

４番

木村明雄君。

○４番（木村明雄君）

わかりました。ソー

ラーシステム、これについてはやはりいいと
ころと悪いところがあるということを聞いて
ます。

◎

延会宣告

○議長（吉田敏男君）

本日は、これで延会

をいたします。
次回の会議は、６月２３日午前１０時より
開会をいたします。

それは、日中は電気はおきるけれども夜は

大変御苦労さまでございました。

おきない。ということがある。それで、原発
については、やはり低コストで、これは３６
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午後

３時４６分

散会

