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日程第１

議案第９７号

足寄町へき地保育所条例の一部を改正する条例（文教常任委員
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会）＜Ｐ３＞
日程第２

一 般 質 問

＜Ｐ３～Ｐ４２＞
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午前１０時００分

開議

ざいませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

おはようございま

これで自由討議を終

わります。

す。全員の出席でございます。

これから討論を行います。討論はございま

これから、本日の会議を開きます。

せんか。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第９７号足寄町へき地保育

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

所条例の一部を改正する条例の件を採決をし
ます。

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

本件に対する委員長の報告は可決です。
１

２月９日に開催されました第４回定例会に伴

本件は委員長の報告のとおり決定すること
に賛成の方は起立願います。

う議会運営委員会の協議の結果を報告しま
す。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

本日は、最初に、１２月６日の本会議にお

したがって、議案第９７号足寄町へき地保

いて、文教厚生常任委員会に付託いたしまし

育所条例の一部を改正する条例の件は、委員

た議案第９７号の審査報告を受け、審議を行

長の報告のとおり可決されました。

います。
次に、一般質問を行います。

◎

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第２

一般質問

を行います。

委員会委員長の報告を終わります。

順番に発言を許します。
９番井脇昌美君。

◎

議案第９７号

○議長（吉田敏男君）

日程第１

○９番（井脇昌美君）
議案第９

７号足寄町へき地保育所条例の一部を改正す

お許しをいただきま

したので、通告書に従いまして、これより一
般質問をさせていただきたいと思います。

る条例の件を議題といたします。

町有地内未使用産業廃棄物処理施設の状況

本件における文教厚生常任委員会委員長の

についてお伺いをいたしたいと思います。

報告は、別紙配付のとおりです。

平成１４年度より、資源循環型の施設とし

本件における委員長の報告は原案可決で
す。

て、池北三町、足寄町、本別町、陸別町の共
同にて銀河クリーンセンターが稼働し、ごみ

これにて、委員長の報告を終わります。

の有効利用と減量化の処理が適正に行われて

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

いるところでございます。

います。

そこで、その周囲池北三町行政組合の管理

質疑はございませんか。

地内に存し、現在使用されていない産業廃棄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

物処理施設が町有地内、住所は足寄町中足寄

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。

１２６番地に放置されたままの状況でありま
すが、どのような考えでおられるのかお伺い

これから自由討議を行います。自由討議ご

をいたしたいと思います。
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○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、安久津町長。

至っていない状況にあります。

井脇議員の一般質

問にお答えいたします。

そのため、まずは施設の所有者である元役
員との話し合いが最優先であることから、現

町有地内未使用産業廃棄物処理施設の状況

在さまざまな方面からの情報収集に努めてい

についての御質問ですが、当該産業廃棄物処

るところでありますが、今後も可能な限り、

理施設は、町が中足寄に所有する土地につい

早急に本人との接触を図るべく万全を尽くす

て、平成４年７月に町内法人の申請により賃

所存でございますので、御理解を賜りますよ

貸借契約を締結し、安定型処分場施設、搬入

うお願いを申し上げます。

路用地を含む安定型産業廃棄物埋立処分場用

以上、一般質問に対する答弁とさせていた

地として、同年８月から貸し付けを行いまし

だきます。

て、平成５年７月に北海道から産業廃棄物処

○議長（吉田敏男君）

理施設としての許可を受けた後、共用が開始
されました。

９番。
○９番（井脇昌美君）

また、平成８年７月には同法人から中間処

再質問を許します。
ただいま、答弁をい

ただきました。

理焼却施設建設に伴う安定型産業廃棄物埋立

まずは、賃貸当初の平成４年の賃貸契約の

処分場用地の隣接町有地貸し付けの追加申請

締結をされた内容を、概略を、どのような、

がなされ、当該用地にかかわる新たな賃貸借

いわば使用料等も含めた中で、どのような賃

契約が締結され、同年８月から貸し付けされ

貸の契約をされておりましたかお伺いをさせ

るとともに、同年９月から共用が開始されて

ていただきたいと思います。

おります。

○議長（吉田敏男君）

その後、町との間で賃貸借契約の更新を

答弁、住民課長。

○住民課長（西東文雄君）

平成４年の土地

行っておりましたが、平成１９年に、諸事情

賃貸借契約の内容についての御質問でありま

により当該法人が廃業となったことから、当

すが、賃貸借物件につきましては、足寄郡足

時、当該法人の役員となっていた町内在住の

寄町中足寄１２６番地の５のうち、３,８６

個人が業を継続すべく、北海道に許可申請手

４.０９平米以下４件の、トータル２万３,１

続を行い、同年３月に北海道から施設の譲り

２０.３８平方メートルの町有地を貸し付け

受けの許可がなされたところであります。

しております。

一方、産業廃棄物の搬入は、平成１３年８

使用目的でありますが、使用目的は産業廃

月末をもって終了しており、当該施設につい

棄物埋立処分場用地（安定型処分場施設及び

ては平成１５年６月に施設の終了届が北海道

搬入路）の使用目的で貸し付けをしておりま

に提出され、閉鎖に伴う管理のため町との賃

す。

貸借契約を継続し、解体に向けた協議をして

平成４年当時の貸し付けの期間であります

おりましたが、元役員が平成２１年１１月に

が、平成４年８月１日から平成６年３月３１

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に

日までの期間で貸し付けをしております。

より、不利益処分による許可の取り消しを受

次に、使用料でございますが、使用料につ

けたことに伴い、当該施設用地の貸し付け目

きましては年額１万２,３４６円で、貸し付

的である産業廃棄物処理施設ではなくなった

けの期日が平成４年８月１日からの月割りに

ことから、用地の賃貸借及び中間処理焼却施

なりますので、平成４年の金額につきまして

設の撤去等について、確認・協議をするた

は、８,２３０円の貸し付け金額で貸し付け

め、この間、電話連絡及び郵便等、あらゆる

契約を締結しております。

方法による連絡を試みておりますが、当事者

以上でございます。

本人が居所不明であり、いまだ協議するに

○議長（吉田敏男君）
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９番井脇昌美君。

○９番（井脇昌美君）

貸し付けの内容、用

途等の概略はわかりました。面積もわかりま

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

す。

した。

まず、道から直接の指示はございません。

この年間の１万２,３００何がしの、いわ

若干、経過を先にお話ししなければいけな

ば料金に対しての契約ですね、どのような回

いのですけれども、この産業廃棄物の許可権

収の状況になっていますか。

者は北海道であります。産廃でありますの

○議長（吉田敏男君）

で。

答弁、住民課長。

○住民課長（西東文雄君）

貸し付け料につ

御指摘のように、平成１３年にこうした産

きましては、平成４年８月１日から平成６年

業廃棄物の処分場は終了していることになっ

の間の使用料につきましては、全額納入され

ています。後の調査では。

ております。

１３年に終了をして、それ以降は、私ども

以上です。

の一般廃棄物も同様でありますけれども、一

○議長（吉田敏男君）

９番。

定程度いろいろなものを投げているわけです

○９番（井脇昌美君）

町長のほうから、連

から、水質検査であったり、ガスの検査で

絡先がなかなか得られないという答弁をいた

あったり、そういったことの検査をして、分

だいたのですけれども、それ以降はどうなっ

析結果が基準値内で安定化をすれば、そこで

ていますか。

初めて、産業廃棄物であれば廃止の確認申請

○議長（吉田敏男君）

答弁、住民課長。

○住民課長（西東文雄君）

書というのを提出することになっておりま

それ以降の納入

す。

状況ということでございますが、契約につき

この産業廃棄物に至っては、１５年に終了

ましては、最終契約が平成２２年３月３１日

届は北海道のほうに出されたということをお

までの契約が成立をしております。

聞きしております。

これまでの間の使用料につきましては、全
額納付・納入済みであります。

平成１５年度以降は、まだ安定化に向けて
の作業があったのだと思いますけれども、そ

以上です。

ういったことで、業者が産廃処理場を維持・

○議長（吉田敏男君）

９番。

管理をしてきているということで、今現在、

○９番（井脇昌美君）

２２年度までは納入

私どもの確認では、完全な廃止確認申請書と

済みだということですね。わかりました。

いうのは道に提出されていないということで

そうしたら、これは当然北海道と道と、産

ございまして、当然、その一定期間は、先ほ

廃処理業者のきちんとした一定の手続は行わ

ど申し上げましたように、いろいろな地下水

れているわけです。

であったり、ガス分析であったりはされてい

その中で、いわば平成４年から平成８年の

たのだろうと思います。

廃棄物の処理の申請がなされたということな

そういったこともあり、さらにはそういっ

のですけれども、建物の立地している、今現

た管理状況の中で廃止がされていないという

在建っているのですけれども、その建物の処

ことですから、あの建物も焼却炉も解体をさ

理はそのまま、言葉はちょっと適正か適正で

れていなかったと。

ないかわかりませんけれども、道との協議の

ただ、私どもは平成１５年、終了届が出さ

中で速やかに撤去するものなのか、投げてお

れた以降は、産廃業者の方と、もう終了した

いていいものなのか、道からどのような指示

ので解体をしていただきたいということ等の

なり、道が放置されておいてもいいというこ

話はした経過はございます。

とになっていましたか。
○議長（吉田敏男君）

ただ、２１年に北海道から産業廃棄物の許
答弁、副町長。

可を取り消されたといったところから、御本
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人が所在不明になっているということで、そ

いうのを。ちょっと長期にわたって消息不明

れ以降の交渉といいますか、御本人との接触

なような説明は、私、今受けたのですけれど

が私どもはありませんので、そういったこと

も、ちょっと話のあれが、疑うのではないの

で、今いろいろチャンネルを通じながら協議

ですけれども、経過届が出されたと言って、

をしたい旨を、連絡等々の作業を行っている

なかなか連絡がつかないと言って、実際は昨

ところでありますけれども、なかなか本人と

年まで契約の賃借料の使用料に対してはきち

の接触ができないということでございます。

んと納付されているということで、ちょっと

もう１点、議員御指摘の処理場の閉鎖に当

その辺のいきさつをもう１回説明いただけれ

たって、焼却炉を撤去しなければいけないの

ばと思います。

かという条件でございますけれども、それも

○議長（吉田敏男君）

確認しましたけれども、当時の旧法というか

○副町長（田中幸壽君）

古い法律の中では、最終処分場の中に焼却炉

年３月３１日まででございまして、その分に

があった場合、その焼却炉を完全に撤去しな

ついては、全額納付をされているということ

ければ、廃止確認申請書が出されなければい

で、これは間違いありません。

答弁、副町長。
賃貸借契約は２２

けないということではないということでござ

本人との接触でありますけれども、２１年

いまして、埋立処分場については、当然先ほ

度分、２２年３月３１日までの賃貸借使用料

ど言ったいろいろな分析等々がされて、安定

については全納されたのだと思いますけれど

化をすれば最終的には成長して、それで完了

も、その時点までは本人とも十分接触はして

という形になるのだそうですけれども、現行

おりましたので。

法の中では、北海道が許可に当たって、廃止

２１年１１月に北海道が不利益処分といい

に当たってでも絶対撤去しなければいけない

ますか、許可の取り消しをしています。この

ということにはなっていないといったことは

時点以降、本人が所在不明になっていると

確認をしております。

いったことで御理解を願いたいと思うのです

ただ、議員御指摘のとおりに町有地であり

けれども。

ますので、町有地の中にそういったものが依

結局、産廃処理場の許可が取り消しになり

然として残っているのは事実でありますの

ましたから、当然私どもも賃貸借契約の前提

で、その部分の撤去等々について、今所在を

というのが、廃棄物処分場を目的として土地

確認して対応協議をするといったことで努力

をお貸ししているわけですから、処理業務の

をしているところでございますので、御理解

許可が取り消しになった時点では賃貸借の更

のほどよろしくお願いをしたいと思います。

新はできないわけでございますので、そう

以上でございます。

いった部分で御相談をしたかったのですけれ

○議長（吉田敏男君）

９番。

ども、この時点から行方不明になったという

○９番（井脇昌美君）

ちょっと話が見えな

ことでございます。

いところもあるのですけれども、１５年度に

行方不明というのは言葉が間違いかもしれ

廃止届が出された。終了届ですね。それで、

ません。所在不明になっていたということで

それ以後の消息がなかなかつかめないという

御理解願いたいと思います。

ことですか。

以上です。

その中で、賃借料が２２年３月いっぱいま

○議長（吉田敏男君）

９番。

で支払われたと。２２年度の３月いっぱいま

○９番（井脇昌美君）

で支払われたということは、どこかの所在地

た。それで、この共用廃止後の責務というの

があったから支払いはされたのですね。連絡

は、当然町有地ですから町にもあるわけで

はそれでつかないのですか。支払われた先と

す。

― 6 ―

少し見えてきまし

それで、環境問題のこれだけいろいろな中

定ですよ。推定なのですけれども、それはや

で、国こぞって、足寄町ももちろんですけれ

はり今後機会があれば、建物が建って、それ

ども、いろいろな中で参画している中で、こ

を処理するまでは一定の調査をすべきだと私

の施設の土質調査、下のほうに侵出水処理施

は思うのです。

設というのがありますよね。下流というので

恐らく、それなりの理由があり、今答弁を

すね。調整値というのがあって、侵出水処理

いただいた中で、１５年６月に施設の終了届

施設が必ずあるのです。そこの上流にこの施

が道に出されておるということで、産業廃棄

設が存在しているわけですから、この土質の

物施設としての用をなさなくなったというこ

調査はされましたか。そういうことで、責務

とには変わりないわけでございます。

という立場からですよ。
○議長（吉田敏男君）

そういう中で、今後、たまたま私、今回一
答弁、副町長。

○副町長（田中幸壽君）

般質問をこうしてさせていただいて、実は６

お答えをいたした

いと思います。

月も現地に行って見ているのですよね。それ
で、何らかのお話、町民の人からこういうお

池北三町行政組合で小動物の焼却炉も保有

話を受けて、私も行きまして、そして何らか

をしているわけでありますけれども、維持管

の答えがあるのかなと、それが全くなしのつ

理をしております。それがちょうどここの産

ぶてで何もないものですから、これはやはり

廃の処理場の道路向かいといいますか、近く

一般質問で、きちんとした公の場で意見とい

にあります。

うのをいただかないとまずいのかなというこ

そういったことも踏まえて、私どもは動物
の焼却炉を持っていますので、行政組合とし

とで、今回この質問をさせていただいた経過
なのですけれども。

てはその下流部で、先ほど議員が御指摘の

私は、これはどちらかというと、そうでは

あったところに井戸を掘って、地下水の分析

ないのだろうけれども、臭いものにはふたを

をしております。

しろではないのですけれども、なかなか触り

その地下水の分析に伴って、ダイオキシン

たくない一件だったと実際は思うのです。

の分析といいますか、調査もしておりまし

これはやっぱり、連絡がなかなかつかな

て、その部分での結果は基準値内に収まって

い、消息が不明だと、そのようなことで逃れ

いるということでございます。

られるといっても限界があるわけですから、

当然、貯留槽をつくって侵出水処理場とい

施設そのものの建設というのは、執行者、理

うのがあるのですけれども、そこの放流水に

事者側の責任者の当時の建設とか、それでは

ついては１年に１回３５項目、毎月５項目の

前任者からの贈り物みたいなものですから。

水質検査を全部やっておりますので、それに

でも、これはそうとは言いながらも、処理

ついてはすべてクリアをしているという状況

等々はきちんと住民の生活の中で、汚染され

でありますので、議員御指摘のとおり、下流

ているものが存在するということは、きちん

部での調査であれば基準値をクリアしている

とした慎重な審議を、これから大きな課題と

ということでございます。

して私は残されていくことだと思います、こ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○９番（井脇昌美君）

の一件は。簡単なものではないと思うので
９番。

す。

下流部ということ

ですから、答弁としてはなかなか連絡がつ

は、今お話しされました浚渫処理施設です

かないと、探してはいるのだけれどもとは

ね、そこでやはりろ過するわけですから。

言って、実は、そんな簡単なものではないと

恐らく、この廃棄物の立地している周辺は

思うのです。

相当汚染されていると思うのです。これは推
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そういう中で、慎重にこれからすぐ協議を

して、ことし、来年にすぐ処理できるかと、

私どもは認識をしています。

私は、そんなに簡単なものでもないし、それ

ただ、問題は、議員御指摘のとおり、２１

を求めているのではないのです。その中で、

年１０月なのか１１月なのかちょっとわかり

やはり管理というのは常にいろいろな住民の

ませんけれども、御本人がいなくなってから

目があり、関心がそういうふうに行っている

の後というのは、そのことはされていないと

ということは、きちんとした検証した経過と

いうのは、これはもうおのずとわかるわけで

答弁、答えが必要だと思うのですよ。それな

ありますから、現実、あそこにまだ焼却炉の

りの説明のできる管理というものを、私はな

施設が残っているということもありますか

されるべきではないかと思っております。

ら、これはやはり今後ダイオキシンの問題

その辺、今後のことに対してのお話にも

等々を含めて、管理については万全を期して

なっていたと先ほど副町長からもお答えいた

いかなければならないのだろうというふうに

だいたのですけれども、もう一度お答えして

思っています。

いただきたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

そこで、これはあくまでも推測であります

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

けれども、事業を廃止してから、この間とい

私のほうからお答

えをさせていただきます。

うのは適切な管理をし、そして私どものほう
にも道のほうから、こういう問題があるよだ

先ほど来、住民課長あるいは副町長からも

とかダイオキシンの問題があるよという、そ

お答えしたとおりの経過をたどっているとい

ういうことは何ら連絡もございませんし、そ

うことでございます。

れからもっと言えば、水質検査についても、

一つ整理をしなくてはいけないのは、産業

これはもう行政組合のほうでしっかりやっ

廃棄物の処理施設ですから、これは許可権者

て、そこでも異常がないということでありま

を含めて、監督を含めて、これは北海道の権

すから、まず心配はないのだろうというふう

限でございます。

には思いますけれども、しかし、これは念に

そこで、議員御指摘のとおり、現実問題と

は念を入れなければいけないということであ

しては、平成２１年に行政処分を受けた後、

りますから、北海道、十勝でいきますと総合

御本人が居所不明になって連絡がとれない。

振興局のほうの担当のほうともしっかりと連

ですから、それまでの間、埋め立てについて

絡をとりながら、そういった、場合によって

は１３年のほうで受け入れはもう終わった

は焼却炉周辺の検査をしなければいけないの

と。

かどうなのか。

それから、焼却施設については、産廃法の

一番なのは、炉ですよね。仮にあるとすれ

改正のこともあって、議員が心配されている

ば、炉の中が一番可能性があるのだろうとい

ダイオキシンの問題もあって、通常の焼却炉

うふうに思いますけれども、議員も現地も見

ではダイオキシンの心配があるからだめよと

ているということでありますから、実はあそ

いう、こういう規制がかかったということで

この炉のところはかぎがかかっているのです

あります。

よね。

ですから、その時期に合わせて焼却施設

そんなことも含めて、どう対応していくの

も、平成１４年１１月以降についてはもう使

かということも含めて、今後北海道のほうと

用していないと。ですから、それから平成２

協議を十分にしながら、少なくとも町民の方

１年までの間というのは、これは当然、道の

に不安を与えないような形で、検証も含め

指導に基づきながら、あるいは所定の規定に

て、どんな方法があるのかも含めて、今後十

基づきながら、安定化するまでの管理という

分連携をとりながら対応していきたいという

のは適正にされていたのだろうというふうに

ふうに思っていますので、御理解をいただき
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たいというふうに思います。

るのですけれども。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○９番（井脇昌美君）

○議長（吉田敏男君）
９番。

○副町長（田中幸壽君）

では、私も、縁が

答弁、副町長。
お答えをいたしま

す。

あって議選の３町の行政組合のほうの大役監

今、御質問の３町の銀河クリーンセンター

査という立場を仰せつかっている中で、池北

のお話でありますけれども、埋立処分場につ

三町行政組合で、私どもの町長が管理者とし

いては、当初計画で私どもが聞いているの

て、今の各両町長が副管理者、うちの副町長

は、平成１４年から２９年３月まで、１５年

が副管理者ということで、地域に非常に御苦

間の埋め立てをするということでございま

労なさってあれされているのですけれども、

す。

これは、このクリーンセンターというもの

この間、私も聞いている計画でありますけ

が、調べてみると、平成１４年、２４億５,

れども、埋め立て量については、ほぼこの当

５００万円で建設されているのですね。総工

時の計画どおり推移をしているということで

費を調べてみたら。なっているのです。これ

ございますので、議員御指摘のとおり、２９

は前任の町長さんのときにあれしているので

年あたりでそろそろ限界だということでござ

すけれども、その中で、何を言いたいかとい

います。

うことは、上のほうに管理棟とかストック

もう１点御指摘の、その後どうするのかと

ヤードとかリサイクル施設がありますよね。

いうのについては、具体的にはまだ決まって

これが２９年度、約ですけれども、これが３

いないのは事実でありますけれども、当然、

０年になるかもしれませんけれども、今のと

その当時からもお話もあったのは、十勝圏の

ころ２９年の帯広のくりりんに十勝圏複合総

環境複合事務組合にシフトしていくというこ

合組合というのが存在していて、そこに処理

とでございまして、この部分については、今

委託の予定になっていますね。今のところ。

御指摘のとおり１５年間の予定でありますけ

平成２９年と伺っているのですけれども。

れども、もう既に１０年たっておりますの

その施設の、私が言った高速の堆肥施設と
かリサイクル施設とか管理棟だとかストック

で、あと５年しかないということでございま
す。

ヤードって、あそこに１４億円ぐらいかかっ

そういった中で、今後私どもの、今まで３

たと言っていましたね、あの施設だけで。１

町でやっていたごみ処理がどういった方向に

４億円と言っていました。

行くのかといったことは、今後十分３町の中

だから、１５年間を使用するとしたら、約

で議論をして、結果としては十勝圏の環境複

９,０００万円台の維持管理、いわばかかっ

合事務組合のほうにシフトしていくというこ

ているのですけれども、非常にこれは私ど

とになるのかもしれませんけれども、そう

も、町長だけの答えを得るということも難し

いったことで今後協議をしていきたいと思い

いところがあるのです。これは３町の管理施

ます。

設ですから。でも、やがて、もう５、６年後

ここで言えることは、私も８万４,０００

にはその時期が来るわけです。タイムリミッ

立法の埋め立てをすると言ったことについて

トとして。

は、計画とおり推移をしているということで

それで、そういう携わった関係者として何

ございますので、当初予定の計画の２９年ま

か、非常に立派な施設ですから、あそこがも

では十分対応し切れるということでございま

うで既に帯広のくりりんに移行された後、何

す。

か考えておられるのか、また、考えてほしい

もう１点、リサイクルのほうでございます

ものだなという思いを持って今お聞きしてい

けれども、資源ごみ等々の処理をしているク
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リーンセンターというのがあるわけでありま

基づいて、平成２４年度予算編成方針と重点

すけれども、この部分についての将来の計画

項目について質問をいたします。

については、今のところ全く具体的な議論は

町総合開発審議会が、第５次総合計画の後

しておりませんけれども、私どもこの間、多

期計画５年間のうち、１２年から１４年度の

くの品目の分別をしていただいて、資源ごみ

３年間実施計画について審議し、原案どおり

等々の処理をしているわけで、そういったこ

答申され、あわせて予算編成は第４回定例会

とも、この間の実績を踏まえた中で、今後の

で行政報告された自立プラン財政推計の見直

計画に当たっていきたいといったことでござ

したことを踏まえてのことでなければと考え

いまして、即、帯広のほうにシフトしていく

るところでありますが、歳入歳出とも経常経

のかといったことからすれば、そういったこ

費を圧縮した予算総額になると思いますが、

とではないのだろうなというふうに思ってい

重点項目とまちづくり実現に向けた施策につ

ます。

いての所信のほどをお伺いいたします。

要は、言いたいのは、燃えるごみと燃えな

また、地域住民と直接対話の場として設定

いごみの二つに分別するのかということにな

した町長とのふれあい懇談会を４会場で開催

りますので、そういったことでは多分ないの

されたが、この中でまちづくりに関する町民

だろうなといったことでいけば、では、生ご

の意見を聞き、来年度の予算編成に向けた可

みは生ごみで処理をするとか、埋め立てごみ

能なものは反映させて、住民と行政の情報共

は埋め立てごみで、ここで処理するとか、そ

有で協働のまちづくりの実現をされることが

ういったいろいろな選択肢が出てくるのかも

できるのかお伺いします。

しれませんけれども、そういった部分につい

以上です。

ては、正直、この場では正確な回答というの

○議長（吉田敏男君）

は出せませんけれども、今後十分議論をして

○町長（安久津勝彦君）

まいりたいというふうに思いますので、御理

問にお答えいたします。

解のほどよろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。

答弁、安久津町長。
後藤議員の一般質

日本経済は、景気の先行きに関しては持ち
直し傾向が続くものと期待されていますが、

○議長（吉田敏男君）

９番。

東日本大震災、福島原発事故の影響や円高や

○９番（井脇昌美君）

わかりました。産廃

株価の変動、さらにＴＰＰ問題等、さまざま

の処理施設の問題も、流れとしては十分今回

な問題が山積みしており、先行きは例年以上

の一般質問させていただいた意図として私な

に不透明で厳しい状況にあります。

りに理解できました。

国においては、平成２４年度の予算編成に

今後、先ほどおっしゃった可能な限り本人

向けて、本年８月に中期財政フレームの改訂

との接触を図っていただいて、そして、やは

が閣議決定され、この中で震災からの復旧・

り本人の所有物だから、町が勝手に、それこ

復興については全力を傾注する一方で、財政

そ例の問題と同じようなことで、ばたばた解

健全化目標の達成に向けた取り組みは着実に

体して処理するということはできないわけで

進めていかなければならないとし、歳出面で

すから、まず、本人と一刻も早く接触をし得

は、少なくとも前年度当初予算の規模を実質

て、処理されるということをお願いして、私

的に上回らないこととして、できる限り抑制

の一般質問を終わらせていただきます。

に努めることとするとしております。

○議長（吉田敏男君）

これにて９番井脇昌

一方、総務省の本年９月の概算要求におけ

美君の一般質問を終えます。

る地方財政収支の仮試算において、一般財源

次に、１０番後藤次雄君。

総額は実質的に平成２３年度の水準を下回ら

○１０番（後藤次雄君）

一般質問通告書に

ないよう確保するとされました。
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しかしながら、本町においては固定資産の

画があるもの、財政的な理由から国等に引き

評価がえなどによる町税の減収が見込まれ、

続き要望していくもの等がありましたが、可

また、歳入のほぼ５割を占める普通交付税の

能な限り対応を行うこととし、その概要につ

歳入見込みが不透明であるため、前年度並み

いては広報あしょろでお知らせをしていくこ

の一般財源を確保できるか流動的な状況であ

とといたしております。

ります。

協働のまちづくりの推進には、町民と行政

また、歳出では、町民の要望や期待にこた

の意見交換や情報共有が必要であり、直接地

えるための各種行政事業を初め、高齢化の進

域住民の方々とお話できる機会は重要であ

展や低所得世帯の増加などによる福祉・高齢

り、開催方法を工夫し、引き続き意見交換の

化対策等の義務的経費は引き続き増加し、今

場を設けたいと考えております。

後も厳しい財政環境が続くものと推測いたし
ております。

現在、本町では予算編成作業を開始したと
ころでありますが、国、道の予算等は不透明

このような状況のもと、緑輝く大地に人の

な状況であるため、今後も国の動向等を十分

優しさがあふれる町を目指し、平成２４年度

見きわめながら、自立プランに基づき行政事

予算編成におきまして、協働のまちづくりの

務の見直しを進め、第５次総合計画計上事業

推進、農林業振興対策、医療と介護、福祉等

等の着実な推進のために努力してまいります

連携システムの構築、住みよい生活環境整備

ので、御理解を賜りますようお願いを申し上

の推進、第５次総合計画の着実な推進のこの

げ答弁とさせていただきます。

５点を重点施策として掲げ、町民からお預か

○議長（吉田敏男君）

りした限りある財源を有効に活用するため、

再質問を許します。

１０番。

引き続き足寄町自立プランに基づき、簡素・

○１０番（後藤次雄君）

効率化を追求し、職員一丸となって魅力ある

ら、かなり中身の濃い、私の一般質問に対す

まちづくりのために予算編成を進めていきま

る御回答がありました。

す。

ただいま町長か

それで、何点か絞ってお聞きしたいと思う

また、予算要求に当たって、すべての経費

のですけれども、まず今回の第５次総合計画

について町行政の責任として実施すべきもの

ですけれども、今回繰り上げ、一部も含めて

であるか、現在のやり方が最適であるか等の

１４件、それから新規が２１件、繰り下げも

精査を行い、総合計画に計上されている事業

一部含めて１９件、それから中止が５件と、

であっても事業効果等を再精査し、状況に

事業量増９件、減が４件と、こういう今まで

よっては事業内容や実施時期の変更を行うこ

にないみたいな繰り上げとか繰り下げだと

ともあり得ると考えており、地方債を発行す

か、新規事業がかなり組み込まれておりま

る場合にあっては、後年度の財政負担軽減の

す。

ために交付税補てん率の高い起債を厳選する
こととしております。

それはそれでわかりましたけれども、ただ
審議中の中に、除雪の関係で民間委託や、そ

町民と行政がともに考え、協力して、それ

れから、教育の関係ですけれども、ベテラン

ぞれの役割を分担しながら、町民主体の活力

の指導教育委員の配置だとか、そういう要望

ある地域社会をつくっていくことが大切であ

があったというふうに聞いていますけれど

り、ふれあい懇談会のような地域住民と行政

も、そのほかに、行政に反映させるそういう

が直接対話する機会は非常に有意義なもので

意見が出たのかどうか、まず聞きたいと思い

ありました。

ます。

懇談会でいただいた御意見には、予算措置
が不要ですぐに対応できるもの、既に整備計

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）
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答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

そういう意味では、そこのところをもっと

審議会の結果といたしましては、それぞれ

もっとＰＲすべきではないのかといったこ

部会に分かれて審議をいただいたわけであり

と。あるいは、その他、新エネルギーに関し

ますけれども、特に附帯意見という形での答

て、家畜排せつ物の利用によるバイオガスの

申はございませんでした。

取り組みですとか、あるいは太陽光のもっと

そこで、いろんな御意見という形の中で拝

もっと普及だとか、それからもっと言えば、

聴をした中には、今、議員仰せのとおり、例

森林の整備ということについても力を入れて

えば除雪の民間委託ですとか、あるいは教育

いくべきではないのかと、こういった御意見

の問題でいきますと、もうちょっとベテラン

もいただいたところでございます。

の教員の配置というようなことも御意見とし

それらを含めて、附帯意見ではございませ

てはありましたし、さらには公園のトイレの

んけれども、そういった御意見等も参考にさ

関係についても、できるだけ多く残していた

せていただきながら、可能なものについては

だきたいだとか、いろいろと御意見はいただ

当然取り入れていくというようなことで対応

いたところでございます。

してまいりたいというふうに考えていますの

そのほか、いろんな細かな部分も御意見と
してはありましたけれども、いずれにしまし
ても、可能なものについては十分検討させて
いただいてやっていきたい。

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）

それから、民間委託の部分についても、と

○１０番（後藤次雄君）

１０番。
結構、たくさんの

りわけ除雪につきましては、市街地を中心に

附帯意見が出たということで、今、町長の答

しながら路線について相当民間の方にお願い

弁のとおり、除雪の問題についても、これは

もしているということもありますけれども、

後で他議員のほうから除雪の問題があります

しかし現実直面しているのは、御案内のとお

から、私はあんまりいいです。質問はしませ

り、今、どこの業者の方も機械を手持ちに

んけれども、やっぱり私が見ていても、今中

持っていないと。これはなぜかと言います

心市街地というか、そこは民間がやっていま

と、やっぱり公共事業が大幅に下がっている

すけれども、町長が言ったとおり、機械その

ということで、必要なときにリースで調達を

ものがないものですから大変だという話も実

してという、こんな状況もありますから、お

は聞いています。そういう意味で、これはわ

のずと限界もあるということでございますけ

かりました。

れども、これは当然、これからの部分につき

それとあと、今、町長言われなかったので

ましては十分検討させていただいて、どう

すけれども、今回の町民とのあれで、地デジ

いった形が経費の節減につながったり、ある

の難視聴地域の対策という話も恐らく出たの

いは住民サービスにつながるのかというよう

ではないかと思います。

なことを十分配慮をしながら、協議をしなが

それで、今回の総合計画の中で、事業費で

ら判断をしていきたいなというふうに思って

大体９億７,０００万円ぐらい出ているわけ

いるところでございます。

ですけれども、これは一切地デジの難視聴地

また、もう一つ大事な部分で、御意見とし

域、２２０世帯のうち２０９世帯ということ

ていただいた部分につきましては、とりわけ

が報告されていますけれども、２０９世帯の

これは産業部門でお話があったのですけれど

地域なのですけれども、どことどこがどうな

も、東日本の大震災のことも含めて、新エネ

るかというのがちょっとわかりませんので、

ルギーに対する取り組み、我が町では御案内

できたらそのお答えをもらいたいと思いま

のとおりペレットの工場もできていますし、

す。
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○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

よく有線ということもありますよね。これ

お答えをいたしま

す。

は、今恐らく有線で使っているところもある
と思うのですけれども、それを活用してやる

難視対策が必要な２０９世帯、これは町内

のか、それとも新たにこのためにそういうも

に点在しております。御案内のとおり、中山

のを建ててやるのか、そこだけお聞きしたい

間地でありますから、沢のところはもう見ら

です。

れないと。上螺湾地区もそうでありますし、

○議長（吉田敏男君）

それから上足寄、鳥取地区も一部を除いては

○町長（安久津勝彦君）

見えませんし、上大誉地方面、それから白糸

なやり方を含めてあるのだというふうに聞い

地区等々、これはもう全町に分布をしている

ておりますけれども、基本的には光ケーブル

ということでございます。

になるのかなと。もっと言えば、町政懇談会

答弁、町長。
これも、いろいろ

それで、今回の総合計画にのせた部分につ

の中でも言われたのですけれども、御案内の

きましては、これは何としても解消しなくて

とおり、足寄町の場合は携帯電話の不感知地

はいけないだろうということも含めて、計上

帯がこれまたたくさんあるということです

した金額からは、今現在国のほうでも、最終

ね。

確定は国の新年度の予算が決まってからとい

これは昨年、稲牛、白糸、それから芽登地

うことになると思いますけれども、先日も北

区ですかね。鉄塔を建てながら一定程度やっ

海道総合通信局の方、それから放送局の、Ｎ

てきたと。

ＨＫあるいはＨＴＢ等々の方々も一緒にお見

この携帯電話の棟を建てたことによって、

えになって、国の支援策も従来よりも少し強

これから光の線を引っ張り出して地デジ対策

化がされそうだということで、お聞きしたと

にもつながったということもあるのです。

おりいけば、この計上した費用、９億円強

今度、この地デジ対策の２０９戸の対策の

だったというふうに思っていますけれども、

中で、仮に光ケーブルを引かなければいけな

これがもうちょっと圧縮できるかなと、こん

いよというところがあるとすれば、しかも、

なふうに思っております。

その地区が携帯の不感知地区だとすれば、そ

いずれにしましても、同じ方式ではいかな
いですね。それぞれの地区の条件が違います

れこそ、もう１本線を入れれば携帯も一定程
度解消できるということもあるのかなと。

から。ですから、場合によっては、この地区

そんなことも追求しながら、具体的にその

は高性能アンテナの対策よ、この地区は電波

場所その場所、条件に応じた対応をしていき

を飛ばす対策よ、あるいは、この地区はやっ

たいなということで、まだきょうの段階で、

ぱり線を張らなきゃ無理だねと、こんなこと

この地区はこういう方法でということはお示

含めて、まだまだこれから詰めなければいけ

しできませんけれども、目下、担当のほう

ないことはたくさんありますけれども、いず

で、先ほども申し上げたとおり、先日も具体

れにしても、総合通信局あるいは放送事業者

的な協議に来ていただいていますから、そう

の方々も本当に親身になって対応していただ

いったことをしっかりやりながらできるだけ

いておりますから、できるだけ少ない経費の

早く、しかも、一応計画では２４年、２５年

中で、もっと言えば、より有利な国の制度等

の２カ年でということで考えていますから、

も追求をしながら対応をしていきたいという

そこら辺の振り分けも、一応総合計画上は振

ふうに考えていますので、御理解いただきた

り分けにはなっていますけれども、ここのと

いというふうに思います。

ころも大幅に変わるかもかもしれませんけれ

○議長（吉田敏男君）

ども、できるだけ早く当該者の方々にも安心

○１０番（後藤次雄君）

１０番。
この事業の中に、

していただけるような計画樹立をしていきた
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いというふうに考えていますので、御理解い
ただきたいというふうに思います。
○議長（吉田敏男君）

以上でございます。

１０番。

○１０番（後藤次雄君）

園の５カ所となってございます。
○議長（吉田敏男君）

わかりました。

○１０番（後藤次雄君）

１０番。
今、５カ所と言わ

次に、申しわけないのですけれども、総合

れたのですけれども、あと旭町にもあります

計画の関係で順次聞いておりますので、これ

よね。稲荷神社は終わっていますけれども、

だけ理解してもらいたいと思うのですけれど

旭町のところと、それから栄町のところと、

も、次、公園整備事業なのですけれども、公

その辺も、小さいものも含めてたくさんまだ

園の公衆トイレの水洗工事ですね。これは、

あるのですけれどね。私がちょっと頭の中で

２３年度はたしか緑栄と稲荷山神社の公園を

考えた中では、５件では済まないのではない

実施されたと思うのですけれども、ただ、２

かと思うのですけれども、その辺はいいで

４、２５年のこの計画を見ますと、足寄橋の

す。わかりました、そういうことで。

公園が水洗化されるということで、これは非

いずれにしても、今、課長から答弁された

常にいいことなのですけれども、そうする

ように、下水道が完了しなけれはできないと

と、あと、この公園の中で、トイレがあると

いうことですから、これはそういうことでい

ころで何カ所ぐらい残っているのか。それか

いと思いますけれども、ただ、今回の震災の

ら、今後、この計画にのっていませんけれど

関係で、私も水洗化ばかりがいいと思わない

も、今後この計画はどういうふうに考えてい

というのは、いろいろな現地に行ってきた人

るのか。そこをまず聞きたいと思います。

の話を聞くと、やっぱり水洗化にすれば、結

○議長（吉田敏男君）

局ああいう災害が起きたときに、水が出ない

答弁、建設課長。

○建設課長（南岡雄二君）

公園の整備事

というときには大変な思いをしたということ

業、特に水洗化事業だと思いますが、平成２

もありますので、全部が全部いいとは思わな

４年足寄橋、そしてその後につきましては、

いけれども、実際に使うのはどこでも水洗化

今後やるべきものにつきましては、キャンプ

ですからね。それは皆さんが要望していると

場が主たるものということで考えてございま

思いますので、ぜひ水道工事も早く終わらせ

す。

て、残ったところについては町民が喜ぶよう

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

なトイレにしていただきたいということをお
ここで、答弁調整の

願いしておきたいと思います。

ため、暫時休憩をいたします。

それから、次に、これも総合計画の中のＰ

１０分間休憩をいたします。

ＣＢの処理事業ということでことしから入っ

午前１０時０２分

休憩

ているのですけれども、これはどういう方法

午前１０時１２分

再開

で処理するのか、これも一つですね。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

それから、もう一つは救急自動車の更新事

再開をいたします。

業ということで、農協との関係もあるみたい

建設課長、答弁。

ですけれども、要望事項に応募予定というこ

○建設課長（南岡雄二君）

お時間をいただ

きまして、申しわけございません。

とになって、予算も減額されたということに
なっていますけれども、こんなことを聞くの

今後の整備箇所でございますが、すべて下

も失礼かもしれませんけれども、もし募集し

水道整備が終わらなければできない部分でご

て当たらなかったらどうするのかということ

ざいまして、そういう部分といたしましては

もちょっと頭にあったものですから、その２

山手通公園、それから北星公園、里見が丘

点だけ聞きたいと思います。

キャンプ場、里見が丘運動場、佐野川湧水公

○議長（吉田敏男君）
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答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。

それでは、高齢者の複合施設整備事業の中
で、小規模多機能老人福祉施設、老人アパー

まず、ＰＣＢの関係でございますけれど

ト建設となっていますけれども、中身は詳し

も、御案内のとおり、ＰＣＢの問題がいろい

く後で髙橋議員が質問すると思いますので、

ろ問題になったわけでありまして、どこでも

例えば小規模老人機能福祉施設が２階建てな

処理できるかというと、これは特殊なもので

のか平屋建てなのか、老人アパートがどのぐ

あって、かねてから苫小牧のほうで、その処

らいの施設の予定になっているのか、そこだ

理施設をつくるということでずっと取り組み

けちょっと聞かせてもらいたいと思います。

をしていたわけでありますけれども、これが

○議長（吉田敏男君）

なかなか見えていなかったわけでありますけ

○福祉課長（堀井昭治君）

れども、今回、やっと完成に近づいたという

６年に予定しております複合型の住宅、それ

ことで、これが見えてきたものですから総合

からいろいろな介護関連施設でございます。

計画上にのせたということであります。

答弁、福祉課長。
平成２５年、２

一応、利用者の方々の利便性を考えると平

今現在は、それぞれの町村でしっかりと管

屋ということで想定しております。

理をせいということで、我が町もそうであり

規模につきましては、老人アパート等につ

ますけれども管理をしているということでご

いては２０室程度、それから小規模多機能に

ざいます。

ついても泊まり定員としては９名程度、グ

これがやっと見えてきたということで、そ
の必要経費を計上をさせていただいたという
ことでございます。

ループホームも１ユニットということで９名
程度を予定しております。
以上です。

これは２５年度から処理できるということ

○議長（吉田敏男君）

１０番。

で情報をいただいていますので、２５年度に

○１０番（後藤次雄君）

２,６０４万円の総合計画上計上をしたとい

いるということで、わかりました。

うことでございます。

平屋を前提にして

次に、病院関係で、人工透析が新たに新築

それから、救急車の関係でありますけれど

工事として、これも計画にのっているわけで

も、これは農協関係といいますか、そちらの

すけれども、これも規模と事業内容と。事業

ほうで全道に、これはありがたい話ですけれ

内容というのは何人ぐらい治療を受けられる

ども要望を取りまとめして配置がされている

のか。例えば、今、本別に二十何名行ってい

と。これはもう、相当実績が上がっているわ

ますけれども、その人たちを全員受け入れて

けでありますけれども、足寄町のＪＡ組合長

できるのか。それとも、足寄では当初このぐ

とも相談をしながら、今のところ何とかいけ

らいだという予定があるのか、そこをちょっ

るのかなというふうに思っています。今のと

と聞きたいと思うのですけれども。

ころ、だめになった場合のことは想定してお

○議長（吉田敏男君）

りませんけれども、何とかいけるのではない

○病院事務長（對馬邦彦君）

のかなと。まだ確定ということはいただいて

いて、総合計画のほうに２４年実施設計、２

おりませんけれども、ほぼ大丈夫かなという

５年本体工事ということで計上をさせていた

ふうに思っていますので、きょうのところは

だきました。

そんなことでぜひ御理解いただきたいなとい
うふうに思います。

○１０番（後藤次雄君）

人工透析につ

まず、足寄町内における実態といいます
か、お話をさせていただきますと、１１月末

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

答弁、病院事務長。

現在で２８名の方がいらっしゃるということ
１０番。
わかりました。

になっております。先ほど議員仰せのとお
り、２２名ぐらいの方が現在本別町のほうに
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通われているという実態でございます。

で、わかればちょっとお聞きしたいと思うの

それで、予定しております規模ですけれど

ですけれども。

も、ベッドの数で１５、プラス感染症等を想

○議長（吉田敏男君）

定した個室として１ベッド、１５プラス１の

○建設課長（南岡雄二君）

１６ベッドを予定をしております。

におきまして、各省庁といいますか、そうい

建設課長。
今まで国のほう

透析される患者さんにつきましては、週３

うところで補助金を個別に受け付けたり、そ

回透析が必要ということになっておりまし

れから補助をしていたりという制度がありま

て、月、水、金と火、木、土というふうに透

した。

析を受けられる方が一般的かと思われます。

これが大きく変わってきたのは、平成２１

それで、１５プラス１の１６ベッドという

年度から社会資本整備総合交付金ということ

ことでいきますと、１日に２部制、午前と午

で、いろいろなところに申請しなくても、１

後に分けて、１回の透析が４時間程度という

カ所のほうで基本的な大きな事業があれば、

ことになっておりますので、２部制を予定を

それに付随する効果促進を図れるものはそれ

しておりまして、例えば月、水、金だけで回

につけていく、できると、そういうことにな

しましても、２部制をとりますと３２名の方

りましたので、そういう制度が新設をされ

を透析することが可能と。

て、ことしで３年目であります。

それで、今後の推移といいますか、足寄町

ということでございますので、御理解をお

で恐らくふえていくだろうということも推計

願いします。

の中で出ておりますので、最大、月、水、金

○議長（吉田敏男君）

プラス火、木、土の２部制をとった場合、最

○１０番（後藤次雄君）

大で６４名の方に対する透析が可能というふ

されたのだけれども、そうするとあれです

うに考えております。

か、ことしで３年間になるというのですけれ

以上でございます。

ども、このことがあったから繰り下げという

○議長（吉田敏男君）
○１０番（後藤次雄君）

１０番。

１０番。
今、課長から説明

ことなのか、ちょっとその辺がわからないの

今回、この計画に

ですけれども。

のせてもらったというのは、足寄町民として

○議長（吉田敏男君）

もすごく皆さん喜んでいるし。

○建設課長（南岡雄二君）

ただ心配なのは、この新しい病棟ができる

建設課長。
すみません。制

度だけお話ししてしまいました。

わけですけれども、看護師ね、この対策も大

繰り下げの理由なのですが、大きく言いま

変だと思うのですよね。医者は今のお医者さ

すと、去年のうちから、このかかわる交付金

んでいけると思うのですが、看護婦さんもそ

の申請は北海道を通して国のほうに上げてい

んな簡単には、今までと違う治療をするわけ

ました。

ですから、大変だと思いますけれども、ぜ

それで、ことしの３月１１日の大震災にお

ひ、これが実施される日まで努力が必要だと

いて、やっぱりそちらのほうに、復旧・復興

思いますけれども、そのこともお願いをして

にかかわる財源が必要だということで、はっ

いきたいと思います。

きり言えば、せっかく内示ということでつけ

次に里見が丘の公園、公衆便所の水洗化に

ていましたけれども、皆さん申しわけないの

関する関係ですけれども、これは今回繰り下

ですが８割程度ぐらいしかお渡しすることが

げになっていますよね。理由としては、社会

できませんということで、何とか２割削減を

資本整備事業の導入及び事業精査によると

ということで要望を受けたものですから、そ

なっていますけれども、社会資本整備事業と

れで中途半端な事業費になってしまいますの

いう言葉が、私勉強不足でわかりませんの

で、この部分について１年間見送ったという

― 16 ―

ことでございます。
○議長（吉田敏男君）
○１０番（後藤次雄君）

していませんからわかりませんけれども、そ
１０番。

れで、くくりわなはいいのですけれども、例

そういう意味なら

わかりました。

えば、くくりわなをとってシカの残骸を処理
するときに、池北三町のところで焼却炉に

それから、次に野生鳥獣対策事業なのです

持っていって処理してもらっていると言うの

けれども、これも新聞で３回も４回もシカ食

ですけれども、このことをやっぱり、これは

害の関係が出ていますよね。特に、足寄が１

あくまでも処理料は自前だと。１回２５０円

億３,０００万円台と新聞でかなり書かれて

とか３００円と言っていましたけれども、こ

いますし。

れを、やっぱりできれば町の補助の中でやっ

それで、実はことしの１０月の決算審査特

ていただければ、それぞれの農家の人も、く

別委員会でも私質問したのですけれども、今

くりわなももう少し使えるようになるし、そ

の１億３,３００万円、前の年が１億５,５０

ういう補助金制度をつくることができるのか

０万円だと思うのですけれども、２,０００

できないのかを含めてお聞きしたいと思いま

万円減っていると言えば減っているのですけ

す。

れども、一向に減っていない状況。

○議長（吉田敏男君）

そして、今足寄町の中では、シカも調査の

○町長（阿久津勝彦君）

答弁、町長。
詳細な部分がもし

中では相当ふえてきているという中で、今回

漏れれば、また質問をいただきたいというふ

この総合計画の中で、シカのさくの拡大新設

うに思います。

が２年間になるのか３年間になるのかわかり
ませんけれども、２５キロと。

まず、この有害鳥獣、とりわけ足寄町の場
合はシカの被害が膨大だということでござい

それで、特に見ますと、平成２４年度は９

ます。

キロしかシカさくの拡大がなされていないと

まず、シカさくの関係でありますけれど

いうことなのですけれども、実際にこれだけ

も、これは御案内のとおり、全道でも足寄町

の被害がかなりあるわけですし、私が思うの

は上足寄地区を突破口に、いろいろな事業を

はこれでいいのかと。対策は、ただ、シカさ

導入してシカさくを張りめぐらさせてまいり

くの設定もこれでは足りないのではないかと

ました。

いうふうに感じるのですけれども。

ただ、この間やっぱり大囲い、ある程度大

それともう一つは、これも前回の特別委員

きな区域で囲うという形でやってきたとこ

会のお話を聞いたのですけれども、頭数の調

ろ、やはりそのさくの中に森林、沢地等々が

査報告ですね。

あって、やはり防ぎ切れないということも

これも十勝地方のほうでやっている、振興

あって、国がまた、その被害の実態も含めて

局のほうでもやっているということで、あま

新たに特別の措置法もつくられて、その需要

り足寄町としては、あの答弁ではかかわって

にものって着々と整備を進めてきているとい

いないというような答弁をされたのですけれ

うことでございます。

ども、それが何年も足寄町が一番という災害

そこで、シカに関しましては、農協さんの

を受けて、それでいいのかということで思っ

ほうともいろいろ相談をしながら、一応この

ているのですけれども。

９キロが整備がされれば一定の整備は終了す

それともう一つは、今、シカの狩猟期間が
一応延長されていますけれども、その中で、
各農家の方がくくりわなを実施しているとい
うふうになっていますよね。

るというふうに認識しているところでござい
ます。
ただ、それで被害が防げるのかというと、
そうではないということでございます。

それで、どのぐらいやっているか私も把握

ともかく、全道のシカの生息数が、たしか
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北海道の、これもあくまでも推計だというふ

す。それは、問題点はもう随分前から指摘を

うに思いますけれども、おおよそ６５万頭ま

しているわけでありますから、人災でないの

でふえてしまったと。この間、私ども、とり

かということを強くお話を申し上げまして、

わけ被害のあるところの首長たちもいろんな

北海道としても、シカの対策の専門部署も設

会議の中で北海道ともやりとりをしてきてい

置がされたということにもなっておりますか

るところでございます。

ら、これはお互い連携をしながらしっかりと

その中で一つには、当然、全滅させればい
いのかというとそうではありませんから、適

対応していかなければいけないなというふう
に思っているところでございます。

正な生息数は北海道としてどのようにとらえ

それから、私のほうからも、会議のところ

ているのだというような、こんなやりとりも

で問題定義という形の中で、シカを駆除する

してきた経過があります。

方法論を含めて、私は一定の規制をしながら

たしか、そのときの私の記憶でいけばおお
よそ２５万頭程度かなという、こんなお答え
もいただいたところでございます。

夜撃たせてくれないかという、そんな大胆な
提案もさせていただいております。
夜というのは、狩猟法でいきますと日没か

ですから、そういう意味では、仮にそれが

らは現行法ではだめなのですよ。だめだけれ

正しいとすれば、４０万頭という膨大な生息

ども、特例でも何でも特区でも何でもいいか

数になっているということでございます。

ら、そのことも一つ有効な手段ではないのか

何ぼシカさくを張ったからといって、道路

という問題提起もさせていただいているとこ

を防ぐことはできませんし、河川もあります

ろでございますし、それからもう一つあるの

し、しかもシカというのは学習能力が非常に

は、議員からお話がありました残滓の処理の

高いということで、こんな話もお聞きをしま

問題。それから、もっと言えば、最近狩猟、

した。シカというのは穴を掘らないという、

すなわち鉄砲の免許を持っている方というの

これがこれまでの認識だったそうであります

は非常に数が少なくなってきておりますし、

けれども、シカさくの下にちょっとすき間が

高齢化が進んでいるということで、農家の皆

あれば、これは冗談話、笑い話かなと思うか

さん方にくくりわなの免許を取っていただい

もしれませんけれども、１頭が掘って疲れた

て、くくりわなで対処をしようというような

ら次のやつが来て掘って、そこからくぐって

ことで、ずっと北海道も奨励をしてきており

いくというこんな現象も出ていますよとい

ます。

う、そんな声も届いておりますし、それから

そういった対応の数等については、後ほど

シカさくも、たしか２メートル１０センチだ

経済課長のほうから答弁をさせていただきま

というふうに思いますけれども、これだけあ

すけれども、問題は、そこで、くくりわなで

れば大丈夫だということだったのですけれど

かかってとったシカ、これは有効活用できる

も、これがやっぱり、いざシカも命がかかる

かというと、やっぱり難しいみたいですね。

わけでありますから、１頭が飛び越えたら全

血が回ったりなんかということで。問題は、

頭ということではありませんけれども、そう

この処理の方法について、北海道にもいろい

いう現象も出ているというようなこともお聞

ろお話をさせていただいているところでござ

きをしているところでございます。

います。

ですから、この間いろいろな方法を含め

池北三町で持っております焼却施設、こ

て、北海道に対してもともかく生息数を減ら

れ、シカを１頭丸ごと持ち込まれてしまった

すことが一番だということで強く要望してお

ら、とてつもない重油代がかかって、処理能

りますし、もっと言えば、これはもう人災に

力も低いわけでありますから、ですから、各

近いのではないのかというお話もしていま

町村とは言わないけれども、各地域に何カ所
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か、今、焼却炉というのはお金さえ出せばす

済課長のほうから答弁をさせていただきま

ばらしい焼却炉がありますから、そういった

す。

ことも北海道として必要でないのかと、こん

○議長（吉田敏男君）

なお話もさせていただいているところです

○１０番（後藤次雄君）

１０番。
わかりました。

し、それから、では、現状どう処理するのと

鉄砲で撃てば、すぐ血抜きしてできるので

いうことであれば、そこの小動物の焼却炉で

すけれども、動物の場合は、とにかく鉄砲で

処理し切れない分については埋め立てをして

も撃ったらすぐ血抜きしなかったら、血が

もらうだとか、こんな話であります。

回っちゃって、もちろんそれは肉にもなりま

ごみという形の概念でいきますと、シカの
死骸というのは一般廃棄物だそうです。

せん。そういうのはわかっています。
それで、今、町長から御答弁いただいたの

御案内のとおり、芽登の地区に産業廃棄物

ですけれども、やっぱり道の関係等もありま

処理施設ができています。ここは、家畜のそ

すから、ここでやれやれと言っても、道との

ういったものについては埋め立ててできるの

関係、調整がありますから、いずれにして

ですよ。これは許可いただいていますから。

も、そういうくくりわなやって農業被害を最

私が思ったのは、その施設で、シカについて

小限に抑えたいという各農業をやっている方

もそこで受け入れできないのかということで

の要望もありますので、今後引き続き、早急

相談もさせていただいたのですが、シカにつ

に、前向きに検討をしていただきたいという

いては一般廃棄物だそうです。

ことをお願いしておきたいと思います。

ですから、基本的には産廃処理施設では受

次に、道路整備維持管理の関係で、これも

け入れできないと。ただ、いろいろな手続を

総合計画で街灯炉を４５灯計画されているの

すれば可能だというような話も聞いておりま

ですよね。

す。

これは去年もおととしもあったマイマイガ

これの処理については、いろんな方法があ

対策にとっては、ＬＥＤの灯を使用するの

るのだろうというふうに思いますけれども、

か、また、今までマイマイガ対策でＬＥＤを

いずれにしても、そんなことも含めて何らか

使用していなかった箇所がこの中に入ってい

の形でやっていかないと、中途半端な処理を

るのか、そこをちょっと聞きたいと思うので

してしまいますと、そのシカを例えば埋めた

すけれども。

ところを熊が来てほっくり返してだとかとい

○議長（吉田敏男君）

う、そんなことも心配されますから、一番い

○建設課長（南岡雄二君）

いのは焼却施設をしっかりと設置をして、そ

ます。

こで処理をしていくというのが私は合ってい
るのかなと思っているのですけれども。

答弁、建設課長。
お答えをいたし

これにつきましては、既存にあります古き
街灯等が消えたりとか、そうしたときに充当

そこら辺については、また引き続き北海道

していきたい。それから、たまにあるのです

のほうにも要望をしながら、あるいは協議を

が、故障といっても不明な部分はありますの

させていただきながら、この被害というもの

で、そういうものも充当をしていきたいとい

を、とりわけ農作物の被害が大でありますか

うことで、マイマイガ対策ではなくて、既存

ら、もちろん森林の被害もありますけれど

のものの更新を順次図っていきたいという計

も、そういったことを引き続き取り組みをし

画でございます。

ていきたいというふうに考えていますので、

以上でございます。

御理解をいただきたいというふうに思いま

○議長（吉田敏男君）

す。

○１０番（後藤次雄君）

なお、くくりわなの状況等については、経

た。
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１０番。
それはわかりまし

それで、これからもマイマイガ対策、去年

○１０番（後藤次雄君）

もう一度聞きます

で終息したということになっていますけれど

けれども、そうすると、この４５灯の関係に

も、前にもこのことを質問したと思うのです

ついては、そのＬＥＤを中心にやっていきた

けれども、ＬＥＤを使用することによって、

いということになるのですか。

電気の消費量とか、その辺がかなり軽減され

○議長（吉田敏男君）

るわけなのですよね。

○建設課長（南岡雄二君）

答弁、建設課長。
現在進めていま

それともう一つ、やっぱり市街地の中で、

すのは、現在の状況を見まして、ＬＥＤに交

つけたところとつけないところが結構あるの

換可能な箇所につきましてはＬＥＤというこ

ですよ。同じ町内の１丁２丁違ったところ。

とで対応させていただいております。

できれば、これをつけることで明るくなる
し、それから電気の消費量、これもエコにな

今後についても、そのような考えで進めて
いきたいと考えてございます。

りますので、そのことが今後考えられないの

以上でございます。

かどうか、ちょっとお聞きしたいと思うので

○議長（吉田敏男君）

すけれども。

○１０番（後藤次雄君）

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

１０番。
わかりました。

次に、足寄弾薬庫支処周辺農業施設工事助

私のほうからお答

えをいたします。

成事業の中で、これ、２５年度に計画してい
るのですけれども、シイタケの栽培施設が今

まず、一つに、マイマイガ対策については

回のりましたよね。この施設はシイタケだけ

大変な状況がありまして、白色の灯からオレ

を栽培するのか、若干ほかのキノコも栽培す

ンジ色のやつに、可能なものについては取り

るのか。

かえをしてきているということでございま

それでもう一つは、足寄町にシイタケを栽

す。ただ、全部できているかというと、まだ

培しているところが実際に農家さんを含めて

一部残っている部分もあるかなというふうに

あるのかないのか、ちょっとそこをお聞きし

思っています。

たいと思いますけれども。

そことＬＥＤの関係ですけれども、そのと
きにＬＥＤの検討もしたわけでありますけれ

○議長（吉田敏男君）

暫時休憩をいたしま

す。

ども、ＬＥＤにする場合については大幅に機

午前１１時４１分

休憩

器を取りかえなければいけないということで

午前１１時４５分

再開

相当の費用がかかるということもあったもの

○議長（吉田敏男君）

ですから、とりあえずＬＥＤについては、新

再開をいたします。

設の部分についてはどんどん取り入れていこ

答弁、経済課長。

休憩を閉じ、会議を

うという考え方でございますし、もっと言え

○経済課長（櫻井光雄君）

ば、既存の、とりあえずオレンジ色の灯にし

ケ栽培施設の関係。これは農協さんのほう

たところ、これがいずれは更新の時期が来る

で、防衛事業で整備をしていきましょうとい

のだというふうに思っていますけれども、そ

うことで、計画にのっているものでございま

のときにＬＥＤということで直していくとい

す。

御質問のシイタ

う、変換をしていくということが合っている

中身につきましてでございますけれども、

のかなと、こんなふうに思っておりますの

シイタケのみの栽培施設というふうにお聞き

で、御理解をいただきたいなというふうに

をしております。

思っております。

もう１点、ほかに、そういった農家の皆さ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

んでそういったシイタケを栽培している方が
１０番。

いらっしゃるのかという御質問でございます
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けれども、シイタケを栽培して販売している

財政的にも減っていないという中で、そして

農家さんというのはちょっと確認しておりま

行政事務をきちんといろいろ観測はしていま

せん。個人的にほだ木でシイタケを栽培して

すけれども、国との関係もありますから。

いる方は、自家用とかそういった部分にはあ

そして、特に補助金とか交付した場合につ

ると思うのですけれども、個人の生産者の方

いては、前と違うという話を聞きますと、前

がそういった形でやっているのというのは

は文書で出すようなことだったのが、今は、

ちょっと把握しておりませんので、よろしく

例えば５時ごろ来ても夜中の何時までにくだ

お願いしたいと思います。

さいと、パソコンの処理の状況になっている

○議長（吉田敏男君）

みたいですからね。

○１０番（後藤次雄君）

１０番。
わかりましたけれ

そういうことからいくと、これは私も保留

ども、例えば今、個人でやっている方、大き

すべきだと思っていますし、ただ、今まで

くやっている方もいるみたいですから、その

も、言葉は悪いかもしれませんけれども我慢

辺との競合性というのか協調性というのか。

していろいろな仕事をやっている。だから書

例えば、これができたことによって、せっか

いてあるように、通常的には超勤者も時間外

く我々が個人的に販売や何かしているのに、

者も多い。それと補助職員の方も、補助職員

農協のほうでやられてしまうとある程度収入

と言いながら職員と変わらない内容でやって

源がなくなるとか、そういう心配もしている

いるというようにも聞いております。

方もいるみたいなのですよね。それで、

今後、例えば財政推計を見ますと、２３年

ちょっと聞いてみたのですけれども、そうい

度では、一般会計の普通職の関係でいくと４

うことはないという課長の答弁で、ないと言

名の減になっているのですよね。それを、例

うから、ないならないと、私もそう思いたい

えば町長の考えでいくと、２４年度には４名

と思います。わかりました。

の減の方を全員採用するのか、それから、こ

次に、これから自立プランの関係で何点か

んなことはないと思いますが、例えば１０名

お聞きしたいのですけれども、自立プランは

になったときに全員採用しているのか、その

町長の行政報告であったように２０年、２２

辺、町長の考え方があると思います。そこを

年、２３年、去年の３月にも見直しされてい

ちょっとお聞きしたいと。

るのですけれども、特に、今回自立プラン

○議長（吉田敏男君）

で、財政の健全化のためということで、職員

○町長（安久津勝彦君）

ですね、要員対策、これものっていますけれ

ての御質問でございます。

答弁、町長。
職員の体制につい

ども、平成１６年度からは退職者が５名に対

自立プランの関係は、行政報告をさせてい

して１名ということの採用を今までしてきま

ただいたとおり、基本は普通会計別でありま

したが、あのころと今と財政推計が、あのこ

すけれども、１３３名、これを基本に考えて

ろは大体一般会計の基金が８億円ぐらいとい

いきたいということで考えております。

うことだったのですけれども、今回２３年度

ですから、４名退職すれば４名採用したい

までは４８億円ちょっとですか。これから２

というふうには思ってはいますけれども、た

６年度までは３８億円ぐらい残るという状況

だ、一方では、御案内のとおり、我が町の職

の中で、１６年度からは、これは普通職員で

員の構成というのは、昭和の合併の関係も含

すけれども１６０名から３４名で、今１３３

めて固まり作業が多いのですよね。ですか

名の減になっていますけれども、これは２０

ら、これはできるだけ年代構成もフラット化

％以上削減しているということで報告されて

をしていきたいという、そういう思いもあり

いますけれども、ただ、町長から報告があっ

ますから、ですから、これは業務との関係

たとおり、足寄町は事業量も減っていない、

で、なかなかこれは難しいことではあります
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けれども、しかしその年によっては、例えば

れも町長の御報告があったのですけれども、

極端な例を言いますと、その年度、退職者ゼ

４５％占めている地方交付税。そして前年度

ロの場合であっても１名ないし２名は採用し

対比２％減としていると。

ていくべきだと。要は、ことしはゼロだけれ

ただ、私が思うのは、先ほども町長も答弁

ども来年度は５人退職しますよだとかとい

しましたとおり、国の方針では、東日本の大

う、こういうばらつきがまだ依然として残っ

震災や、それから社会保障の増加がふえてい

ていますから、そういうことを考えながら、

るということで、その対応で相当の予算が圧

それは当然採用計画も立てていきたいなとい

縮されるのではないかということが新聞なん

うふうに思っているところでございます。

かでも報道されていますけれども、ただ、ほ

そんなことで御理解をいただきたいなとい
うふうに思います。
○議長（吉田敏男君）

かの町村では、例えばこれが４８％とか４９
％という、そういう答弁もしている首長さん

１０番。

○１０番（後藤次雄君）

もいるので、足寄で本当に４５％程度、これ

それともう一つ心

から２％で、それでいいのか。

配なのは、足寄のラスパイレスでいくと去年

それから、もう一つは町税の関係ね。これ

が一番と。そのことが私はやっぱり、我々は

はシミュレーションを見ても、平成２３年度

わかっているのですけれども、ただ、あの数

の決算見込み額で考えますというようなこと

字を新聞に載せられると、足寄が一番給料が

が書いてあるのですけれども、本当に足寄町

高いと、こういうふうに思っている町民の方

として町税がどのぐらい減るのかというの

がほとんどなのですよね。

は、２２年度の決算を見ればわかりますけれ

今回、そのこともあってかどうか知りませ

ども、そのことも見込んでの財政方針になっ

んけれども、こういうふうに解消していかな

ていくのかお聞きしたいと思います。

かったら、ずっと足寄は一番ということにな

○議長（吉田敏男君）

るということなのです。だって新しいの入っ

○町長（安久津勝彦君）

てこないわけですから。それでだんだん年齢

がございました。

が上がっていくということになると、基本給
も上がっていくわけですからね。

答弁、町長。
今、議員からお話

これは私どもの町に限りませんけれども、
やっぱり自治体、市町村については交付税が

ぜひ、そういうことも含めて、これは今、

一番の大きな財源だということでございまし

町長が申し上げたとおり、いろいろなバラン

て、ここのいかんによっては大変な状況。す

スを考えながら、やっぱり事業は必ずやって

なわち、これは現実問題、平成１６年にその

いかなければならないわけですから。先ほど

ことが起こったわけで、そのとき、これは大

も言ったみたいに、足寄の去年の当初予算で

変だということで自立プランもつくってきた

は７７億円なのに、今回の補正予算でも８０

ということでございます。

億円を超えているわけですから、一般。

その後、これはもう全国の町村会を挙げ

だから、初めは小さく押さえていても、補

て、これはもう大変なことになるということ

助金とか交付金が来て、それだけの事業が、

でいろいろ、当時は自民党政権でございまし

去年と同じぐらいの事業に今回もなっている

たけれども、今は民主党政権でありますけれ

わけですから。

ども、これは事あるたびにその要請をしなが

ぜひ、そのことも含めて今後、町長も言い

ら。

ましたけれども、御答弁もらったとおりバラ

ですから、当初平成１７年からスタートさ

ンスを考えながら進めていくことがいいので

せました自立プランの交付税の収入につきま

はないかというふうに私は思います。

しては、これから先、厳しい見方をして４％

それから歳入の関係なのですけれども、こ

ずつ下がっていくだろうという、そういう厳
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しい見方をしたわけでありますけれども、こ

をしていきたいというふうに考えていますの

れはおかげさまで、もとどおりにはなってい

で、御理解をいただきたいというふうに思い

ませんけれども、その削減というのは何とか

ます。

歯どめがかかってきたというようなことでご

以上でございます。

ざいます。そういう意味では、ほっとしてい

○議長（吉田敏男君）

るというのが実感でございます。

す。昼食のため、１時まで暫時休憩をいたし

そこで、今の議員がちょっと心配といいま

時間が来ておりま

ます。

すか、御質問いただきました来年度の交付税

午前１１時５９分

休憩

がどうなるのだと、これについては、まさし

午後

再開

く東日本の大災害ということもあって、当然

○議長（吉田敏男君）

この影響は免れないのではないかと、私のほ

再開をいたします。

うもこんな心配をしているところでございま
す。

１時００分

休憩を閉じ、会議を

午前中に、後藤議員から質疑がありました
くくりわなの状況について、経済課から答弁

先月も、東京に行ったときに少し情報収集
もしてきたのですけれども、財務省はいろい

がございます。
経済課長、答弁。

ろものは言っているみたいですけれども、少

○経済課長（櫻井光雄君）

なくとも総務省では、昨年の額については何

況についての御質問でございますけれども、

としても死守をしたいということで、目下頑

まず、くくりわなの免許を取得されている

張っているからという、こういう情報もいた

方、足寄町猟友会会員７８名中、２９人の方

だいてきたところでございます。

が取得をされているということでございま

そうは言っても、心配な部分もありますか

くくりわなの状

す。

ら、これもある意味、かた過ぎないかと言わ

くくりわなによる捕獲頭数でございますけ

れるかもしれませんけれども、一応、この見

れども、これは本年有害駆除期間、４月１日

直しについても２％程度の減ということを想

から９月３０日までが駆除期間なわけでござ

定をしながら、決してそうなっていいという

いますけれども、これの捕獲実績頭数は３６

ことでありませんけれども、これはそうなら

頭となっております。

ないように努力はしますけれども、そんなこ

この捕獲に対しまして、支払われる有害駆

とで想定をし、計上をさせていただいている

除の報償費でございますけれども、町から

というようなことでございます。

６,０００円、それから農協の鹿柵管理組合

それから、町税の関係につきましても、そ
れは担当のほうで一定程度こうなるのではな
いのかという、あくまでも推計ではあります
けれども、そういう現実とできるだけ乖離を

のほうから２,０００円支給されまして、合
計８,０００円支払われております。
これは、銃による駆除の報酬と同額支給を
させていただいております。

しないような形。ただ、これは何が起きるか

なお、くくりわなで捕獲した場合は、まだ

わかりませんから、大丈夫だよと言い切れな

生きている場合がほとんどでございまして、

い部分もありますけれども、ただ、現段階で

くくりわなで捕獲したシカは、極力苦しまな

推計できる形の中で計上させていただいてい

い方法で殺処分しなければいけないという指

るということでございますので、大丈夫だろ

導があります。

うというふうに思っております。

そういったことで、本町の場合は、くくり

何かあったときには、常にいつでも対処で

わなで捕獲したシカがまだ生きている場合

きるような形で、当然それは議会のほうにも

は、銃によるとめさしによる殺処分と、そう

情報提起をしながら、間違いのない行政運営

いった形で行っているということでございま
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す。

だけでは守れないので、みずからそういった

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

資格を取得されて、くくりわなを設置してい
１０番。

○１０番（後藤次雄君）

るということでございます。

わかりました。

私どもの町並びに鹿柵管理組合のほうから

それで、ちょっとわからなかったのですけ

支給されているのは、あくまでも銃による捕

れども、例えばくくりわなでとった人は８,

獲の場合と同等の同じ額を支給させていただ

０００円ですよね。そして、くくりわなで

いておりまして、そのハンターをお願いして

とってまだ生きているということになって、

とめさしによる殺処分する分については、農

猟友会の人に来てもらって銃で撃ちますよ

家さんが依頼をしたハンターさんのほうに、

ね。そのときのそれはどうなのですか。頼ん

謝礼といいますか、車代と弾代程度というこ

だほうが払うのか、それとも猟友会の会員と

とでお支払いをしているということでござい

し て こ の ８ ,０ ０ ０ 円 を 払 う の か 。 そ れ 、

ます。

ちょっとわからないのだけれども。
○議長（吉田敏男君）

両方に支給するべきではないかという部分

答弁、経済課長。

○経済課長（櫻井光雄君）

については、今後協議もさせていただきます

このくくりわな

けれども、基本的には、銃で捕獲する部分に

で捕獲したシカの報償費は、あくまでもくく

ついては、依頼しても、弾数も多くかかりま

りわなを設置した人にこの８,０００円が支

すし油代もかかるという部分もあって、この

払われるということでございます。

８,０００円という形をとっています。

また、とめさしによる殺処分ということで

くくりわなも結構手間暇がかかるという部

ハンターさんをお願いした場合は、それぞれ

分で、同額支給という形をさせていただいて

の協議といいますか、捕獲わなで捕獲した人

おりますので、経費的には弾代がかからない

がハンターさんにお願いした部分について

とかいろいろありますけれども、手間暇が物

は、その両者で協議して対応しているという

すごくかかるということで、ハンターさんに

ことでございます。

お支払いしている報酬と同額を支給させてい

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ただいているということで御理解いただきた
８,０００円の中か

らやるっていう意味でしょう、今のは。

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。１０番。
○１０番（後藤次雄君）

いと思います。
○１０番（後藤次雄君）

それがもしね、こ

１０番。
言っていることは

わかりました。

れは余談的なこともあるのですけれども、

ただ、先ほども言ったとおり、今後の課題

やっぱり銃で撃つということですから、そう

になると思いますけれども、そういう要望と

すると、これは私の考え方ですけれども、

いうか要請もあるということだけちょっと覚

撃った分だけは別に８,０００円補助すると

えておいてもらいたいと思います。

いうことができないのかどうか。そのことを

それでは、今回の財政方針にも、それから

すれば、結局また、くくりわなの会員もふえ

総合計画にものっていないのですけれども、

るだろうし、何というか、協議して折半みた

そろそろまたインフルエンザがはやってきて

いになると思うのだけれども、その辺は考え

いると。既に小学校なんかも出ているみたい

ていないのかどうか。

ですからね。

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（櫻井光雄君）

それで、この問題についても、前に私も質

基本的に、くく

問をしたのですけれども、公の施設でのハン

りわなの免許を取得されている方のほとんど

ドクリーナー、これも前回私が質問して、町

は農業者の方でございまして、銃による捕獲

民センターだのいろいろなところ、かなりつ
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けてもらったのですけれども。

きたいのですけれども。

ただ、インフルエンザ対策というのはうが

経済課長にちょっとお聞きしたいのですけ

いと手洗いということになっていますから、

れども、実は、国で地域材利用推進方針とい

ぜひ、恐らく今回の財政方針の中にも頭にな

うのが国会の中で議論されて、公共建築物等

いのではないかと思うのですけれども、でき

における木材の利用促進に関する法律という

れば、ふえないということでは言えないの

概要ができたみたいです。

で、例えばいろいろな公の場のハンドクリー

それで、北海道は北海道で、北海道地域材

ナーがついていないところを、来年度の予算

利用促進方針の概要ということで、既に町村

の中で考えておられるのかどうかをお聞きし

にもおりてきているみたいですけれども、こ

たいと思います。

のことで、この法律は公共団体の責務もある

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

ということになっているのですよね。

手洗いした後の手

それで、市町村も町村も、道の方針に則し

を乾燥させることだというふうに思いますけ

て策定することができるということになって

れども、ある程度公共施設のところについて

いるみたいです。

は一定程度整備をしたということで、全部の

それで、例えばこの推進方針を足寄でつ

施設についているかというとそうではありま

くった場合については、補助金なり交付金の

せん。

対象になりますという説明を私は受けたので

まだ新年度予算はこれからでありますけれ

すよね。

ども、今のところ、担当のほうに施設はそう

それで、来年の予算の関係もありますの

いうことを整備せいという、そういう指示は

で、そういうことが経済課長のほうで考えて

出しておりません。

おられるかどうかお聞きしたいと思います。

ただ、インフルエンザ対策という部分でい

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

きますと、これはもう、入り口のところに消

○経済課長（櫻井光雄君）

毒液ですとか、そういった対応は当然してい

材倍増利用事業ということで創設されていま

かなければならないというふうに考えている

して、事業の中身につきましては、私どもも

ところでございます。

承知をしておりまして、とりあえず、今現在

国のほうで地域

今後、そこら辺については予算のヒアリン

需要額という形で出てきているのは、２４年

グの中でも、やはり整備をすべきというとこ

度から２６年度の３カ年において、そういっ

ろがあるとすれば、そういう対応も含めて十

た事業を今起こせる状況になっています。

分検討させていただきたいというふうに思い
ます。

ども、カラマツ製材工場の整備等もあわせ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○１０番（後藤次雄君）

私どもは、今鋭意検討中でございますけれ
て、あるいは原木の安定供給も含めて、ソフ

１０番。

ト事業等を導入して、そういった部分の調査

前回質問して、老

検討も、原木の安定供給体制等についても検

人憩いの家とか町民センターについたという

討していきたいということで進めているとこ

ことで、町民の方からいいことだということ

ろでございます。

も私も聞いておりますので、ぜひ、今、町長

なお、今回も第４次補正予算の部分が出て

が言ったみたいに、予算の中で考えてもらえ

きておりまして、その中でもそういった取り

るなら考えていただきたいという要請をして

組みということで出てきております。

おきます。

先ほどの２４年度から２６年度の部分にお

これで大体方針のほうは終わりまして、別

いては、震災の関係が結構ありまして、私ど

件で１件だけ、ちょっと考え方だけ聞いてお

も、公共施設等でそういった地域材を利用し
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ていくという部分は事業の対象になっており

が、ことし３月末までできたのは、十勝で

ません。

は、道の窓口となる帯広駅構内エスタ東館２

それで、今調査しているのが、２３年度の
第４次補正予算の中で、地域の公共施設等に

階にある十勝パスポート窓口でございまし
た。

そういった地域材を利用していくという部分

ことしの４月１日からは、北海道より市町

の事業が対象になるかどうか、今調査中でご

村に権限が委譲され、パスポートが市町村役

ざいます。

場窓口で手続ができることとなり、管内自治

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

体の中では、町民の利便性を図るために、既
１０番。

○１０番（後藤次雄君）

に窓口を開設している役場もあります。

建築物の公共材の

しかし、足寄町は、現在もパスポートの申

使用も含めてのことですから、ぜひそうい

請のときとパスポートを受け取るときの２

う、これは道のほうから最終的におりてくる

回、帯広駅構内にある十勝パスポート窓口ま

と思うのですけれども、活用できるものであ

で出かけなければならない状況にあります。

れば、やっぱり活用すれば補助金なり交付金

町長、一刻も早く足寄町もパスポート申請

がおりてくるということになると思いますの

窓口を開設して、町民の利便性を図り、町民

で、ぜひそういうことで前向きに検討しても

が帯広まで出かける負担の軽減を図るべきだ

らいたいと思います。

と考えます。

それで、最後になりますけれども、２４年

町長の所見を伺います。

度の予算方針は、ぜひ、これは町長もこの間

○議長（吉田敏男君）

の懇談会の中でも言っていると思いますけれ

○町長（安久津勝彦君）

ども、とにかく、ぜひ足寄の未来は明るい、

問にお答えをいたします。

答弁、安久津町長。
高道議員の一般質

そしてそう思えるような、そして町民が安心

渡航時のパスポートを地元役場での交付に

して暮らせる施策を意識した予算編成を行っ

ついての御質問でありますが、パスポート発

てもらいたいということをお願いして、私の

給業務の十勝総合振興局管内の状況を見ます

質問を終わりたいと思います。

と、平成２３年度までに音更町、芽室町、鹿

大変ありがとうございました。
○議長（吉田敏男君）

追町、広尾町、士幌町、幕別町、浦幌町の７

これにて１０番後藤

次雄君の一般質問を終えます。

行っているところであります。

次に、５番高道洋子君。
○５番（高道洋子君）

町が北海道の権限委譲を受けて発給業務を
足寄町における過去３年の年間旅券発給件

議長のお許しをいた

数を見ますと、平成２０年は６１件、平成２

だきましたので、通告書に基づきまして一般

１年は１０９件、平成２２年は８５件で、過

質問をさせていただきます。

去３年間の月平均発給件数は約７.１件と

渡航時のパスポートを地元役場での交付に
ついて。

なっております。
平成２３年１１月末現在の発給件数は９４

ことしも年の瀬が迫ってまいりました。こ
の時期になると、マスコミを含め、日本から

件で、これを過去３年に加えた月平均発給件
数は約７.４件となっております。

海外に出て新年を迎える方々の話題が出始め

本町におけるパスポート発給業務につきま

ています。町民の中にも、また役場職員の中

しては、平成２３年２月から年金のネットシ

にも、年末から海外へ出かける方がいるので

ステムが開始され、年金相談業務、さらには

はないかと思います。

消費生活相談業務及び専門相談員の配置な

御承知のように、海外に行くにはパスポー

ど、窓口業務のあり方について検討する必要

トが必要となります。このパスポートの手続

から、平成２３年度における権限委譲の要望
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を見送り、平成２５年１月から開始をする予

実施なのだろうなと思うのでございますけれ

定でありました。

ども、この足寄町にあって、再度伺いますけ

しかし、現在国において、平成２４年度末

れども、明年２４年４月から窓口を開設した

を目標に、旅券発給システムの更新及び新型

場合の、これらの機種を更新ということもい

ＩＣ旅券作成機の新規開発を進めており、こ

ろいろ含めて、幾らの財政負担が、もし仮に

れを受けて各都道府県旅券事務所では、平成

２４年４月からやるとして負担がかかるの

２４年１１月から平成２５年２月中旬までに

か。また、２４年４月からの開設が全く不可

新システムに対応する新型端末機を設置、平

能なのか、その１点伺いたいと思います。

成２５年６月から１０月にかけて新型ＩＣ旅

○議長（吉田敏男君）

券作成機の設置を終了し、道の権限委譲を受

○住民課長（西東文雄君）

けた各市町村の旅券用交付窓口端末機も同時

問で、２４年度、機器を導入したらどれぐら

期に更新される予定であります。

いの経費がかかるかという御質問と、２４年

本町におきましても、住民サービスの向上
を図るため、システムの更新に合わせて平成

答弁、住民課長。
ただいまの御質

度からの発給ができないのかという御質問で
あります。

２５年度から旅券発給業務を開始する予定で

経費の関係でございますが、ちょっと資料

事務を進めているところでございますので、

が古いのですが、２２年度の数字で導入の経

御理解を賜りますようお願いを申し上げ、答

費を申し上げますと、約５０万円強の機器代

弁とさせていただきます。

ということで経費がかかります。そのほか

○議長（吉田敏男君）

に、年間の保証料ということで３万１,００

再質問を許します。

５番。
○５番（高道洋子君）

０円程度。恐らくこれが２５年度の機器更新
ただいま町長から、

の予定でありますので、このときにもほぼ同

２５年４月になるのかもしれませんが、２５

額の費用が必要になるのかと思っておりま

年度からこの業務開設をするという御答弁を

す。

いただきました。

２点目の、平成２４年度からの開始という

大変、前向きの開設するということでござ

か、業務の取り扱いができないかということ

いますので、そういう答弁でございますの

でございますが、道にその辺のところを確認

で、質問者としてはほっとしたところでござ

しましたところ、５月に平成２４年度の権限

いますが、一つ、今御答弁を聞きまして、２

委譲の要望の取りまとめが終わっておりまし

年先の来年、再来年の２５年からの開設とい

て、それが１２月の議会に既に提案の予定を

うことにつきましては、ちょっと不満が一つ

していて、この後追加の要望がありまして

残るわけでございます。

も、平成２４年度の権限委譲はできないとい

２５年の業務という理由も、この機械が更

う回答でありましたので、２４年度の開設に

新やら今やって、また２５年に手帳方式から

つきましては、そのようなことで御理解をい

カード方式になるのかなと思いますけれど

ただきたいと思います。

も、この切りかえるというときにまた二重の

以上です。

費用がかかるということもあって、２５年か

○議長（吉田敏男君）

５番。

らというふうになるのだと思いますが、十勝

○５番（高道洋子君）

需要調査のときに、

管内を見ましても、ただいま御答弁にもあり

もう既に２５年からということで、それは不

ましたように、７カ町村が既に業務を開始し

可能だという、今、住民課長のお話がござい

ております。これらの各町というのは、パス

ましたがこれは十勝支庁から離れて、帯広か

ポートの切りかえの把握、財政負担等も、機

ら一番離れている町村にとっては大変残念な

種が変わるということも十分わかった上での

ことだなというふうに思います。
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５０万円しかかからないし、また、実際に

ております。

２５年に機器を入れても５０万円ぐらいで、

申請件数の多い少ないにかかわらず、町民

合わせて１００万円ぐらいでしたら、本当

の利便性を考え、もし申請の変更が可能であ

に、こういう離れて利便性が低い足寄町民と

るならば、一日も早くパスポートの窓口を２

しては、５０万円、５０万円の１００万円ぐ

４年４月から開設されることを求めて、この

らいの財政負担だったらば、本当にそれを２

件は、パスポートは終わりたいと思います。

４年から利便性を優先してやってほしいなと

次、行きます。備えて安心、緊急医療情報

いう思いもありますが、最後の答弁の中に、

キットについて。

既に２５年からのほうに申請しているという

産経新聞によりますと、昨年実施された国

お答えでもございましたので、それは残念な

勢調査の結果、日本の総人口１億２,８０５

ことをしたなというふうに思うわけでござい

万人のうち、６５歳以上の人口が２,９２９

ます。

万人になり、高齢化率が２３.１％になった

町民の皆さんが、また役場の職員もそうで

と報道されました。

あると思いますけれども、パスポートの申請

足寄町も６５歳以上の人口が、ことしの３

のときは、家族・友人、申請のときは代理申

月末現在では２,５７０人になり、高齢化率

請もできますけれども、パスポートを受け取

が３３.１％になっています。

るときは本人でなければ受け取れないという

町長は、２３年度の行政執行方針で、医療

ことで、しかも窓口業務が平日しか開いてい

と介護、保険、福祉をベースに、少子高齢化

ないために、足寄から帯広まで勤労者は休み

の急速な進展を背景に、すべての町民が安心

をとっていかなければなりませんし、高齢者

して暮らしていけるまちづくりと述べられ、

など運転免許を持っていない方など、大変不

また、６月定例会の行政報告では、それぞれ

便を感じていたのではないかと、過去です

の町民の家庭内の状況に応じた適切な対応を

ね。またこの１年間も、２５年の開設までの

とると述べられています。

間、そういう不便、利便性が悪いということ
であるわけです。

私はこのたびの質問に、在宅高齢者、身障
者等が日常生活を安心して暮らすために必要

よい町の条件というのは、住みよい町の条
件とは、中心都市と変わらない行政サービス
が受けられるところだともよく聞かれるとこ
ろでございます。

と考えます緊急医療情報キットの導入につい
て取り上げました。
足寄町は現在登録制で、持病がある、おお
むね６５歳の一人暮らしの世帯並びにこれに

道庁がパスポート権限委譲に関するアン

準ずる世帯に属する高齢者と、１級・２級の

ケートを調査しておりますが、その調査結果

重度心身障害者手帳を持つ身障害者宅に、持

は、８０％を超える方々が地元で手続ができ

病の発作などの緊急時に電話機に設置されて

てよかったと回答されております。

いる緊急用ボタンを押すと、救急隊が通報者

この結果を見ましても、仕事を休まずに、
時間をかけて不慣れな窓口まで行かなくて
も、地元役場でのパスポート申請を願わない
町民はいないと考えるところです。

宅に駆けつける緊急通報装置を１０１世帯に
設置しています。
この緊急通報装置を設置するには制限があ
り、設置世帯が高齢者人口から見ると少数の

この１１月の地元誌でも、パスポート申請
が十勝管内で増加していると報道されており
ました。

１０１世帯になっているわけです。
現在、全国的に制約がある緊急通報装置の
みで高齢者を守るには課題があるとして、普

ことしに入り、農業者の農閑期の旅行が、
国内から海外に目が向いているとも報道され

及されているのが緊急医療情報キットでござ
います。
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これは、緊急通報装置の該当者に登録され
ない持病を持つ高齢者や障害者、健康上の不

いくことはなかなか大変な作業であると思慮
しております。

安を抱えて日常的に不安を抱える方々に、お

議員の言われる緊急医療情報キットにおい

およそ高さ２２センチ、直径６.５センチの

ても、また、足寄町が配付している記入情報

円筒形のプラスチック容器内に、一つには病

内容を圧縮した緊急連絡カードにおいても、

気の内容、二つ、かかりつけの病院、三つ、

医療情報等の記入内容は全くの個人情報であ

薬剤情報提供書の写し、四つ、健康保険証の

り、特に疾病等の内容においては、第三者が

写し、五つ、緊急連絡先などの必要事項を記

聞き取りで更新していくことは非常に困難を

入のほか、六つには本人の写真を容器に、本

伴う状況であり、本人や家族の更新作業を期

人の確認のための写真なのですが、これを容

待するほかないのが実情となっております。

器に入れて冷蔵庫に保管するほか、キットが

そのような危惧を持ち、災害避難時や救急

保管されていることを示すステッカーを冷蔵

搬送時おける要援護者等の支援のあり方に向

庫のドア周辺に張っておくものです。

け苦慮をしてまいりましたが、将来に向けた

この緊急医療情報キットの効用は、緊急連

新たな支援策として現在推進している医療と

絡を受け駆けつけた消防救急隊が、急患に問

介護、保険、福祉の連携システムにより、集

診するほか、冷蔵庫の中に収納されている緊

積管理していくサービス情報の一つとして、

急医療情報キット内の内容を把握して、迅速

各種の福祉サービスの提供の中で知り得る、

に急患を搬送することに役立つものです。

高齢者が持つさまざまな情報を集積し、医療

このように、急患発生時に重要な情報をも

機関等と情報を共有していくこととしてお

たらす緊急医療情報キットを導入する場合の

り、緊急医療情報カードに記載される情報以

一世帯の費用は安価で、一般的には３００円

上の情報集積が期待でき、その情報の共有

前後ぐらいと言われております。

は、救急搬送時も含めて、さまざまな局面で

高齢化率３３.１％となりました我が町
は、ぜひとも実施していただきたいと思うと
ころでございます。

のと考えております。
そのようなことから、連携システムの進捗

町長の考えを伺います。
○議長（吉田敏男君）

住民の安心確保を図っていくことができるも

に合わせ、既に配付を行っている緊急連絡

答弁、安久津町長。

カードの廃止も視野にしており、現在新たな

緊急医療情報キッ

緊急医療情報キットの導入については検討し

トについての御質問ですが、足寄町において

ておりませんので、御理解を賜りますようお

も同様の目的で、平成１６年ごろより民生委

願いを申し上げます。

○町長（安久津勝彦君）

員の御協力を得ながら、高齢者や障害者等の
要援護者宅への訪問の際に、緊急連絡カード
の説明を行い、了承を得た方々に対して配付
を行っております。

以上、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

５番。
○５番（高道洋子君）

今回質問いたしまし

議員仰せの緊急医療情報キットは、本人の

た医療情報キットは、救急医療情報キットの

基本情報、緊急連絡先、持病等の内容、服薬

名称で全国的には普及されておりますが、自

情報、保険証の写し、診察券の写し、顔写真

治体によっては命のバトンとか、安心キット

等の多くの情報の記載等を必要としておりま

などの名称で、取り入れられて、自治体とし

すが、常に新しい情報への更新をしなけれ

てはあります。

ば、真の意味での重要な情報にならず、ま

滝川市の連合町内会などは、命のボトルと

た、高齢者等本人が記入しなければならない

いう名称で、何千世帯の連合町内会ですか

こともあり、変更の都度、情報の更新をして

ら、これが導入されていると聞いておりま
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す。

それについても、もちろん前提というの

私は、日常的な急患のキットのほかに、医

は、あくまでも御本人を含めて、家族を含め

療情報キットを災害のときにも活用するた

ての基本的な合意といいますか、そういった

め、備えて安心緊急医療情報キットというこ

関係がちゃんと構築できないと、形だけつ

とで、救急でなく緊急というふうに変えまし

くっても、私の個人情報だからそんなこと大

て、今回通告させていただきました。

きなお世話だと言われてしまったらそれまで

現在足寄町は、町長が２３年度の行政執行

なのですよ。

方針で、医療と介護、保険、福祉を連携する

先ほど申し上げた、中身は若干違いますけ

組織の具現化に向けて精力的に取り組むとし

れども、平成１６年から、実はうちの町も結

ておりますが、その中で町長は、町民の持つ

構先駆けて取り組みはしているのですよ。

多種多様な悩みや、困り事の総合相談窓口の

しかしこれが、では、どういうぐあいに有

開設とか対応できる体制、町内高齢者等を取

機的に結びついていくのかと言いますと、先

り巻く各種情報の集積と適切な支援につなげ

ほどもお答えしたとおり、これはあくまでも

ていくとも述べられております。

御本人なり家族なりがその情報をきちんと記

また、６月の定例議会では町長行政報告の

入してくれるのかどうなのか、これも含め

中で、それぞれの町民の家庭内状況に応じた

て、いいと思ってスタートと言いますか、民

適切な対応をとっていくことが肝要とも考え

生委員の協力をいただきながら実施をしてき

ているとも述べられております。

たのですけれども、正直言って実効が上がっ

まさに、今回質問している医療情報キット

ていないなという反省も踏まえて、やはりこ

は本町が取り組んでいる緊急通報装置を設置

ういう新たな取り組みをしていく中で、しっ

することができない高齢者、障害者宅に安心

かりとした情報も蓄積をしながら、それを有

を与えるための一路として緊急医療情報キッ

機的に、何かあった場合についてはちゃんと

トは必要と、私は強く考えているところでご

情報を共有できて、そして有機的に障害者な

ざいますが、福祉の観点から町長はどのよう

り、あるいは高齢者の方々の万が一のときに

に考えるか、もう一度伺いたいと思います。

対応できるようなシステムづくりをしていく

○議長（吉田敏男君）

答弁、安久津町長。

ということでありますから、そういうこと

先ほどお答えした

で、行政的にはそういうことで考えています

とおり、今進めております連携システムの中

ので、御理解をいただきたいなというふうに

で、そういった情報もちゃんと集積できるよ

思います。

○町長（安久津勝彦君）

うに、もっと言えば、これは微妙なところが

なお、もっと言わせていただきますと、や

ありますけれども、個人情報にかかわる部分

はりこの間の自立プランの中でも自分ででき

でありますから、これも本来役場の組織全体

ることは自分でやろうやと、そして地域の助

でいきますと、住基ネットを含めて、その中

け合いもやろうやと、それから、それでもで

にぼんと突っ込むのが一番いいのですけれど

きない場合は公助という形で、行政も含めた

も、しかし個人情報の関係があるよというこ

一体的なということで、町民の皆様方にもそ

とで、そうはならないということで、これは

のことをお話をしているわけであります。

今持っている組織の電算システムとは切り離

議員が具体的に１キット３００円程度です

して、国の助成も得ながらシステム構築をし

よというお話もされています。ですから、そ

て、そして必要な、例えば福祉課の保険の推

のことの取り組みは全然、私は否定するつも

進の担当と、例えば国保病院なり我妻病院さ

りはありません。例えば、自治会でもそう

ん、あるいは施設、ここの限られたところで

いったこともやろうやということもあるで

しっかりとした情報管理をしていこうと。

しょうし、そういう意味では、負担の意味か
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ら言っても、これはあえて行政がそのことを

ら、その当時はよかったのかと思うのですけ

取り上げて何もしていないのであれば、また

れども、今現在、救急隊が急患の患者のとこ

有効な一つの手段かなというふうには思いま

ろへ出かけていって、これを活用となると厳

すけれども、そういう構想もあるということ

しいものがあるということで、実態として

で、行政としては取り組みをするという考え

は、救急隊員の人はお家へ駆けつけたときに

は持っていないということでございますの

知りたいのは、困っている急患の方の正しい

で、ぜひ御理解を賜りたいなというふうに思

病名とか、それから心臓が悪いのですとその

います。

人が訴えたとしても、心臓にもいろんな病気

以上でございます。

があって、動かしていいのか悪いのか、搬送

○議長（吉田敏男君）

５番。

はすぐできるのか、そういう細かい具体的な

○５番（高道洋子君）

町長がおっしゃって

情報が、しかもどういう薬を飲んでいて、ど

いる、足寄町で平成１６年から取り組んでい

この病院にかかっていてという、もちろん

るという、この黄色いカード緊急連絡カード

さっき言ったような、そういうことが実は知

のことだと思いますが、これは町の福祉課で

りたいのですという回答でございました。

連絡カードとして取り入れているわけです
ね。

ですから、本当にこれがキットにかわるも
のだとは町長も言ってはいませんけれども、

それで、私もこれ初めて見たのですけれど

これは、緊急情報キットとしては、代用に

も、これはよくよく見ると、緊急連絡カード

は、全くとは言いませんけれども、考え直す

ということですから、先ほど町長もこれにつ

必要があるのではないかなということを消防

いてはまだ検討が必要だということもおっ

のところへお伺いしまして感じたところでご

しゃっておりましたけれども、これはよく見

ざいます。

ると自分の名前と住所が書かれていて、１１

ことしの３月１１日の東日本大震災以降、

９番、警察は何番というふうになっていて、

先人の教訓である「備えあれば憂いなし」と

緊急のときの連絡先とか、親類の連絡先と

の言葉が多く使用されているわけですけれど

か、それからかかりつけの病院とか、民生委

も、この医療情報キットのよいところは、

員さんの名前とか、そういうのは住所と名

キットを収納する場所が強固で、災害のとき

前、電話番号が入るようになっていて、その

の衝撃に強く、強度があること。密閉された

裏には、もしもしカードで、普段よく使う電

冷蔵庫に、プラスチックの容器に個人情報を

話とか血液型ぐらいしかこれには書かれてい

収納するので、災害時にも大きな役割を果た

ないわけです。

すものと思われるわけです。

私、先日、これを持って、福祉課からいた

命のバトンという、ここにも資料として、

だいて消防にも行ってきました。消防の職員

どういうものかというものもここにあります

の方がどのぐらい知っているのかなと。そし

けれども、バトン状の、リレーのときに使う

て、これがどのように活用されているかとい

バトン状の、こういう円筒形の、バトンより

うことも伺いに、参考までに行ってきました

は短いのですけれども冷蔵庫にきちんと入る

ところが、ここで言っていいか悪いかわから

ようになっていて、そして、その中にさっき

ないですけれども、消防の方はこの存在が知

の情報。情報も、町長は個人情報だから、な

りませんでした。これは一人ではなくて複数

かなかそれは難しいというお話もありました

の方が知らない知らないということで、これ

けれども、でも、みんな私たちは、自分の命

もよくよく職員の方に見ていただいたら、こ

を守ってもらうものであるならば、それが本

れは、その当時としては、平成１６年ですか

当に情報管理がきちんとされていて、そのシ

ら、先駆けて町として取り組んだのですか

ステム体制が、情報管理がきちんとさえなっ
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ていれば、私たちも、６５歳以上でなくて

○町長（安久津勝彦君）

も、自分の健康のことだとか個人情報をこの

す。

お答えをいたしま

中に入れて、そして冷蔵庫にさえしまってお

議員も仰せのとおり、前提というのは、そ

けば、いざというときに救急隊員の人が来

れぞれ自分の体は自分で生命も含めて守る

て、その冷蔵庫を開けて、そのときは急患で

と、これは第一原則でありますし、この間、

すから、なかなか冷静な判断も、患者自体が

私ども行政として取り組んできたことの一つ

救急隊の人がどうしましたと聞かれても、な

が平成１６年度から取り組みました。

かなか正しく落ち着いて回答ができないとい
うこともよく聞きます。

しかし、それがちゃんと集約化もできてい
ないし、システム化もできていないというの

ですから、急患の方本人が失神していたと

は、やっぱり私どもの働きかけも悪いのかも

しても、口がきけない状態であったとして

しれませんけれども、これがやっぱりなかな

も、冷蔵庫さえ開けて、冷蔵庫のこの個人情

か難しいという現実ですよね。

報さえ見れば、すぐ、どこへ連れていってど

民生委員の方々に一軒一軒回っていただい

こへ搬送すればいいかということが瞬時に救

てそういうお話をし、正直言って、私も結果

急隊員の人がわかるということでございま

どれぐらいの方が答えてくれたのか、どれぐ

す。そのことも、消防の人ともるる話し合っ

らいの方に拒否されたのかというのは、詳し

たのですけれども、消防の方も既にそのこと

い結果というのは聞いていないのですけれど

は十分キットのことはわかっていて、そうい

も。

う詳しい情報が瞬時にわかって判断できる資

それともう一つあるのが、今回の東日本の

料が、材料が、情報がほしいのですというこ

大災害のこともあって、やっぱり共助ですよ

とを伺いまして、やっぱりこれは必要なキッ

ね。地域の方々の助け合いという部分。今、

トなのだなということを再認識した次第でご

私どもの町で防災計画なんかも持っています

ざいます。

けれども、当時、やっぱり自主防災組織も必

この医療情報キットを導入している自治体

要だねということで、各自治会にいろんなお

の現場で働く救命士の方も、さっき心臓病の

願いもしました。一人暮らしの方等々含め

お話ししましたけれども、同じ意識障害でも

て。そういうことを、ぜひ整備をしたいとい

脳卒中なのか糖尿病なのかによって搬送先が

うことで投げかけもしたのですけれども、結

違うし、現場では瞬時の判断が求められるの

果的には、そこでぶつかったのがやっぱり個

で、医療情報キットは効果的であるというこ

人情報のことではないかだとか、いろんな難

とも述べております。

しい問題もあって、結果的に、それにこたえ

急患のとき、緊急救命士とか救急隊が迅速

てくれてできあがったというのが、先駆的な

に判断する手助けとなり、患者も一刻も早く

取り組みをしていただいています旭町の自治

治療を受けることができる、この医療情報

会ですね。

キットの必要ということを、何回もしつこく

ここは本当に、ここにおじいちゃんがいる

伺うようで悪いのですけれども、災害のとき

からだれが助けに行くだとか、そういうとこ

にも備えられるということと、それと情報管

ろまでやっているということまでできあがっ

理がしっかりさえしていれば、その体制が整

ているのですね。

うことができるならば、それが大前提だと思
うのですけれども、いかがでしょうか。

ですから、一連も申し上げましたけれど
も、これまでの行政が必要と思ってやってき

もう一度、町長御答弁、考え方を聞かせて

たことも含めて、これはやっぱり地域の町民

いただきたいと思います。

の方々との協働でなければ成り立たないとい

○議長（吉田敏男君）

うものもたくさんあるということですよね。

答弁、町長。
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ですから、先ほどもちょっと申し上げまし

村に研修に行くとか、そういうこともまだな

たけれども、まさしくこのキットの関係につ

されておりませんので、きっとイメージとし

いては、本当にお年寄りだとかそういうこと

てつかみ切れていないのかなという思いもし

に限らず、本当は自助という部分でいきます

ますけれども、調べたところによりますと、

と、今こんな時代ですから、いつだれが発作

全道市町村では、札幌市を初め１１カ町村、

を起こして倒れるかわからないということで

１１の市がもう既に実施していますし、それ

すから、それこそ各家庭の家族全員の分がそ

から町にあっては、十勝では音更町と士幌

ういう形になっていれば、これまた相当効果

町、あと美幌町、ほかずっと１４町のところ

も上がるのかなという、そんな思いもします

がもう実施済みでございます。だから、合計

けれども、ただ現実問題としては、実際にど

合わせても２５市町ですね。ふえていく一方

れだけの意識を高めていくのか、あるいはど

で、それぐらい取り組んでいるという実例も

う普及をさせていくのか。そして、その情報

ございますので、ぜひ、きょうは１回目でご

が本当に適切な情報なのかも含めて、これは

ざいますが、近い将来、資料を取り寄せた

なかなか、構築をしていくというのは、頭で

り、また、どういうふうに個人情報を管理し

考える分でいけば非常に簡単ですよね。お金

ているのか、また、どういうシステムで、個

も大したかからない、簡単に書けるではない

人的にどういうメリットデメリット、いろい

かと思うけれども、現実はなかなか難しい部

ろあると思うのですけれども、そこら辺も検

分もあるなという、そんな思いをしているわ

討していただきたいなということでございま

けでございます。

す。よろしくお願いしたいと思います。

ですから、繰り返しになりますけれども、
決して否定をしているわけではなくて、とり

質問の終わりに、いま一度、町長の言葉を
引用したいと思います。

わけ今進めている部分で、医療、介護の連携

最近できました、１１月に創刊されました

システムですね。これはもちろん、とりわけ

アショロッテというすばらしい冊子ができて

高齢者の方、あるいは何らかの介護が必要な

おりますけれども、この６ページに町長はす

方等々が中心になってきますけれども、その

ばらしいコメントを寄せております。ちょっ

中で、情報の蓄積も含めて、それぞれの関係

と拝読させていただきたいのですけれども。

する機関が情報を共有するということで進め

足寄の町長は、足寄の医療と介護、保健、

ていますから、これがきちんと動き出せば、

福祉の情報雑誌のアショロッテの創刊号、や

しっかり対応ができるのではないかなと。よ

り方を変えてみようの中で、「役所組織は町

り以上の効果を上げることができるのではな

民のためにあります。町民一人一人が、自分

いのかなと、こんなふうに思っていますの

は何をしなければならないのか、何ができる

で。

かを考え続けること。課題は、職員がどのよ

決して、否定をしているということではな

うな問題意識を持って仕事をするかというこ

いので、その辺は誤解をしていただきたくな

とです。従来どおりの仕事をそのままやって

いわけでありますけれども、そんな考えだと

いればつつがなく過ごせます。それが住民の

いうことでございますので、御理解をいただ

ニーズにこたえているかというと、それは決

きたいなというふうに思います。

してそんなことにはならないでしょう。時代

○議長（吉田敏男君）

５番。

も町もどんどん変わる中で、旧態依然のやり

○５番（高道洋子君）

否定をしないという

方では追いつきません。ちょっとそぐわない

ことで安心しました。

と感じれば、やり方を変えてみようと思うだ

福祉課を初め、まだキットということが、
実際に現物を見たり、実際に導入している町

けで相当変わると思います。」と、すばらし
い言葉を述べられております。
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この町長の言葉を信じて、期待をして今回

ども。

質問に至りましたけれども、今回は期待どお

個人情報の保護に関しては、あくまでも本

りの答弁はいただけませんでしたけれども、

人が書く情報でございますので、それはどの

機会があるたびに、町民の福利厚生のために

ような情報を書かれても自由だというふうに

繰り返し質問をしていきたいと思っておりま

思っています。

す。

問題なのは、更新のときに相当な手間がか

ついゆうべ、地元紙に、勝毎に、私がキッ

かるだろうと。このときに第三者が介入して

トのことを質問するということが新聞に載っ

その情報を書きかえるとか更新するお手伝い

たものですから、そうすると町民の方から電

がなかなか難しいということなのですね。

話が来まして、このキットについては、すご

多分に想定できるのは、この情報キットに

くずっと研究し勉強しているのだということ

記入された情報というのは、多分本人さんが

で、複数の人たちで、どうしたらこのキット

元気のよいころにつくられたものというふう

が導入できるかということを話し合ったばか

に思うのです。これが何年か後に必要となる

りなのですということで、きょうはインター

時期が来るだろうというふうに想定している

ネットで聞いていると思いますけれども、ぜ

のですけれども、そのときに、中に書かれて

ひ、これを応援するから導入してほしいとい

いることが最新の情報になっているかどう

うお電話を昨夜いただいたわけです。

か、これが一番の問題なのですね。

ですから、案外、行政とか我々以上に、そ

結局、消防の方とお話をして導入しなかっ

の方もお母さんを長い間自宅で看病して、施

た経過の中に、足寄町の救急の搬送は、まず

設にもお世話になりながらみとったわけでご

第一に国保病院に運ばれるということです。

ざいますが、現実にそういうことに直面して

本人の希望があれば、我妻病院なり進藤医院

いる人にしてみれば、どうやってしたら一人

さんなりに運ばれると。これがまず第一で

の命を守れるかということで、いろんなこと

す。

を考えているのだなということを大変心強く

その後に、必要に応じて帯広方面、釧路方

ゆうべ思ったわけでございますが、ただいま

面等の大きな病院に運ばれるということなの

言ったように、またこれもいいとは思います

ですけれども、この段階で一定程度の本人情

けれども、もう一回再考を願って、キットの

報の確認ができるだろうというふうに認識し

導入を一日も早くされることを要望しまして

ています。

終わりたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

このときに、今やっている連携システムの
答弁、福祉課長。

○福祉課長（堀井昭治君）

中で情報共有が、病院と福祉と救急隊含めた

緊急医療情報

中で共有ができれば、一番本人の手を煩わせ

キットの関係でございますけれども、この

ないで済む最新の情報になり得るだろうとい

キットができたころに、消防のほうから福祉

うふうな考え方を持っているわけなのです。

課のほうに来られまして、現物持参をされた

そういったことで、いろいろ検討した中

中で検討した経過がございます。ということ

で、こちらとしても信頼のできる情報を提供

で、その辺だけちょっとまず認識していただ

し、病院の側としても互いに信頼のできる情

きたいなというふうに思います。

報を共有して救急患者さんに当たるというこ

その結果、今行っているこの連絡カード、

とのほうが本当に本人のためになるだろうな

これとの優位性がどうなのかとか、問題性は

ということのためで、今回こういった措置の

どうなのかということを検討した中で今に

回答ということにしております。

至ってきて、この連結システムにつながった

先ほどの町長のアショロッテの文面、こう

ということを理解していただきたいですけれ

いった意味も含めて、そういったことをいろ
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いろ検討した結果、こういうふうになったの

めとする社会、経済等の変化や町民ニーズへ

だということを御理解いただきたいというこ

の的確な対応に努め、地域の活性化推進に取

とで、一つ申し上げて終わりにしたいと思い

り組む必要があるとして、福祉施策と連携し

ます。

た高齢者や介護に配慮した住宅等の供給等を

以上です。
○議長（吉田敏男君）

含めた公営住宅等の維持管理、個別改善、建
これにて、５番高道

てかえ等の事業計画を策定しております。

洋子君の一般質問を終えます。

建てかえ事業の実施方針といたしまして

次に、１番髙橋秀樹君。
○１番（髙橋秀樹君）

は、町中居住の推進等を勘案し、町中に新団

議長のお許しをいた

地を形成していくこととし、特に高齢者等に

だきましたので、一般質問通告書に基づき質

配慮した団地整備を行っていくこととしてお

問をさせていただきます。

ります。

足寄町第５次総合計画の公営住宅建設事業
についての御質問をさせていただきます。

連携システムの一環としての小規模多機能
老人福祉施設や老人アパート等の建設位置に

今回の町長行政報告を受け、足寄町住生活

ついては、足寄町住生活基本計画等と連携

基本計画・足寄町公営住宅等長寿命化計画の

し、公営住宅等の整備スケジュールや用地面

新団地１（保育所跡地）、また、新団地２

積、地域周辺との交流等を考慮し、その建設

（役場裏）の公営住宅建設に当たり、両土地

位置は新団地２、役場裏が最も立地条件が優

ともに立地条件が優れており、これからの足

れていると判断し、さきに行政報告を行った

寄の軸となり得る場所と考えております。

第５次総合計画に計画計上を行っているとこ

まさしく、「歩いて暮らせるまちづくり」

ろであります。

に向けたコンパクトな市街地構造への再編と

現在、想定している計画といたしまして

考えることができる団地であると思います。

は、平成２４年度に実施設計を実施し、平成

少子高齢化、人口減少の中、現在取り組ん

２５年度に小規模多機能老人福祉施設、これ

でいる足寄町の医療、保健、福祉の連携シス

は泊まりの定員は９名でございます。平成２

テムの高齢者複合住宅や短期入所サービスの

６年度にグループホーム、１ユニット定員９

できる施設を新団地に設置するのか、また、

名及び老人アパート施設２０室を一体的に整

この団地を高齢者や生活弱者に優しい団地に

備し、共有空間として交流スペースを整備し

するのか、町長の御所見をお伺いします。

ていく計画としております。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、安久津町長。

当該地区は、役場、郵便局、金融機関、商

髙橋議員の一般質

業施設、一般住宅や北団地、子どもセンター

問にお答えいたします。

とも近接し、保育園児たちの散歩コースにも

第５次総合計画における公営住宅建設事業

なっており、子供たちや近隣住民との交流に

に当たり、医療と介護、保健、福祉の連携シ

も有効に活用されていくものと考えておりま

ステム計画での位置づけについての御質問で

す。

ございますが、連携システム構築の一環にあ

次に、公営住宅等長寿命化計画において、

る小規模多機能老人福祉施設や老人アパート

建てかえを計画している新団地は、高齢者の

等の建設位置については、議員仰せのとお

方はもちろんのこと、だれにでも住みやすい

り、できる限り、町の医療、経済活動の場に

環境づくりを目指しております。

近い場所が最も立地条件が優れていると考

建てかえ住宅対象地である北星団地は、単

え、当町の公営住宅等整備計画において、足

身あるいは二人世帯の高齢者の方が多いこと

寄町住生活基本計画・公営住宅等長寿命化計

から、新団地は１ＬＤＫ、２ＬＤＫの小規模

画の見直し時に議論を重ね、少子高齢化を初

住宅を中心として、家賃に配慮し、できるだ
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け建設費を抑えるよう計画しております。

○議長（吉田敏男君）

今後も、お年寄りにも、また、生活弱者の

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま御質問

方にとっても優しく、住みやすい住宅を検討

がございました家賃の関係でございますけれ

してまいりますので、御理解を賜りますよう

ども、人によって収入だとか、そういう条件

お願いを申し上げ答弁とさせていただきま

によってそれぞれ家賃が違いますので、一概

す。

には言えない部分がございます。ですが、大

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

１番。
○１番（髙橋秀樹君）

体平均といいますか、大体のランクという
か、このぐらいといったところでいきます

やはり、ここの公営

と、今の北星団地に住んでおられる方たちの

住宅の建築に当たり、一番不安に思っている

住宅料というのは七、八千円ぐらいの金額の

方々は北星団地にお住まいの方々かなと、そ

方が多いのかなと思っております。

のように考えております。

ただ、所得に応じて金額が高くなる部分だ

やはり、今後人口減少するのはまさしく明

とか、そういった部分がございますので、金

らかでありますし、その中で町の機能を効率

額の高い方から低い方までいらっしゃるとい

的に利用できるように町の枠組み自体をコン

うことは御理解いただきたいというふうに

パクトにしていくというような考え方も、大

思っております。

変、公営住宅の長寿命化計画の中にもありま

それから、新しくできる新団地の住宅料で

すけれども、この中で４００戸のものが３３

ございますけれども、これも建設費だとか、

２戸、６８戸減少するというふうになってお

そういったものが家賃の計算の中に入ってき

りますが、これも致し方ない、致し方ないと

ますので、実際に建ててみないと大体の家賃

言ってしまうとちょっと問題があるかもしれ

というのが出てこないということでございま

ませんが、人口が減っていく以上、こういう

す。

形で形をコンパクトにしていくというのは

ただ、今、北星団地にいらっしゃる方たち

やっぱり必要なことだと、そのように考えて

の家賃と比較すると、やはり新団地について

おります。

は高くなっていくということになるのだろう

やはり、北星団地の方は平成２８年より３

というふうに想定しております。現段階で

２年、５年間にかけて１２０戸減っていく、

は、新しい団地がどのぐらいの家賃になるか

用途廃止していくわけですから、そこの中

という部分については、ちょっとまだわから

で、先ほど町長が御答弁いただいたように、

ないという状況でございます。

ここの家賃をどれだけ低く設定できるかとい

以上でございます。

うところが一つの勝負といいますか、安心し

○議長（吉田敏男君）

１番。

て足寄町に住み続けていただける配慮になっ

○１番（髙橋秀樹君）

もちろん新しい団地

ていくのかなと、そのように考えるところで

になるわけですから、家賃のほうは高くな

ございます。

る、これも致し方ないところであるのかなと

具体的に金額というのは出せるかどうかは

いうふうには感じる次第ではございますが、

わかりませんけれども、その辺の金額等々の

なるべく家賃を上げない方向で御検討いただ

設置に関して、どのぐらい、今までと変わら

ければ非常にありがたいかなというふうに思

ないようなところでできるのか、また、その

います。

ほかにかかる水道光熱費をどこまで抑えられ

それで、今本当に大震災以降、太陽光の利

るかという面で、町長というか、これから建

用、太陽発電の利用等々が盛んに叫ばれてい

設に当たるところでのお考えをお聞かせ願え

るわけですが、太陽発電を町営住宅のほうに

ればありがたいと、そのように思います。

つけて、水道光熱費というか、光熱費のほう
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を下げていくですとか、そういうような政策

んでいる人もいらっしゃいますし、新しく

を足寄町のほうで考えていくということには

入ってこられる方との交流の施設の場という

至っていないのか、その辺をお聞かせ願いた

か、そういう形で求められると言ったら変な

いと思います。

のですけれども、コミュニティーセンターと

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長。

まではいかないですけれども、そういうよう

お答えをいたしま

す。

な施設。こちらの中は、もちろん老人施設、
老人が対応される方のところが多いと思いま

今のところ、そういった計画を考えており

すので、そういう老人施設といいますか、複

ませんけれども、公営住宅に関しては、役場

合型の触れ合いの施設というような少し大き

裏の団地といいますか、新団地については、

目のホールがそこにできるような計画という

一応５２戸の公営住宅の建設を考えておりま

ものがもし検討いただければありがたいかな

して、それと、先ほども一般質問にもありま

というふうには思っているのですが、もちろ

したように、お答えいたしましたように、福

んその小規模多機能の素泊まりができるです

祉施設、小規模多機能であったりグループ

とか、そういうところの中には、例えば、そ

ホームであったり、老人アパートであったり

この団地の中で出前診療ですとか、集中的に

という施設が同一敷地内に建つ予定になって

できるですとか、そこにお医者さんが来ても

おります。

らって診療していただけるですとか、もしく

この部分については、今、バイオマスエネ

は予防注射を打っていただけるとか、そうい

ルギーを利用した暖房等々の考え方を検討し

うような施設を一つ、核になるような施設を

ておりまして、そういった中で、同じ団地で

つくっていただける構想ということはお考え

ありますので、将来できる公営住宅にも配慮

いただけないものかお伺いをいたします。

した中での整備ができるかどうか、今後

○議長（吉田敏男君）

ちょっと検討させていただきたいというふう

○副町長（田中幸壽君）

に考えているところであります。

す。

以上でございます。

答弁、副町長。
お答えをいたしま

公営住宅に関しては、長寿命化計画で、こ

○議長（吉田敏男君）

１番。

れは６月の議会だったと思いますけれども行

○１番（髙橋秀樹君）

一応、検討いただく

政報告もさせていただいております。

ということですので、よろしくお願いしたい
と思います。

この計画の中で、議員御指摘のそういった
複合型といいますか、コミュニティー関係の

それで、こちらの役場裏の新団地のほうな

施設も盛り込んだというような想定はしてい

のですけれども、具体的にと言いますか、小

ないのでありますけれども、別に、前段申し

規模多機能の老人施設ですとか、そういう形

上げた福祉関係の施設もここの団地の中に入

で５２戸の新たな団地というか、かなり大き

るということになりましたので、そういった

な団地、大きいというか福祉施設になってい

部分では、団地プラス、先ほどの福祉施設

くような形もするのですが、やはり東の地区

等々の全体構想の中でいけば、議員御指摘の

といいますか、この地区、最近東通りができ

ような施設というのは十分考えていかなけれ

て、非常に住環境が整ってきています。

ばいけないのだろうなというふうに考えてお

それで、こちらのほうで、やはり大きな集

ります。

合住宅というか団地が来ますと、もともとい

そういったことからして、来年は両方とも

らっしゃった方ですとか、そこのコミュニ

設計をやる、来年度予算で実施経費の計上と

ティーの形成に対して、非常に難しいと言っ

いう形になっておりますので、福祉施設につ

たら変なのですけれども、やっぱり昔から住

いては。

― 37 ―

公営住宅については、南区の公民館跡地の
公営住宅の実施設計をする予定になっており

○町長（安久津勝彦君）

地域活性化推進事

業についてお答えをいたします。

ますけれども、公営住宅２団地、二つの大き

まちづくり活動支援補助金が１団体３０万

な団地がありますので、基本設計だけでもあ

円の上限で５団体分１５０万円、定住促進住

わせてやるということも可能でありますの

宅建設補助金が１戸１００万円で１０戸分

で、そういったことで、来年の設計段階でそ

１,０００万円の補正予算につきまして、本

ういったことも踏まえて十分対応させていた

年第２回定例会において議決をいただき、そ

だきたいというふうに思いますので、どうぞ

れぞれ補助要項を作成し、新聞報道、広報あ

よろしくお願いいたします。

しょろや自治会回覧での周知、ホームページ

○議長（吉田敏男君）

１番。

への掲載を行い、定住促進住宅建設補助金に

○１番（髙橋秀樹君）

コミュニティーセン

あっては建設業者を対象とした説明会を開催

ターという形のものになるか、私は老人の皆
様と触れ合いをできる大きな場所というイ
メージをしております。

し、７月１日から募集を行いました。
現在のところ、まちづくり活動支援補助金
が２団体６０万円、定住促進住宅建設補助金

これは、やはり団地に入られる方もそうで
すし、広い意味での大きな住宅地、足寄町の

が２戸２００万円の補助を予定をしておりま
す。

中で、今一番人口増加率が高い地区だと思い

両補助金とも、同様の支援制度を行ってい

ます。その中で、コミュニケーションの場を

る他自治体の内容を参考に、申請者の負担が

とれるしっかりとした場所があるというの

できるだけ少なくなるようシンプルな制度の

は、やはり地域住民にとっても、そこの方々

創設を心がけましたが、今後も制度設立の目

がどういう人たちが住んでいるかと安心感を

的から逸脱しない範囲で、できるだけ柔軟な

与えてくれるものであったり、いろいろなも

対応をしたいと考えており、あわせてＰＲの

のであると私は考えておりますので、ぜひ、

充実も予定をしております。

御検討いただきまして、そのような形の皆さ

また、このたびの東日本大震災の発生を踏

んが使えるような大きなもの、大きなものと

まえ、まちづくり活動支援補助金において

いうものはそんなに要らないですけれども、

は、自主防災組織の育成、強化にかかわる活

形をつくっていただきたいと、そのように思

動を補助対象としており、自主防災組織設立

います。よろしくお願いいたします。

のための支援も担当部署で行いますので、各

次の質問いいですか。地域活性化推進事業
について御質問をさせていただきます。

自治会に積極的に情報提供を行いたいと考え
ております。

世界経済や日本経済が先行き不透明な中、

定住促進住宅建設補助金の申請数が低調な

我が町足寄町もこの波を受けて、大変な時期

理由の一つとして、住宅を新築される方は契

へと突入してまいりました。この中で、地域

約までに多くの時間を費やして業者を選択さ

活性推進事業に期待されるものが大きいと思

れており、本年度に着工された方の多くは既

います。

に業者を決められていたものと考えておりま

足寄町まちづくり活動支援補助金、また、

す。

足寄町定住促進建設補助金、この二つの助成

住宅新築の際に、業者を選ぶポイントとし

制度ですが、今までの実績は大変少ないと

ては、費用やデザイン、建築工法や設備、ア

伺っておりますが、来年度以降、どのような

フターサービス、業者の規模や実績、展示場

方向性を考えているのか町長の御所見をお伺

やカタログ、プレゼンテーションの有無等の

いいたします。

営業力、その他さまざまな要素があるものと

○議長（吉田敏男君）

答弁、安久津町長。

認識しておりますが、今後、町内建設業者と
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情報交換を行い、補助制度周知の方法や制度
の改善について検討を進めたいと考えており
ます。

ん。
自治会等で除雪機を買って、その自治会内
の除雪をボランティアでやるというようなこ

いずれにしましても、この二つの補助制度

とが、このまちづくり活動支援補助金の該当

を足寄町の魅力あるまちづくり、地域振興の

になるかどうかというようなことでの御質問

ための重要な補助制度と考えており、この制

でございました。

度を定着させるために今後も町民の皆様の声

今回のこのまちづくり活動支援補助金の交

をお聞きして、必要な対応を進めていく所存

付要項でいきますと、既に町から活動に対す

でございますので、御理解を賜りますようお

る交付金等を受けている団体についてはとい

願いを申し上げ、答弁とさせていただきま

うことで、自治会もそこに入るわけなのです

す。

が、補助の対象にならないということがまず

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

１番。
○１番（髙橋秀樹君）

一つございます。
それから、補助対象経費の中で、一物品に

まず、足寄町のまち

つき２万円以上の備品の取得経費というのも

づくり支援活動事業ですね、これは第５次総

補助の対象になっていないというようなこと

合計画のほうにものっているわけでございま

がございまして、御質問をいただきました除

すが、３０万円の５団体ですね。年間１５０

雪機の購入という部分については、このまち

万円という形になっております。これについ

づくり活動支援補助金の対象にはならないと

てなのですが、やはりアピールの仕方といい

いうようなことでございますので、御理解い

ますか、周知の仕方といいますか、どういう

ただきますようよろしくお願いいたします。

ような形で使えるものなのかという用途的な

○議長（吉田敏男君）

１番。

ものが、やはりちょっとアピール不足だった

○１番（髙橋秀樹君）

残念な結果です。１

のかなと、そのように感じるわけでありま

物件２万円という条項がどこにあったのか、

す。

僕ちょっと見逃していたので、大変申しわけ

それで、どのようにアピールすれば町民の

ございません。

方々が理解いただき、これを活用いただける

ですから、なぜ私こういう質問をしたかと

のかなというふうに考えているわけですが、

いいますと、制度をつくりました、あとは住

例えば除雪機を購入していただくと。これは

民の皆さんやってくださいというような形で

除雪ボランティアの方で使っていただくとい

物事を進めるのではなくて、行政の方からこ

う形で、自治会単位で買っていただくと。そ

ういう提案はどうでしょう、こういうのはい

ういう形でこの事業を使うことができるの

かがでしょうという形で逆に提案をして、そ

か、ちょっとお伺いしてみたいなと思います

ういう方向に進んでいってもらうというのも

ので、御回答お願いいたします。

一つの事業の進め方ではないかなというふう

○議長（吉田敏男君）

に思いましたので、あえてそういう質問をさ

ここで、暫時休憩を

いたします。

○議長（吉田敏男君）

せていただきました。
午後２時２７分

休憩

それで、実を言うと、このまちづくり活動

午後２時４５分

再開

の支援の中では、本来的には商売を始める、

休憩を閉じ、会議を

起業される方に対しての導入段階のところ

再開をいたします。

で、この補助金が使えないかなと、そういう

答弁、総務課長。

ふうに考えていた面が多分にあります。しか

○総務課長（渡辺俊一君）

大変時間をとっ

し、その辺の部分は、非常にボランティアに

ていただきまして、大変申しわけございませ

片寄った、片寄ったと言ったら失礼なのです
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けれども、そういう方向に支援の形がなって

うことで、創設をしたということでございま

いるように思えるのですね。それを、もう少

す。

し枠組みをわかりやすく明確にしていただい

それから、中小企業の融資の関係も出まし

て、もうちょっと広げた形で、この活動を、

た。今現在、融資のことは現行制度がありま

補助金を使いやすいものに変えていくべきで

す。今、担当のほうで住宅の関係、新築のや

はないかなと。

つは今スタートさせましたけれども、新年度

多分、このまま同じような形でやっていっ

から改築だとか、そういった部分について検

たとしても、形としてはさほど大きなものに

討をさせているところでございますけれど

なっていくとはちょっと考えにくいのかな

も、これらについても、例えば店舗の改築だ

と。多分、活用いただこうと考えた方もい

とか、そういった部分まで枠を広げられない

らっしゃると思うのです、何人も。しかし、

のかなという、個人住宅に限らず、そんなこ

この要項を見ている間に、これはちょっとあ

とも視野に入れながら検討をしていきたいな

まりにも規制が厳し過ぎて無理だぞというふ

というふうにも思ったりもしています。

うになっていると私は思って、皆さん、結構

それから、今ある企業誘致条例について

二の足を踏んでいる方もいらっしゃると思い

も、これは企業誘致となると、どうしても町

ます。そういう方をなるべく多く囲っていく

外のどこかの企業が進出してきたときだけか

と言ったら変ですけれども、企業に向けて、

というと、そうではありませんで、これまた

商業につなげていけるような形をとっていけ

一定の決まりはありますけれども、地元の方

るような制度に変えていっていただきたいと

でも新しく何かをやるということであれば、

思います。

雇用の関係だとか、そういった一定の規制は

関連なのですが、第５次総合計画の中で、

ありますけれども、そういったことも含め

中小企業特別融資枠の事業がございます。こ

て、助成措置なんていうことも制度としてあ

れも非常にいい制度だなと私は思っているの

ります。

です。ですから、この事業と連動した中の形

ただ、私ども反省するのは、そういったい

をとれるようなシステムに変えていけるよう

ろんな制度を持っています。これは福祉関係

なことを考えていただくという形はできない

の制度もそうでありますけれども、これが本

かお伺いをいたします。

当に、町としてこういう制度を持っているの

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

だよいうことのＰＲが十分にし切れているの

お答えをいたしま

す。

か、町民の皆さん方に御理解いただいている
のかというと、必ずしもそうではないなと。

今、議員御指摘のとおり、ことしからス

とりわけ、そういう制度を創設してから数

タートをさせたということで、まだまだ枠が

年たっているものなんていうのは、行政の

あまりにも狭いのではないのかという御指摘

我々の側からすれば、当然歴史もあるわけだ

もあろうかというふうに思います。

から知っているだろうみたいな、そういう先

いろいろな御意見をこれからいただいて、

入観でもあるのかなと、そんなこともありま

適用の範囲を広げること、また、場合によっ

すから、これは今、広報広聴活動の中でも、

ては、金額的にもこれでは不十分だというこ

一年にいっぺんだとか、折を見てその時期が

とであれば、当然そのことも見直しをしてい

来たら、例えば申請が集中するようなことも

くということはやぶさかではないなというふ

含めて、ものによってはあるのだというふう

うに思っております。

に思いますから、そういったことは時期を見

いずれにいたしましても、町の活性化につ

ながら、いろいろな媒体を通じながら、そう

ながるような一つのきっかけになればなとい

いった町民に対するＰＲも必要ではないのか
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なと、そんなふうにも考えているところでご

な形に持っていきたいというふうに考えてい

ざいます。

ますので、御理解いただきたいというふうに

回りくどいようですけれども、いろんな考

思います。

え方を、どんどん私どものほうに意見を寄せ

○議長（吉田敏男君）

１番。

ていただければ、そういう形の中で、できる

○１番（髙橋秀樹君）

住宅促進事業に関し

だけ活性化につながるような、せっかくつ

てなのですけれども、こちらのほうは２件で

くった制度ですから、充実をさせていきたい

すね、今回申し込みがあったのは。

と考えていますのでよろしくお願いをしたい
と思います。

先ほど御説明があったとおりなのですけれ
ども、実は、もうちょっと金額を上げて考え

以上でございます。

てもよろしいのではないかなというふうに

○議長（吉田敏男君）

１番。

思っているのです。それこそ、大げさに言う

○１番（髙橋秀樹君）

今、町長のほうから

と倍の２００万円ぐらいまで新築の場合は見

住宅の促進の改築の補助の関係の話もござい

ていただくというような考えでやっていただ

ました。こちらのほうもぜひどんどん進めて

くと、より、もちろん足寄町の業者さんを保

いっていただきたいなと、そういうふうに思

護するわけではないですけれども、足寄町の

います。

業者さんをちゃんと使っていただけるよう

こちらも、総合計画の中でのってはいるの

な、ほかの町外の方が建てるという同じぐら

ですけれども、ここの詳細というか、決まっ

いがベースになってこれるのかなというふう

ている部分がもしあれば、ちょっと教えてい

に考えているのですが、その辺はどのように

ただきたいのですが、よろしいでしょうか。

お考えか。

改築関係の住宅補助金の関係がどこまでやっ
ていただけるのか。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

多分、今後また検討していく課題ではある
のでしょうけれども、ぜひともそういうふう

答弁、町長。

に増額ができるものなのかお考えをお伺いい

先ほどもお答えし

たします。

たとおり、今現在急ピッチで検討をさせてい

○議長（吉田敏男君）

るということでございます。

○町長（安久津勝彦君）

一例を挙げますと、新築住宅の場合につい

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

ては、限度額１００万円ということになって

とりあえず１００万円でスタートをさせて

おります。では、一般的にほかの町村の例を

いただきました。今後、決してそれ以上上げ

見ますと、改築についてだったらそれよりも

るつもりはないということは申しませんけれ

下回っているのが実情でありますけれども、

ども、今後いろいろな御意見もちょうだいを

ただ、今の改築というのは結構大がかりな大

しながら、やっぱり引き上げるべしというこ

規模な改築があるのですよね。そうします

とになるとすれば、当然、議会のほうにも相

と、新築の場合も、一定の金額以上で新築す

談をさせていただいて検討をしていきたいと

る場合は１００万円となっていますから、私

いうふうに思っております。

が現場のほうに指示をしているのは、改築の

今現在は、ともかく７月からスタートした

金額によっては肩を並べてもいいのではない

ということで、今現在具体的に来年から引き

のかというような、そんな具体的にも指示も

上げますよという答弁にはならないというこ

出しながら、より活用していただけるような

とだけは、ちょっと御理解をいただきたいな

制度にという、そんな思いで目下作業中でご

というふうに思います。

ざいますので、おそくても、当然３月議会に

以上でございます。

は間違いなく詳細について御説明できるよう

○議長（吉田敏男君）
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１番。

○１番（髙橋秀樹君）

この制度は、私は非

す。

常にいい制度だと思っています。両制度とも

それでは、異議なしと認めます。

に。今後どんどんアピールをしていただい

したがって、本日はこれで延会することに

て、足寄町の方にこういう制度があるのだ、

決定をいたしました。

この制度をどんどん使っていただいて、より

本日はこれで延会をいたします。

よい足寄町に変えていっていただきたいと、

次回の会議は１２月１５日午前１０時より

そのように考えております。

開会をいたします。

やはり、役場の職員の方の家を建てる確率
というか、そういうのが非常に高いと思いま
す。役場の職員の方々も、この住宅の促進の
助成金等を使っていただけるような制度を、
なるべく持ち家手当と一本化できるような、
そのような整合性をとっていただいて、この
制度をよりよいものに、また、安定的な住宅
促進の事業に変えていただくようなことを私
は願っているのですが、町長に御所見をいた
だいて、私の最後の質問とさせていただきま
す。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。
具体的に、役場職員も対象になるようにと
いうようなことでの御発言でございました。
そのことも含めて、今どういうような方法が
あるのかなということも含めて検討をしてい
るところでございます。
私個人の思いとしては、そのことも含めて
当然念頭にはあるわけですけれども、これま
で、ずばり申し上げて、持ち家手当との関係
の整理も含めてありますから、これはもう少
し時間をいただいて検討をさせていただきた
いということで考えていますので、御理解を
いただきたいというふうに思います。
○議長（吉田敏男君）

これにて、１番髙橋

秀樹君の一般質問を終えます。
ここで、お諮りををいたします。
本日はこれで延会にしたいと思いますが、
御異議ございませんか。
（「異議なし」と答える者あり）
○議長（吉田敏男君）

今から議会行事が

ちょっと入っていますので、時間が要します
から、そういうふうにしたいと思っておりま
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午後

３時０１分

散会

