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日程第２

議案第９８号

平成２３年度足寄町一般会計補正予算（第１０号）＜Ｐ２５〜
Ｐ３９＞

日程第３

議案第９９号

平成２３年度足寄国民健康保険事業特別会計補正予算（第２
号）＜Ｐ３９＞

日程第４

議案第１００号

平成２３年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）＜Ｐ
３９〜Ｐ４０＞

日程第５

議案第１０１号

平成２３年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事
業特別会計補正予算（第５号）＜Ｐ４０＞

日程第６

議案第１０２号

平成２３年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第４
号）＜Ｐ４０〜Ｐ４１＞

日程第７

議案第１０３号

平成２３年度足寄町上水道事業特別会計補正予算（第４号）＜
Ｐ４１＞

日程第８

閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員会・広報広聴
常任委員会・議会運営委員会）＜Ｐ４１＞
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午前１０時００分

開議

なっております。
ことしは、７月後半からの雨の多い日が続

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

き、特に、豆類、金時においては品質低下と

おはようございま

なりました。

す。全員の出席でございます。

全体的には、平年作で終わったと感じてお

これから、本日の会議を開きます。

りますが、品質が悪く、価格の低迷、原油高

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

騰等に伴う食料生産資材の高騰など、経営は

です。

厳しい状況にあります。
また、ここにきてＴＰＰ問題が浮上し、日
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

本が参加した場合、本町の基幹産業の農林業

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

に壊滅的打撃を受けかねない状況にありま
す。

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

十勝、北海道はもとより、日本の農業がで
１

２月１４日に開催されました第４回定例会に

きなくなることが予想され、反対運動が起
こっています。

伴う議会運営委員会の協議の結果を報告しま
す。

町長として、今後、足寄町の農業をどう
守っていくかを、どのような政策、対策を

本日は、昨日に引き続き、一般質問を行い
ます。

もって支援するのか、具体的にお伺いをいた
します。

次に、議案第９８号から議案第１０３号ま

○議長（吉田敏男君）

での補正予算案の提案説明を受け、即決で審

○町長（安久津勝彦君）

議いたします。

問にお答えいたします。

答弁、安久津町長。
川上議員の一般質

次に、総務産業常任委員会、文教厚生常任

本町の基幹産業である農業は、先人のたゆ

委員会、広報広聴常任委員会、議会運営委員

まぬ英知と努力によって今日まで発展し続け

会からの閉会中の継続調査申出書について審

てきましたが、野田首相は、１１月１１日夜

議します。

の記者会見において、ＴＰＰ問題交渉への参

以上で、第４回定例会における議案等の審

加を表明しました。

議は、本日をもって終了する予定でありま
す。

このことにより、十勝の基幹産業である農
業に加え、地域経済や、雇用、食の安全を含

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

委員会委員長の報告を終わります。

め、各関係者に大きな衝撃を与え、現場の
声、関係団体の声など、一切、配慮されてい
ないことに怒りを感じているところでありま
す。

◎

一般質問

○議長（吉田敏男君）

我が国がＴＰＰに参加した場合における本

日程第１

昨日に引

き続き、一般質問を行います。

でありますが、約６３億円と推計しておりま

１１番川上初太郎君。
○１１番（川上初太郎君）

町の農業への影響額を試算したところ、概数
す。

議長のお許しを

また、関連産業及び地域経済を含めます

いただきましたので、通告書に従いまして一

と、さらに膨大な影響が出ることが予想され

般質問をいたします。

ます。

農業振興対策について。

私といたしましては、ＴＰＰへの参加は大

近年は、温暖化が進んで気温の高い夏に

きな問題であり、交渉参加に対し反対の考え
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であります。

品などを輸入する際の関税をなくするという

今後、足寄町の農業をどう守っていくのか

ことで、そのことによって経済連携をふやそ

との御質問でございますが、まずは、農業生

うとする仕組みということで、中身までは私

産強化に向けた基盤整備を計画的に実施して

は申し上げませんけれども国内の自給率を見

いく考えであります。

た中では、今まで、結構、６０％程度まで伸

さらに、農業者の担い手対策を引き続き行

ばすような話はしておりますけれども、国内

い、新規就農者支援の充実や、後継者育成対

の自給率を総体的に見ますと、いわゆる５割

策等を推進していきたいと考えております。

そこそこの自給率の中で、いわゆる輸出国の

また、ことしの６月に設置しました、町、

国内情勢によっては、幾ら日本がこれこれを

農業団体、関係機関で構成する足寄町農業再

このくらいいただきたいなと言っても、やっ

生協議会において、農業経営の安定と国内生

ぱり、国内の事情を優勢するがゆえに輸出制

産力の確保、食料自給率の向上、農業多面的

限をかけてくるということになれば、私ども

機能を維持するための方策について検討して

国内としては、輸入できなくなる。結果的

まいりますので、御理解を賜りますようお願

に、高い物を買わされるというような仕組み

いを申し上げ、答弁とさせていただきます。

になってくるのではないかなという、これは

○議長（吉田敏男君）

取り越し苦労かもしれませんけれども、ＴＰ

再質問を許します。

１１番。
○１１番（川上初太郎君）

Ｐへの参加は本当に、日本農業にとって壊滅
今、町長から考

え方の一端をお聞きいたしました。

的打撃ということで、経済の崩壊はもとよ
り、我が国の、我が国でなくて、我が足寄町

まず、これからの取り組みについては、今
答弁いただいたとおりで進めていくというこ

の農業さえも立ち行かなくなるという心配が
ございます。

とでございますが、いみじくも、今から４年

今、個別所得保障制度がございますけれど

前になりますか、平成１９年の折にも、ＷＴ

も、今の個別所得保障の見直しが事務者の中

Ｏ農業交渉、それから、オーストラリアとの

で協議が始まるやには聞いておりますけれど

経済連携交渉がありまして、あの当時も農業

も、いずれにしても、種をまいたらまいただ

団体を挙げて大反対したことをちょっと今思

けで所得を保障してくれるという、そういう

い浮かべるのですけれども。

単純なものではないということだけは、皆さ

先般、野田総理が環太平洋経済連携協定の

んがご存じかもしれませんけれども、お話を

協議に参加をするという発言をし、町長を筆

していきたいなというふうに思っておりま

頭に、私ども農業者も反対行動を起こして、

す。

本当に、大騒ぎというのかな、そういう事態

近年、温暖化が進んで一度に降る雨の量

にならなければいいなという取り越し苦労の

も、場所によってはかなり大量な雨になると

部分も多分あると思います。もう少し総理も

いうことで、そのことによって、農作物が根

具体的に、この部門とこの部門はこうですよ

腐れを起こして、いわゆる所得につながらな

くらいな話をしていただければ、おそらく農

い、生産性の上がらない状況になってしま

業者も国民全体としても理解できるのかな

う。

と、こういうふうに、私、個人的には思うの
ですけれども、そこまでなかなか触れてはっ

何にしても、土地が基盤で、生産性が高い
土地整備が大切と。

きり考え方を言っておられない。

先般も、農協の担当者と私ども農村議員の

先ほど町長が心配されていたように、やっ

集まりがありまして、農協も次年度に向けて

ぱり、ＴＰＰというのは、国家間の連携協定

基盤整備事業を継続して取り組むという考え

を軸にして、農畜産物やら、それから工業製

方をお聞きしております。
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町としても、基幹産業を守るという手だ
て、そして、協力して経営基盤の確立のため

うことです。ですから、基本的には、２国間
交渉であります。

の農業体質強化事業の振興策も継続していた
だきたいというふうに思います。

これに対して、ＥＰＡというのは、これは
いわゆる経済協定ということですから、本当

先ほどの御答弁の中でも、基盤整備を重点

に単なる貿易だけの話じゃなくて、いろいろ

というか、計画的に実施していくというお答

な分野のことが出てくる。すなわち、関税の

えでございましたので、ぜひ、前向きに協

問題以外に、投資の問題ですとか、それから

力、それから、支援の方策をお願いをいたし

人の関係ですとか、ありとあらゆるところに

たいというふうに思っております。

分野を包括しているということですね。

それから、もう１点は、昨年、畜産の関係

ですから、ＴＰＰというのはＥＰＡの、こ

で、安愚楽牧場の経営が破綻をして、参加畜

れは２国間ではなくて、今回出てきているの

産農家には大きな被害、ダメージを受けまし

は環太平洋といっていますから、一定程度の

たが、その後、素牛の買い受け話が進み、少

国が集まって貿易のことはもちろんですけれ

しは落ち着いてきたというふうに伺っており

ども、投資のことも含めて、それから、人の

ます。

ことも含めてということですから、これは物

先に向けて、いわゆる素牛畜産農家の経営
の中では、いわゆる子牛を生ませて、そして

すごいことが含まれているというふうに認識
をしております。

親牛の一歩手前ですから育成牛にするまでが

ですから、これは菅政権のときに、ある

２０カ月もかかるという中で、収入につなが

日、突然、国を開くなんていう、これを聞い

らないと。それまでのつなぎ資金が必要と思

たら、すばらしいなと思うかもしれませんけ

われます。

れども、しかし、それは中身的には、国を開

先に向けて、営農資金の助成、貸し付け事

くのではなくて、これは、まかり間違えば国

業に対して町として、考え、支援が、具体的

を滅ぼすことに繋がるのではないかなという

な策があれば、お伺いをいたしたいと思いま

ぐらい私はそれぐらい危機感を持っていると

す。

ころでございます。

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

そういう意味では、どうしてもこの間、政

まず最初に、ＴＰ

府からの情報提供もきちんとしたものがな

Ｐの問題でありますけれども、お互い、共通

い。まずは交渉に参加するだけだからいいだ

認識といいますか、これは大事なことですか

ろうと。その中でだめなものはやめるとい

ら、ちょっとそういう意味で、少しお話をさ

う、参加をしないという手もあり得るのだと

せていただきたいというふうに思いますけれ

いう、こういうお話も聞こえてきますけれど

ども、先ほどＷＴＯの話もございましたけれ

も、これは表面的なお話だけであって、本当

ども、この間、国と国の話の中で、大きく言

に具体的な交渉の項目、例えば、医療の関係

えばＦＴＡ交渉とＥＰＡ交渉ということで、

だってどうなってしまうのか。自由診療の問

この間、国同士で話し合いが進められてきた

題だとかもありますし、それから、入札の問

ということでございます。

題だってそうです。一定の額を超えるものに

まず、ＦＴＡというのは、自由貿易協定の
ことだそうであります。これは何かといいま

ついては、まさしく自由競争ということであ
ります。

すと、貿易ですから、その中でお互い関税を

これが、変なやり方をすると、何か提訴を

どうするのだとか、おまえのところもう

するということもできるらしいのです。この

ちょっと安くしろよだとか、あるいは、場合

間、とりわけアメリカが主体になっているみ

によっては撤廃という、このような交渉とい

たいですけれども、けしからんということで
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提訴されて、とんでもない金額の賠償請求が

すと、そういう交渉中だという情報はいただ

されるということもあるのだという、そうい

いておりますけれども、まだ確定したという

う事例もあるというふうに聞いていますか

情報はいただいておりません。

ら、これはもう本当に私は何としても断固反

この譲渡をする条件というのは、今、直営

対の立場を貫いていきたいというふうに思い

牧場にいる牛、それから、従業員について

ますし、十勝町村会、あるいは、十勝の関係

も、そのまま引き続き継続して雇用できるよ

経済団体も含めて、十勝的には断固反対とい

うなところに買っていただくという基本方針

うようなことでなっております。

で進めているということであります。それ

世論調査ということも出ておりますけれど

で、かなり具体的な話が進んでいると聞いて

も、むしろ賛成という方が少し反対よりも上

いますから、そこは何とか譲り受け先が早期

回っているというような世論調査も出ている

に決まって、それが決定することを今願って

というようなことでありますけれども、これ

いるところでございます。

は表面的なことだけで軽々にそのようなこと

今のところ、何とかそういうそういう方向

にはならないと私は思っていますから、その

に行くのではないのかという情報程度しかあ

ような立場でこれからも、いろいろな関係団

りませんけれども、何とか決まってくれれば

体とも連携をしながら、断固反対の立場を貫

なと思っております。

いていきたいというふうに考えているところ

次に、預託農家の関係でありますけれど

でございますので、御理解をいただきたいと

も、実は、ここの情報、なかなか入ってきて

思います。

いませんけれども、これは、７月、８月分の

次に、安愚楽牧場の問題で、具体的に御質
問がございました。

預託料の未収分、これと、それぞれ預託農家
が預かっている牛とを相殺をするということ

行政報告も一定程度させていただいており

で決まって、これはもう既に、１２月４日、

ますけれども、現状でいきますと、当時、民

ここで契約も終わっているということですか

事再生手続きということでスタートしており

ら、預託農家の皆さん方は、今まで預かって

ましたけれども、これはもう正式にそうはな

いた牛が自分の所有になったということであ

らないということで、破産という形で決定が

ります。

されております。

問題は、この先どうしていくのかというこ

そこで、足寄町の現状でいきますと、まず

とでございます。新聞報道にもありますとお

は、この間報告しているとおり、足寄町には

り、全道的に農事生産組合を設立しようとい

直営牧場もあると。ここには、二十数名の従

う動きもあるようでございます。

業員もいるというようなことでございます。

私も道庁の方にも３回ほど行ってその状況

一つには、そこがどうなるのかという心配も

なんかも聞いておりますけれども、正直申し

しておりました。

上げまして、これについては非常に難しいの

これは、全道に数カ所直営牧場を抱えてい

かなと。

るわけでありますけれども、これは破産に向

というのは、資金を潤沢に持っている方が

かうに当たって、正式に破産管財人が選定も

それに加わるというような状況では、どうも

されていますけれども、ここでできるだけ財

ありません。みんなが集まって、そして有利

産については処分をしていきたいということ

な資金的な融資も含めて引き出してやってい

で、既に決定したということで私ども情報を

きたいというようなことのようでありますけ

いただいているのは、手塩の牧場、それから

れども、問題は融資の分でいきますとやはり

十勝管内でいけば浦幌の牧場が決まったと。

きちんとした営農計画ができるのかどうか。

足寄町と音更はどうなのということになりま

当然、償還しなくてはいけないわけですか
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ら。そういう意味でいきますと、なかなか公

も、場合によっては、帯広ではなくてあいて

的資金の導入というのは難しいのではなかろ

いる屠場で、こっちの屠場というそういう調

うかという情報を道庁からもいただいている

整はしますよというお答えはいただいていま

ところでございます。

すけれども、今のところ、預託農家の皆さん

次に、預託農家の皆さん方が自分の所有に

方からもそういう相談はありませんけれど

なったわけですから、牛は。では、それをも

も、町としては、できることは限られたこと

とに、素牛生産なりなんなりやっていくのか

しかありませんけれども、そういった情報収

ということで、これはまた議員おおせのとお

集も含めて、相談に来た場合については、こ

り、では、融資制度があるのかということに

ういうこともあり得ますよということはして

なりますと、ここもやはりしっかりとした営

いきたいと思っていますけれども、何せ、こ

農計画ができるのかどうかなのです。

れ、ちょっと聞きようによっては冷たい言い

これは、いろいろな制度的なことを担当の

方になるかもしれませんけれども、やはり、

方も情報収集をしながらいろいろやっていま

預託農家の皆さん方が、みずからがどうして

すけれど、現実には極めて難しいという状況

いくのかということを判断をしていかない

であります。

と、これは行政が、こうしなさい、ああしな

そこで、もう一つは、では、この際、一定

さいということには、もちろん、ならないと

程度整理をかけようか、あるいは、頭数を減

いうことですから、ここのところは非常に心

らしてでも次の道を探ろうかという問題であ

配もしておりますし、関心も持っているとい

りますけれども、そうしますと、牛の処分と

うようなことでございます。

いうのは、正直言って和牛の世界というのは

なお、屠場もそのような状況でありますか

血統の世界でありますから、では、扱ってい

ら、いろいろお互いの相対で牛の売買という

る和牛がどういう血統かというと、正直言っ

ような、このような話もあるみたいですけれ

て、あまりいい血統の牛はいないということ

ども、何せ、血統がそのような状況でありま

であります。

すから、いろいろ聞こえてくるところにより

そうしますと、では、肉に落とすのかとい

ま す と 、安 い 場合 、 １頭 ５ ,００ ０ 円だ と

うことになりますけれども、これは、肉に落

か、それから、１万円だとか、そのようなこ

とすということになれば、当然、屠場に持っ

とでの売買ということも、動いているよとい

ていかなければならない。これは、通常は、

う情報もいただいているところでございま

通常と言いますか、ましてや今の時期、年末

す。

を迎えていますから、これもいろいろ状況を

せっかく自分の所有になった牛であります

聞きますと、平日の屠場の計画については

し、これはまさしく、７月、８月分の未収分

いっぱいですと、こういうことです。

の見返りといいますか、相殺という形になっ

では、落とそうかといったとき、これは農

ていますから、ともかく、預託農家の皆さん

協の組合さんはまだいいかもしれませんけれ

方はこの牛をもとにどうするのかと、少しで

ども、組合以外の人はどうするのだと。これ

もそれをもとに収入を得られるような形で判

も道庁ともやりとりをしているのですけれど

断をしていただきたいと、そう願っていると

も、これはその地域で一定程度まとまってく

いう状況でございます。

れれば、道庁が窓口になってホクレンのほう

以上でございます。

と話をして、屠場の確保をしたいと。

○議長（吉田敏男君）

これも、平日は今申し上げたとおりいっぱ
いですから、土曜、日曜で何とかあけてもら

１１番。

○１１番（川上初太郎君）

今、町長からる

る詳しくお話をいただきました。

う。もちろん、帯広に屠場がありますけれど
― 7 ―

いずれにしても、畜産農家が営農を存続し

て足寄町の農業の一端を担うわけですから、

した、仮称でありますけれども、ソーシャル

何とかＪＡとも連携をしながら、できる支援

ワークセンターの平成２４年中の開始に向

をひとつ考えて、応援をしていただきたいな

け、福祉課、特別養護老人ホーム、国保病院

と思っております。

及び民間介護関連施設等との空床情報等共有

それでは、次に、２番目の質問に移らせて

電算システムや、高齢者等の総合情報共有電

いただきます。医療と介護、保健、福祉の連

算システムの構想がまとまったことから、こ

携について。

れら情報共有電算システムの具体的導入開発

来年４月より町内病院の機能分担に着手を

を行う最終段階にあります。

行い、本年は、２段階として、地域包括支援

今後の見通しにつきましては、平成２４年

センターの機能強化事業を行うと伺っていま

度中に、仮称ソーシャルワークセンターを稼

すが、現時点での状況、見通しについて、あ

働させ、高齢者等の情報共有を現実にしてい

わせてお伺いをいたします。

く予定にあり、センターにおいて町民の方々

○議長（吉田敏男君）

からのさまざまな相談への対応や、公営・民

答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君）

医療と介護、保

営の区別を問わずに、特別養護老人ホームや

健、福祉の連携についての御質問であります

我妻病院の新型老健等の介護施設の総合入所

が、これまでの行政報告等のとおり、平成２

申込窓口として機能させ、一括利用調整を

２年度に町内医療機関における医療機能の分

図っていくシステムを確立していく計画にあ

担に向けた合意がされ、我妻病院の入院病床

ります。

を介護療養型老人保健施設、新型老健へ転換

また、髙橋議員の一般質問でも答弁いたし

し、明年４月の開設に向けた準備が進んでお

ましたが、平成２５年度以降にグループホー

ります。

ム等の建設を順次進めていく考えにありま

現在、入院している患者の方々の在宅復帰

す。

を含めた病院間の移動に向け、国保病院と我

今後におきましても、町民の安心を守り、

妻病院との医師、スタッフ間での細かな協議

届け、支えていくことで、いつまでも安心し

が行われている最中にあります。

て暮らせる町づくりを進めていく所存でござ

本年度における連携システム推進に向けた

いますので、御理解を賜りますようお願いを

取り組みについては、第２回定例会での行政

申し上げ、答弁とさせていただきます。

報告のとおり、連携システムの中核となる地

○議長（吉田敏男君）

域包括支援センターの機能強化を進めている

再質問を許します。

１１番。

最中にあり、現時点においては、町民の皆様

○１１番（川上初太郎君）

に安心を届けるための情報発信として、医療

ます。

再質問をいたし

と介護、保健、福祉の専門情報誌「ASHOROTT

今現在おかれている高齢者で、それから、

E」創刊号を１１月末に発行したところであ

身体の不自由な方もかなり多くなっている現

ります。

状の中で、町長が今お話のとおりに、これか

今後においても、年間４回の発行を目指

ら先に向けて、グループホームも含めてでご

し、町民の皆様へ、各種の介護、福祉関連の

ざいますけれども、申し上げておりましたい

専門情報をお届けしていく計画にあります。

わゆる地域包括支援センターの機能というも

また、町内にある公営・民営の各施設が有

のについての今お話がございました。

するさまざまな介護、福祉関連情報を追加し

横文字はちょっと弱いもので、ソーシャル

て提供する専門ホームページの開設に向け、

ワークセンターという名前になるのかなとい

準備を進めている最中にあります。

うふうに思っておりますけれども、先ほどか

さらに、地域包括支援センターを機能強化

らお話し申し上げている、いわゆる６月の第
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２回の定例会の折に特養の施設を増強したら

いというのは、これは事実だというふうに

どうでしたかとか、それから、場合によって

思っております。

は、先ほど答弁にありましたように、きのう
の髙橋君の一般質問の答えの中にあったよう

そこで、介護保険の保険料の話もございま
した。

に、グループホーム的な住宅を建てる、こう

我が町、ちょっと作業がおくれていまし

いうお話を聞いたところですけれども、この

て、新年度、介護保険料の見直しということ

間、１２月１０日の道新に載っていたとお

でありますけれども、既に十勝管内の介護保

り、いわゆる我が町だけではなくて、道内で

険料の来年４月以降の見通し的なことが、数

２万５,０００人の入所希望の待機者がいる

町村の報道もあります。

という状況で、我が町も御多分に漏れず、１

我が町も、先日も審議会を開催して、でき

００名も下回らないだけの希望者がいるとい

るだけ早急に取りまとめということでありま

う中で、前回、御答弁いただいたことを思い

すけれども、今現在のところ、これは推定値

出しますと、いわゆる、私どもが今払ってい

でありますけれども、やはり我が町も、基準

る介護保険にはね返って、施設をつくること

額ですけれども、５,０００円を超えるよう

によって、前回のことを思うと、９人程度の

な状況にあります、試算の中では。現状、我

施設を１個建てるだけで、介護保険料が月額

が町は３,７００円です。ですから、いわば

１,０００円ぐらいアップになるという痛し

一気に１,３００円ぐらい上がってしまうよ

かゆしの部分もあって、私は、いたずらに申

うな状況にあるということであります。

し上げるつもりはないのですけれども、先ほ

ここのところは、これからいろいろ議論し

どもちょこっと触れましたけれども、いわゆ

ていただきますけれども、いろんなことを考

る高齢者で身体不自由な人、介護者がいない

えながら、何とか５,０００円でとどめたい

と生活できない人方だけでも救える施設づく

なと。できれば、５,０００円以内にとどま

りには対応していただいて、安心して暮らせ

らないかなということでありますけれども、

るシステムづくりをしてほしいなというのが

これは国の動き等々も含めて充分精査をしな

本当の、たった一つの願いなのです。希望な

がら、最終決定をしていかなければならない

のです。

ということでございます。

前回も話にあったと思いますけれども、制

先ほど議員からもお話があったとおり、こ

度上で介護保険にはね返らない施設づくり等

れまでの議会の中で、例えば、グループホー

も、国、道の指導も受けたいというお話、前

ム一つ、１ユニット９名でありますけれど

回していただいたような記憶がちょっとある

も、これをつくれば、荒っぽい試算でありま

のです。間違っていたら、ごめんなさい。

すけれども、介護保険料が１,０００円ぐら

その辺のことがどうだったのかなというこ

いはね返りますよというお話もしました。

とをお聞きしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

まだうちの場合は施設整備をしていないの

答弁、町長。

に、なぜ１,３００円も上がるのということ

お答えをいたしま

す。

でありますけれども、これは保険料というの
は、介護サービスに提供した費用、これにつ

議員、新聞報道の記事もお示しいただい

いてはもちろん利用者の負担もいただいてい

て、全道的にも２万５,０００人の待機者が

るわけでありますけれども、やっぱり、介護

いるよということでございます。

を必要とする方がどんどんふえているという

特養への入所希望者が、これは我が町もそ

ことです。ですから、サービスもそれだけ提

うですけれども、十勝管内もどこもそうだ

供しているということですから、これがどん

と。ですから、全般的にいって、施設が少な

どんふえ続けていって、どうしてもこれは保
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険料にはね返ってしまうというような現状だ
ということでございます。

この介護保険の仕組み、これは素晴らしい
仕組みだというふうに思っておりますけれど

そこで、国も含めて、これは全国的な問題

も、いずれにしても、負担の関係、保険料と

になっていますけれども、では、介護サービ

の関係もありますから、私は私なりの立場で

スの実際の費用の分析も細かくされているの

国に対しても御意見言う機会があれば、その

です。それで、この間、町民に向けての町政

都度申し上げているところでございますけれ

懇談会の中でも、このことを中心にしながら

ども、国も今、準備基金の関係も含めて方針

説明会も、説明会といいますか町民懇談会も

をどうしていくのかということも出すので

開催をさせていただいたところでありますけ

しょうし、これは北海道も含めてですけれど

れども、やはり、特養を例にしますけれど

も、ここら辺、大きな問題があるのかなとい

も、特養に入所をされて介護サービスをす

う、そんな思いをしております。

る。これもまた荒っぽい話ですけれども、年

私としてみたら、やっぱり、国費なり一般

間１人５００万円ぐらいかかってしまうので

財源を投入しないと、あくまでも受益者負担

す。これが自宅で、いろんな大変な問題があ

の原則に立って保険料で賄えというのは、こ

りますけれども、在宅介護でいけば費用が

れは、おのずと限界があるのかなと、そのよ

ぐっと下がるということなのです。

うな思いをしているということでございま

ですから、国も含めて、できるだけ施設入

す。

所ではなくて、条件整備をしながら在宅でと

以上でございます。

いう方針も打ち出しておりますし、今回、こ

○議長（吉田敏男君）

の連携システムも、基本は可能であれば、在

○１１番（川上初太郎君）

宅、居宅、これを目指そうということで組み

町長の言うことが当たり前だと私は思うので

立てをしているということであります。

す。

１１番。
当然のごとく、

しかし、現状の中で、では、自宅で介護で

といいますのは、在宅介護の関係。我々

きる条件が整っている御自宅はどれぐらいあ

だって、今は親は亡くなっておりませんけれ

るのですかというと、これはもう極めて厳し

ども当然、後継者は親の面倒を見るという

いということでありますから、そこでいろい

か、口幅ったいですけれども、親のお世話を

ろな施策を講じていきたい。ですから、日中

するのは当たり前という時代がずっと続いて

はデイサービスをしようだとか、いろいろな

まいりました。今日、今置かれている状況と

取り組みをして、もっと言えば、訪問介護、

いうのは、当然、独居老人の方もかなりふえ

これもさらに充実をしていこう、将来的には

てきているのも現実です。

２４時間、それから、わかりやすい話、往診

その中で、後継家族も少ない中で、若い人

なんかもしっかりやっていこう、もっと言え

方が、いわゆる、仕事上、作業上で世話が非

ば、看護師さんが訪問看護もしようと、こう

常に難しくなってきていると。先ほど町長が

いう仕組みづくりをしていきたいということ

申し上げていたように、いわゆる在宅介護と

で考えております。ある意味、壮大な計画で

いえども、私どもの家は、段差はあるわ、階

あります。

段はあるわ、エレベーターがあるわけでもご

一番簡単なのは、希望者全員、施設にお預

ざいませんし、そういった中で、やはり車い

かりをしてサービスをしていくというのが、

す生活をしていく人方だけでも、先ほども触

ある意味、一番簡単なのかもしれません。だ

れてしつこいようですけれども、そういう家

けれども、やっぱり、そこには介護費用のこ

族でどうしてもみとれない人方だけでも何と

とも当然考えていかなければならないという

か救ってほしいなという思いで、今回も一般

ことでございます。

質問をさせていただいたところでございま
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す。

どうだということで、では、受け入れしま

いずれにしても、こういう厳しい時代に
入っておりますので、そう簡単に、はい、わ
かりましたという状況にないことは充分わか
ります。

しょうだとか、こういう本当に調整というの
は、絶対に出てきます。
それから、グループホームだとかそういっ
た部分についても、ほかの施設でお世話に

ただ、やはり町として、思い切った考え方

なっている方々も、足寄でできるなら、何と

もお聞きすれば、いわゆる町民の皆さん方も

か足寄で、近いところでという、これは当然

ある程度は安心というか納得してもらえるの

だと思っております。

かなという部分もあります。

しかし、そういった調整はこれから必要に

今、町長が掲げております連携体制整備に

なってきますから、そのためにも、仮称ソー

力を注いでいただきまして、少しでも町民に

シャルワークセンター、私は町民の皆さんに

安心して暮らしていただける町づくりに専念

何でも相談所と言っているのですけれども、

をしていただきたいなということを申し上げ

ここが果たす役割は極めて大きいものがある

まして、私の一般質問を終わらせていただき

なと。もっと言えば、ここをいかに機能させ

ます。

るかということで、いろいろな関連施設がう

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

まく回っていくことの成功のかぎになるのか

先ほどもちょっと

なという、そのように思っていますので、ぜ

言い忘れた部分も含めて、御理解をいただく

ひ、その点については御理解いただきたいと

ために少しお話をさせていただきたいのです

思います。

けれども、やっぱり、この特養の問題も含め

以上でございます。

て、介護のことも含めて、この間、足寄町の

○議長（吉田敏男君）

町民の皆さん方、実は、本別のアメニティー

上初太郎君の一般質問を終わります。

にお世話になって、あるいは上士幌、あるい
は陸別にということで、これは十勝管内全体

これにて、１１番川

ここで、暫時休憩をいたします。１１時再
開といたします。

の中で我が町だけでということじゃなくて、

午前１０時４９分

休憩

この間、やっぱり、ベット数が足りないだと

午前１０時５８分

再開

かがあって、お互いやりくりをしながら、こ

○議長（吉田敏男君）

ういうぐあいにお世話になってきているとい

再開をいたします。

うようなことであります。

休憩を閉じ、会議を

引き続き、一般質問を行います。

きのうの透析の関係もそうですけれども、

次に、７番田利正文君。

今現在、本別に２２名ぐらいお世話になって

○７番（田利正文君）

いるのですけれども、これは我が町で整備を

きましたので、一般質問通告書に基づきまし

したからその人たちがすぐ開始から同時に足

て、大きく分けて二つの点について一般質問

寄町でそういうサービスが受けられるかとい

をさせていただきます。

議長の許可をいただ

うと、これはいろいろな問題がありますか

まず一つ目ですが、高齢者、障害を持って

ら。ですから、透析のことで言いますと、

おられる方、また、病弱な方々が、冬の期間

やっぱり透析だけをすればいいというもので

を安心して暮らすことができる思いやりのあ

はありませんから、合併症の問題とかいろん

る除雪と排雪体制をということで、質問させ

なことがありますから、それは病院の先生方

ていただきます。

とのこれまでの信頼関係もありますから、そ

いよいよ冬本番の時期に入り、３日から４

このところはお互い連携を取って、例えば、

日からの降雪で今期初めての全町的除雪作業

この患者さん、今まで本別だけれども足寄で

が行われました。
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冬期間に寄せられる要望の一つに、除雪車

う、これらの方々を地域で支えるために実施

が歩道側に寄せていった雪が、個人宅の玄関

する活動に対して助成することにより、自治

前、車庫前に置かれることになり、これをよ

会などの活動の活性化と住民の福祉意識の向

ける除雪作業が表記の高齢者などには大変な

上を図ることを目的とする、としています。

仕事になるわけです。これを何とかしてほし

この要項を広報などで町民に知らせるとと

いというのがあります。特に、今回のような

もに、改めて、全自治会、会長に周知徹底す

湿った雪が圧雪状態の固まりとなって寄せら

ることが必要だと思いますが、いかがでしょ

れたとき、また、降雪後、数日たって氷雪化

うか。

したものを寄せられたら、剣先スコップでも

二つ目は、同じ３条で、自治会などが冬期

刺さらず、つるはしで砕いてからでないと除

間、１１月から３月まで高齢者や障害者など

雪することができません。

の地域生活を支援するために実施する除雪

こうなると、高齢者などの手に負えるもの

サービスに対して、所用の助成を行うとして

ではありません。無論、そうした状況下に

いますが、除雪だけでなく、排雪も対象にす

あっても、つるはしを使い、こつこつと少し

ることにはならないでしょうか。

ずつ砕いて排雪されている方も実際にいらっ
しゃることも知っています。

三つ目は、第４条で、足寄町住民基本台帳
に登録されており、身体的に除雪することが

しかし、こうした現実が高齢者の健康維

困難と思われる町民税非課税世帯で、次に掲

持、体力保持のためによいことだということ

げる者とするとなっていますが、高齢者など

にはならないと思います。

を収入で区分けすることなく、町民税非課税

町長が言われているように、高齢者の方々
は、この足寄町を築いてこられた先達であ

世帯を削除、もしくは、大幅な緩和措置をと
ることはできないのか。

り、我々の大先輩であります。こうした方々

四つ目は、以上、二つの改善を行った上

に、安心して冬の期間の生活ができるような

で、次年度から冬季シーズン前に、全自治会

除排雪の体制が必要だと考えます。

長あてに改めて案内を出すこと。

また、足寄町自立プランページ１の３行目

五つ目は、町営住宅、例えば、旭町１丁

に掲げてある、自助、共助、公助の精神で、

目、西町９丁目、下愛冠などの玄関前通路及

厳しい状況の中であっても、町民と行政が一

び地域の私道、袋小路等の除雪を実施するた

体となり、今後の足寄の自立した町づくりを

めに、自治会、企業、個人などへの提案、申

行う。同じく２ページ、１、協働の町づくり

し入れ、協議、合意、実施体制の確率という

のところで、役場職員と町民が同じ目線で町

ことの実現を目指し、行政の側から働きかけ

づくりを考え、進めることができるよう環境

をする必要があるというふうに思いますが、

の整備を図ります。この立場でこの問題を考

いかがでしょうか。

えた場合、町民、自治会、企業、行政が知恵

以上、五つについて伺いたいと思います。

を出し合い、足寄独自の新しい取り組みをつ

○議長（吉田敏男君）

くり出すことも可能だろうと思い、以下の点

○町長（安久津勝彦君）

について町長の所見を伺いたいと思います。

問にお答えいたします。

答弁、安久津町長。
田利議員の一般質

一つ目は、足寄町高齢等、除雪サービスに

高齢者、障害者、病弱な方々が冬期間を安

係る支援事業実施要項。目的、第１条、この

心して暮らすことができる思いやりのある除

要項は、自治体の地域組織（以下、自治体と

排雪体制についての御質問でありますが、高

いう）が生活環境の厳しい冬期間においても

齢者や身体障害者、病弱な方々等に対する冬

高齢者や障害者が住みなれた家庭や地域にお

期間の生活確保に向けた除雪サービスは、自

いて自立した生活を続けることができるよ

助、共助の精神による高齢者等除雪サービス
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に関わる支援事業として、自治会や近隣住民

考えの中、自助、共助を求めていく上で、町

により除雪支援をいただいております。

民の理解を得るためにも一定の判断基準は必

また、民生委員による要援護者の実態調査

要不可欠であるものと考えており、また、除

等により把握した支援を必要とする方々につ

雪支援を希望者町民の生活実態を勘案しなが

いて、建設業協会会員によるボランティア協

らの除雪支援決定を行っている現状にあるこ

力除雪サービスや、ボランティアの力では範

とから、町民税非課税世帯基準の削除や大幅

囲を超える町道以外の道路等に対しては、建

な規制措置については、現在のところ考えて

設課車両室により除雪支援を行っておりま

おりません。

す。

次に、公営住宅の玄関前通路及び地域の私

さらに、民間事業者等による有償除雪サー
ビスも行われております。

道、袋小路の除雪実施のための働きかけにつ
きましては、福祉課が除雪サービス支援事業

町で実施している除雪サービスの状況は、

を町内全自治会に対して周知を行っているこ

平成２２年度実績で、１６自治会により対象

とから、公営住宅や区域内の私道等の除雪に

者４８人、建設業協会会員により対象者１５

つきましても、町民に周知が図られているも

人、建設課車両室により福祉道路除雪として

のと考えております。

の対象者２７人、地域ボランティアによる対

以上の状況を御理解いただきますようお願

象者２人の合計９２名に対して除雪サービス

いを申し上げ、田利議員に対する答弁とさせ

支援の実績状況となっており、平成２３年度

ていただきます。

の状況としても、例年同様の支援内容で取り

○議長（吉田敏男君）

まとめながら、順次、対応を行っているとこ
ろでございます。

再質問を許します。

７番。
○７番（田利正文君）

この質問の機会に、

高齢者等除雪サービスに関わる支援事業実

たくさんとは言いませんけれども、幾つかの

施要項の町民周知及び改めての自治会周知徹

自治体の状況も調べてみました。高齢者等の

底についての御質問でありますが、平成１２

支援事業実施要項、これはほかの町村にもな

年度に当該要項の制定以来、これまでの１２

いいいものだと思います。ただ、今、私が質

年間、要項に基づいて毎年１０月下旬に町内

問したところについて、もう少し改善をでき

全自治会長に対し、除雪サービス支援が必要

ないか、もしくは規制緩和できないかという

とされる対象者の報告と、支援を依頼する中

のが私の率直なところの思いであります。

で除雪サービス支援を行ってきているところ

昨日の一般質問の答弁にも出ていました

であり、今後においても、町民には充分な周

が、せっかくいい制度があっても知らされて

知に努めてまいる所存でございます。

いない。もちろん、行政の側としては知らせ

次に、除雪だけではなく排雪も対象とする

ているという思いであると思いますが、それ

ことにつきましては、現状においても、対象

が、自治会の会長さん、旭町３、４丁目自治

者の住宅事情や降雪状況等を勘案し、ボラン

会でいけば２年ごとにかわります。そこら

ティア協力者の状況判断で柔軟な対応がされ

辺、きちっと引き継がれているのかというこ

ているものと考えており、ボランティアでの

ともありまして、必ずしも行政の側がお知ら

協力支援に対して要項に定めた範囲以上の除

せしているというとおりには伝わっていない

雪範囲拡大を求めていくことは、現在のとこ

のではないかという思いがあります。

ろは考えておりません。

それで、広報に載せる、ホームページに載

次に、高齢者等を収入で区別することな

せるというだけではなくて、新しく変わられ

く、大幅な緩和措置をとることについてでご

たであろう自治会長も含めて、全自治会長に

ざいますが、自助、共助、公助を基本とする

こういういい制度がまだ足寄町にはあるのだ
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よということをまずしっかりと周知徹底する
ことが必要だというふうに思います。

ただきたいというのがあります。
まず、その２点について、もう一度、答弁

そのために、もちろん、大変な苦労が必要

を求めていきたいと思いますので、よろしく

なのですけれども、できるのであれば、文書

お願いいたします。

だけでなくて電話で確認をするだとか、ある

○議長（吉田敏男君）

いは、地域ごとに自治会長にお集まりいただ

○町長（安久津勝彦君）

くだとか、または、担当職員が出かけていっ

す。

答弁、町長。
お答えいたしま

てでも自治会に漏れがないようにしっかりと

周知徹底の問題でありますけれども、これ

徹底をし、そして、その中で、足寄町高齢者

は決してしないということではなくて、当

等除雪サービスに係る支援事業実施要項があ

然、その時期が来れば先ほども答弁したとお

ることを知らしめて趣旨を理解してもらい、

りやっておりますし、それから、定期的に連

意見も伺って協力も求め、あるいは、自治会

合自治会の役員会等々もありますから、そう

として実施するに当たり、行政に対する要望

いった機会も含めて周知徹底をしていきたい

もしっかりと把握してくるという体制が必要

というふうに思いますし、もちろん、広報で

だと思っています。

もその時期が来れば、そういったことについ

もう１点は、雪が少ないときはいいと思い

ては周知をしていきたい。これからもそのよ

ます。私の生まれは空知ですから、足寄みた

うな形で、さらに強化も考えながらやってい

いな状況ではなくて２メートルもの雪が降り

きたいなと思っております。

ましたから、２階の窓から出入りするという

それから、除雪の関係については、実は、

状況を経験しています。ですから、そことこ

私も具体的にそういった問題的をされたこと

ことは全く条件が違いますけれども、少しず

があります。特に、地域的に地域でみんなで

つ降り積もった雪が圧雪アイスバーンになっ

助け合ってやってよと言っても、なかなか高

て、それを除雪車が横によけていくと。それ

齢者ばかりで、それすらもままならないのだ

が玄関前、車庫前に置かれると、先ほど言っ

という、そのようなことも２年ぐらい前に聞

たとおり、これはもう手に負えないですよ

いたことがあります。そのときには、近場の

ね。

農家の方がトラクターでやるのだと。だけれ

これも、私、足寄に来て６年目ですが、改

ども、全部やったら本当にいつ帰れるのかわ

めて再発見したことがあります。足寄の町場

からないぐらいあるのだという、そのような

にいらっしゃる方が軽トラックを沢山持って

厳しい状況もお聞きして、場合によっては、

いらっしゃるのです。しかも、その中に軽ト

きのうも髙橋議員の質問にありました自治会

ラックのダンプがあるということも初めて知

で除雪機などというお話もございました。

りました。

そのときにちょっと問題提起といいます

この質問をするに当たり、車両センターに

か、お話をさせていただいたのは、場合に

伺っていろいろ相談もしてきました。そうし

よっては、自治会で除雪機を買って、自治会

たら、車両センターの方も言っておりました

の中でそういったことをみんなで助け合いな

が、冬場に雪捨て場に足寄のどこにこれだけ

がらというのはどうなのだという、そのよう

軽トラックがあるのだろうと思うぐらい、雪

な話もさせてもらったのですけれども、その

捨て場に軽トラックで来るというように言っ

ときには先ほど申し上げたとおり、その除雪

ておりました。

機すら扱えるようなお年寄りが少なくなって

今、町長の答弁で、そういうふうにするつ
もりはないという、多分、答弁だったと思い
ますが、排雪もそういう意味でぜひ加えてい

きているのだという、そのような厳しい状況
もお聞きをしたわけでありますけれども。
しかし、そういった場合については、今あ
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る中で、地区の民生委員さんなり、あるい

いては今言った方向で、ぜひまた今後とも検

は、いろいろな形の中で情報をいただいた中

討していただきたいと思います。

で、最低限の対応はしていけているのかな、
そのような思いをしております。

３点目ですけれども、町民税非課税世帯と
いうこと、この規制を削除もしくは大幅な緩

ただ、きのうの髙橋議員の質問も含めて、

和はできないかという思いですが、なぜそう

もし、きのうのお答えした制度ではちょっと

言うのかということなのですけれども、間も

無理でありますけれども、これはまた連合自

なく私も高齢者の仲間入りするぐらいになっ

治会のときにでも担当住民課のほうでちょっ

てまいりました。私より上の方には多分、多

とそこら辺のことも相談をさせていただきな

くの方がいらっしゃると思うのですけれど

がら、そういった希望が多く、今も自治会で

も、俗にお上のお世話になりたくないと、人

お願いしている部分もありますけれども、そ

の力はかりたくないという方がいらっしゃい

ういったことがあれば、なお、そういった活

ます。また、自分でできるうちは自分でやる

動につながるよというのであれば、まさしく

と。なぜなら、地域の人に迷惑をかけたくな

共助の部分になりますから、そういったこと

いからだというふうに思っている方もいらっ

も考えていきたいなと思っております。

しゃいます。

一番の理想は、前に除雪ドーザの購入のと

私は、旭町３、４丁目自治会におります

きにも御質問いただきましたけれども、道路

が、同じ１班の中で独居高齢者の方がいらっ

の除雪に行ったときに、もう１台くっついて

しゃいます。自分の家をはねる前にまずそこ

いって、入り口のところは全部よけていくと

に行って雪はねをしてくるということも何度

いう、こういう体制がとれれば一番理想だと

か経験していますけれども、この私でもきつ

いうふうに私も思っておりますけれども、し

いです。３軒分やるとなると。軽い雪ならい

かし、これはなかなか現実的には、そうある

いですけれども。

べきだなと思っても費用の問題等々含めて、

たまたま、きのうの新聞を見ましたら、秋

これは現実的にはなかなか厳しいものがある

田県の三種町というところで、ことしの冬か

ものですから、これは本当に自立プランをつ

ら高齢者等の世帯で自力で除雪が困難だと認

くったときの基本的な理念、自分でできるこ

めた世帯に対しては、１シーズン２０時間ま

とは自分でやろうやと。それでできない分に

での除雪費を全額補助するという制度を１２

ついては、隣近所助け合いしながら共助で何

月の議会で決めたそうであります。これも、

とかやろうやと。そして、それでも手に負え

これまでは玄関から道路までの除雪を１時間

ないという部分については、公的な力も含め

１,０７０円、多分、シルバー人材センター

てという、これをやっていかないと、もう町

などに請負をしていたというふうに思うので

としてもたなくなるよという、そういう危機

すが、３０分ほどで終わることも多いので、

感のもと、自立プランも策定をさせていただ

８００円個人負担をしていたそうです。これ

いたということでございますので、それは本

を、今回、全額個人負担をやめたということ

当に今後の自治会活動を含めて、機会がある

であります。

たびにいろいろな問題点を協議しながら、い

もう一つは、同じく秋田県ですけども、由

い方向を、何らかの方法を見つけていきたい

利本条市で３０分５０円というのをことしの

なと、そういうふうには考えておりますの

冬からゼロにしたということです。

で、ぜひ御理解いただきたいというふうに思
います。

自宅の玄関前から一番近い道路までを除雪
するのに数百円の支払いを高齢者の方がまと

○議長（吉田敏男君）

７番。

めて、数千円のタクシー代をかけて支払いに

○７番（田利正文君）

１点目、２点目につ

来たことがあったということが議会で取り上
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げられて、それではということで関連条例を

いたいというふうに思います。

改正して、この１２月からゼロにするという

○議長（吉田敏男君）

ことになったという記事を見たものですか

○福祉課長（堀井昭治君）

ら、なおのこと前に町長がおっしゃったとお

ている高齢者等除雪サービスに基準で定めて

り足寄をつくってこられた高齢者の方々に尊

おります対象者の範囲ということで、町民税

敬の念を持って接しても、収入で区分けする

の非課税世帯ということの文言が載っており

必要はないのではないのかという思いがあり

ます。

答弁、福祉課長。
足寄町で行われ

まして、もちろん、自分でやるからいいよ

基本としては、こういうことで進めている

と、自治体なり行政の力は要らないという人

わけなのですけれども、町長答弁のとおり、

は別ですけれども、そうでないところについ

基本的にボランティアですべて行われている

ては、公平にというのでしょうか、できる範

ということが一つあります。ということは、

囲でやる必要があるのではないかという思い

ボランティアの方々が、その方々の除雪をす

があります。

るに当たり、納得できるような形でないとな

それが一つと、もう一つ、私が足寄に来る
前ですから、多分、七、八年前になると思う

かなかボランティアが進まないという現実が
ございます。

のですけれども、足寄町でいえば福祉課長と

そういったことから、一定の基準を設けて

いう立場にある方がデンマークから来られ

いるということを理解していただきたいと思

て、その方の講演を聴いたことがあります。

います。

そのときのことで、記憶力が一番悪い私なの

現実的な対応として、すべてこの基準に四

ですけれども、それでも忘れないことが２点

角四面どおりやっているかということになる

だけあります。

かなと思うのですけれども、そうではなく

一つは、その方が何と言ったかというと、

て、これも町長答弁のとおり、実際に住まわ

保育園や老人ホームで待機者がいるなどとい

れている方の生活の実態でございますとか、

うことは、デンマーク、特に私の自治体では

そういったことを考慮しながら、一定程度、

あり得ませんと言うのです。そういうことが

基準の枠を超えた部分での運用も当然してい

あると行政の怠慢だと言うのです。そう言い

るということを御理解いただければと思いま

切ったのです。それに私はびっくりしたので

す。

す。

先ほども言ったように、やはりボランティ

それから、もう一つは、法律であっても条

アでやっている部分においては、気持ちを大

令であっても、町民のためになるならば、拡

事にしていかないとこの制度が続かないと私

大解釈してでも何とかその町民を救ってあげ

どもも思っていますので、それの最低基準と

たいというふうに努力すると、それが我々の

してはやっぱり生活弱者の方々に対する支援

仕事ですというふうに言い切ったのです。

をよろしく協力願いたいということがなけれ

それが私どもの自治体だけでなくて、デン

ば続かないというふうに思うのです。

マーク全体での考え方ですというふうに言っ

そういうことで、一応、基準として、ひと

たものですから、すごい衝撃を受けました。

り暮らしでございますとか、町民税が非課税

だから、そういうことも含めて、例えば、

の方々というふうに文言上うたっているとい

ここで言う町民税非課税世帯というやつを取
り払ったらどのぐらいの出費がふえるのかと

うことでございます。
以上です。

いったら私はわかりませんけれども、そう意

○議長（吉田敏男君）

味で取り払ってもいいのではないかという思

○町長（安久津勝彦君）

いがあって、改めて町長の見解をもう一度伺

てお答えをいたします。
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町長、答弁。
後段の部分につい

デンマークのお話をされました。私も全く

ば、法律を読み込んで、ある意味、拡大解釈

そのような思いをしておりますし、若いころ

だと言われるかもしれませんけれども、そこ

からそういったことも聞いております。

のところはだめと書いていない以上は、どう

理想は、医療費も含めて、日本じゅうどこ

やったらできるのかという知恵を出し合おう

にいても公平な医療を受けられる、もっと言

やということも職員にもお話をしているとい

えば、無料化が一番理想だというふうに思っ

うことでございますので、ぜひ、そのような

ておりますし、それから子供の保育料につい

ことも含めて御理解いただきたいなと思いま

てだって、これはやっぱり子供というのは家

す。

庭の宝であると同時に国の宝だというふうに

○議長（吉田敏男君）

思っていますから、これだって無償でという

○７番（田利正文君）

のが理想だというふうに思っております。教

弁、町長の答弁で、弾力的に応用していただ

育だって同じだというふうに思っておりま

けるというふうにとりたいわけですが、いい

す。

ですよね。

７番。
今の福祉課長の答

問題は、今の日本の現状の中でそれが可能

広尾町の同僚の議員に確認しましたら、広

なのかというと、これは全くゼロとは申しま

尾町の方ではそういう規定があると。あるけ

せんけれども、これは極めて難しいのだろう

れども、福祉課のほうで、この方は大変だか

というふうに思っています。

らというので、今、福祉課長が言われたよう

すなわち、そういうサービスをすることに
ついてはやっぱり費用がかかるわけでありま
すから、ですから、デンマークあたりは相当
の高福祉・高負担ということであります。

に弾力的に応用して、除雪・排雪などをやっ
ているようだという話をしていました。
そのようなことも含めてお願いをしたいと
思います。

今現在、国でも消費税の問題の議論もされ

５点目に移りたいと思います。これまでの

ているようでありますけれども、やっぱりど

１から４までについては、今ある制度の活用

うしても直接サービスを受けることによって

についての質問でした。５については全く別

対価の支払いがなくても、それはもうふだん

の質問でありまして、提案でもあります。

から高負担をしていて、初めてそういう制度

昨日、高道議員も触れておりましたが、新

が成り立つのだということだと思っています

しく発行されたASHOROTTEというパンフレッ

ので、思いというのは全く同じ思いをしてお

トの２ページの９行目に、当町が掲げる、い

ります。

つまでも安心して暮らし続けられる町をつ

それから、これは私も職員にも機会がある

くっていくために、目の前にある課題への対

ときにはお話する機会もあるのですけれど

応だけでなく、５年後、１０年後、２０年後

も、やっぱり、いろんな決まり、特に日本は

という将来の足寄の町づくりに向け手を打っ

法治国家だと言われていますから、もちろ

ていくことが求められています。同じく５

ん、我々、行政を預かっている身でいけば、

ページの徳島県の上勝町の高齢になっても生

法律や条令に違反することはだめだよという

きがいができると寝たきりが激減し、特別養

ことでありますけれども、ただ、職員にも言

護老人ホームがなくなったという話、そし

わせていただいているのは、そういう中でだ

て、６ページのやり方を変えてみよう。役場

めと書いていないということは知恵を出し合

組織は町民のためにありますと、この３カ

えば何とかできるということにもつながるの

所、本当にその視点は大切だというふうに私

だから、それはその法律の読み方を含めて、

も思います。この立場で取り組みを進めるこ

現状どういうことが起きているのか、それを

とが必要だと痛感しているところでありま

何とか解決しなければいけないのだとすれ

す。
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そうした視点から、前定例会でも質問した

に充分反映できる仕組みをつくっていくこと

ことなのですけれども、西町３丁目から８丁

が必要だというふうに書いてありますが、こ

目の歩道を冬でも歩きやすくできないだろう

の二つの観点、非常に大切だというふうに思

かという思いがありまして、あのでこでこの

います。

ところを。それで、除雪センターにお邪魔し

以上の三つと二つの観点から考えて、例え

まして、この５点目のことと絡めて相談をし

ばということの提案の質問でありますが、旭

ました。そうしたら、全町の直営でやってい

町３、４丁目を例にとればということですけ

る除雪の地図、それから、民間委託している

れども、旭町３、４丁目自治会に、Ａ社、Ｂ

ところの道路路線というのを全部いただきま

社と例えばある。あるいは、ＡさんＢさんＣ

した。それを見て、今の機材、人材で目いっ

さんという方が一定の機械を持っておられ

ぱいで、これ以上は無理ですというお話でし

る。そういう人たちの力をかりて、車両セン

た。

ターがやるところ、それと民間委託している

それから、もう一つは、私は素人ですから

ところ以外のところの袋小路、それから個人

歩きやすいようにということで、歩道をこの

の独居老人の方の、あるいは傷害を持った方

ぐらい残していくのではなくて、逆に踏みつ

の玄関から道路までの道を除雪する、あるい

ぶしてもらって歩きやすいようにしないだろ

は排雪するということができないだろうかと

うかと思ったら、それは無理ですというふう

いうことなのです。

に笑われましたけれども。

例えば、帯広市、札幌、千歳、江別などで

そのようなこともありまして、新たな視点

は除排雪パートナー制度というのを設けてい

で考えていく必要があるのではないかと思っ

るそうでありまして、それによると、小型の

ています。

除雪機購入補助として、１自治体当たり２０

それで、今の機材、人材と限られた中で新

万円以内の補助をする。

たな要望があっても実現できないということ

それから、二つ目は、小型除雪機の借り上

が明らかでありますので、ASHOROTTEで町長

げ、１シーズン、１自治体１台４万８,００

が述べられている３点、それから、足寄町の

０円以内補助する。それから、パートナー

自立プランのページ５ページ、協働の町づく

シップ排雪ということで、１キロメートル当

りのところの、１、協働の町づくりを推進す

たり３８万円以内の補助をする。

る理由というところに、多様化する住民の

それから、これなんかは特に旭町３、４丁

ニーズというところで、人的にも財政的にも

目当てはまる気がするのですが、町内の空き

充分な対応が困難になってきました。このよ

地を利用するということで、町内の空き地を

うな住民ニーズへ対応するために、住民地域

地主から借り受けて、そこに雪を押しつけて

の活力の導入が不可欠となっておりますと書

おいてもいいというふうになったときに、借

いてあります。

り受けた費用の半額、１万円か２万円の範囲

それから、もう一つは、その協働を推進す
る上での課題として、情報の共有化というと

ですけれども補助をするという制度がある
と。

ころが挙げてあります。これも、行政と町民

それから、もう一つは、これはちょっと難

が同じ目線で町づくりを考え、町民が自発的

しいでしょうけれども、排雪ダンプ、ロータ

に自分たちの住む地域や生活課題などを考え

リー車の貸し出しを無料でやっているという

ることができるように、行政の考え方や情報

のです。もちろん、これは運転手つきと、あ

を、広報やホームページにより、だれにでも

とドライバーは自分で探すだとかという条件

わかりやすくお知らせする必要があると。そ

もついていますけれども、そういったことも

して、町民の皆様の考え、行政の要望が町政

やっているそうであります。これを即まねし
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ろというのではなくて、このことの中からで

なか大変なのです。それは私自身もわかりま

きるところをいいとこどりをしてというので

す。というのは、企業にいてそういう立場に

しょうか、しながら、今言ったように、朝日

立ったことがありますから、そのことを周知

町３、４丁目自治会だとすれば、Ａ社、Ｂ

徹底して、なおかつお客さんから、ここで言

社、Ｃ社、あるいは、Ａさん、Ｂさん、Ｃさ

えば、町民からよくやってくれたねと感謝さ

んなどの持っている機械力、あるいは、個人

れるようにするためにはどうするかといった

で、先ほどボランティアという言葉が出まし

ら、かなり難しいですね。１００％やって当

たけれども、協力するよと言われているマン

たり前ですから。さらに１２０％やって、よ

パワー、人力、それを活かしながら、さら

くやってくれたというふうになるのだと思う

に、ことしの漢字であります絆、絆力という

のです。そのようなことも含めて、大変だと

のでしょうか、地域で助け合おうじゃないか

思うのです。

というようなことを呼び込んで、そして、旭

それで、たまたま、ちょっと話が飛んでし

町３、４丁目なら３、４丁目で、このように

まって申しわけないのですけれども、大友先

すれば、あそこの独居老人の宅も、ここのと

生の講演会があったときに、帰りに南の駐車

ころも、雪が降ったらすぐとは言わないとし

場に車をとめたのです。それで、見たら、ス

ても、できると。生活が確保できるという体

ロープのところ、それから、身障者用の駐車

制を自治会単位でつくられないだろうかとい

場はきれいにはねてあるのですけれども、身

う思いがあるわけです。

障者用の駐車場からスロープまでの間が除雪

それを、自治会連合会などで提案してぱっ
とできるものではないと思うのです。

されていないわけです。だから、車いすで、
もちろん、車いすでバスケットをやるような

それで、もし担当課が福祉課であれば福祉

屈強な方なら別ですけれども、一般の車いす

課の担当者と、例えば、旭町３丁目であれば

の方は通れないです。あらっと思ったもので

私も一緒に入れていただいて、自治会長なり

すから、改めて１３日もう一回見てきまし

自治会の役員なり、あるいは、Ａさん、Ｂさ

た。そうしたら、フクハラ側もだめでした。

ん、Ｃさんとか、Ａ社、Ｂ社というようなと

結果的に使えるのは北のバス停のところの身

ころなんかにも提案をしながら具体化してい

障者用の駐車場にとめて、国道の歩道に出

くと。そして、そのことがどこかの自治会で

て、そしてトイレのところに上がっていかな

実現できれば、旭町３、４丁目自治会でこう

ければ使えないというふうになっていまし

やってやっているよ、ああいう例っていいで

た。

すよねということがほかの自治会にも広めら

だから、どこがやるのかということもあり

れるのではないかというふうに思うのです。

ますけれども、そういったことも含めて、

そして、そのことがずっと広がれば、なる

やっぱり高齢者の方が安心して住める、もち

ほど足寄っていいことやっていますよねとい

ろん、高齢者の方が積極的に道の駅に買い物

うふうに、ほかの自治体からも見えるのでは

に行くのかと言われたらそれまでですけれど

ないかというふうに思います。そのようなこ

も、どういったこともやっぱりしっかりやる

とができないだろうかというふうに思うので

必要があるという思いがありまして、その５

す。

点目のところについて新たな提案をするとい

スローガンを掲げますよね、例えば、幾つ

うことで、自治会の方がいわばリーダーシッ

になっても、１人になっても安心して暮らせ

プをとるというのでしょうか、そういうこと

る愛の町を目指すとかとパンフレットにあり

ができないだろうかという思いがあります。

ました。けれども、それをどんないいスロー
ガンを掲げても、実際にやるとなったらなか

この点について伺いたいと思います。
○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

員もきづなということを言われました。

す。

結局、一番災害に遭ったときに住民の生

田利議員のお話は、もっともだというふう

命・財産を守るために自治体が先頭に立って

に思っておりますし、私もいろいろなところ

取り組まなければいけない。しかし、あれだ

で、そのASHOROTTEというところでも発言も

けの大災害、行きたくたって現場に行けない

しております。

という状況が出た。そのときにどういうこと

ちょっと乱暴な言い方になるかもしれませ
んけれども、これまでのいい時代というの

が起こったかというと、やっぱり助け合いで
す。

は、住民の皆さん方が行政にいろいろな要望

我が町も、これは本当にモデルだというふ

を出す、これは行政の側も、財政基金に一定

うに思っておりますけれども、旭町地区につ

程度の余裕があったものですから、結構、１

いては自主防災組織もできているということ

００％とは言いませんけれども、おこたえを

です。

することができるという状況がずっと一定程

ですから、私が望むのは全く異論がないの

度続いていたのだろうというふうに思ってお

ですけれども、もちろん、この間も行政が何

ります。

もしていなかったかというと、不十分な部分

それが御案内のとおり、平成１６年に全国

はたくさんあるかもしれませんけれども、い

の自治体すべて、すべからずでありますけれ

ろいろな働きかけ、お願い等々もしてきてい

ども大幅に一番財源としております地方交付

るのですけれども、やっぱりこれは地域の中

税が思いっきり引き下げられたことによっ

で議論協議していただいて、そして、おれた

て、これは大変だと、このままでは自治体の

ちはここまでできるのだと、だけれども、こ

経営が成り立たないぞというようなことも

れを完璧なものにするためには行政の力だっ

あって、また、あわせて合併議論もありまし

て必要なんだよと、これは遠慮しないで、ど

た。

んどんいろいろな御提言もいただければ一番

そういう中で、我が町も、やっぱり厳しい
状況の中で町をなくすなどということにはな

いい形になっていくのかなと、そのように
ずっと思っているところでございます。

りませんから、どうやって自立した町づくり

ことし、私も改選期でありまして、一番最

をしていくのかということで、もちろん、総

初に毎月定例的に行政事務推進会議、これは

合計画と合わせて自立プランも策定をさせて

課長等集まっていただいて会議をやっている

いただいたということでございます。

のですけれども、改選後の一番先に言わせて

ですから、これからの町づくりについて

いただいたのは、やっぱり、住民との共通認

は、やっぱり、この自立プランの基本的なと

識、そういう意味で、広報・広聴活動という

ころでうたっております、何でも行政にお願

ことにやっぱり力を入れていかなければなら

いするのではなくて、自分たちでできること

ないということを再認識したよということ

は何とか自分たちでやろうやと。それから、

で、そのことをちょっと念頭に置きながら、

それでもできないところには、やっぱり地域

当然、担当課だけではなくて、そういったこ

の力、これは共助でやろうやと、それでもで

とを意識して今後の行政を進めていきましょ

きないところは、行政何とかしろやと、よし

うということで課長たちにもお願いをしてき

わかったよという、この仕組みづくりと言い

たところでございます。

ますか、こういう体制をいかにつくれるのか
なと。

具体的なお話もいただいているわけであり
ますけれども、そういった部分、当然、先ほ

また、ことしの３月１１日の東日本大震

ど申し上げたとおり、連合自治会の役員会

災、やっぱり、いろいろ言われています。議

等々もありますから、そういう中で担当は住
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民課でありますけれども、そういうところも

なという要望が何人も寄せられたのですよ。

含めて、広報・広聴活動、住民にとって何が

そのことも担当課にお伝えしました。それは

必要なのか、何かあれば、いつでもどんどん

無理ですというふうに言われました。今の仕

遠慮しないで言ってくれと。場合によって

組みの中では無理ですと。だから、もちろん

は、こういう会議があるから行政からも出て

執行者の方でそういうこともやってもいいと

くれという要請があれば、当然お伺いします

して、そういうことができるという仕組みを

し、もちろん、要請がなければ行かないとい

つくらない限りは無理だということなのだと

うことではありませんけれども、そのような

思いますけれどもね。

ことで、ともかく協働の町づくりによって住

そういうことも含めて、一般的に言えば、

みやすい足寄の町をつくりたいという考えで

アパートであれば大家さんが駐車場もきれい

ございますので、ぜひ、議員にもそこら辺の

にはねる、あるいは自分の玄関前は個人がは

中心的な役割を担っていただきたいというこ

ねるというけれども、落語の世界で言えば、

とをお願い申し上げて、答弁とさせていただ

店子といえば子も同然と言いますよね。その

きます。

ような思いがあってもいいのかなという思い

○議長（吉田敏男君）

７番。

があって、高齢者が入っているというところ

○７番（田利正文君）

町長の答弁している

はつかんでいるわけですから、しかも、独居

ことはよくわかるのです。

老人だということもわかっているわけですか

協働の町づくりということで、もう一歩踏

ら、そこのところをもう少し手助けしてあげ

み込む必要があるのではないかという思いが

るということが、もちろん、除雪センターで

あってしようがないのですよ。というのは、

はできない、それから今頼んでいる民間委託

担当は住民課だと今おっしゃられました。こ

の部分でもできないということですから、そ

ちらから出向いていって、今、私が言ったみ

れで、さっき言ったみたいな方向で、その地

たいに、旭町３、４丁目自治会でいえば、Ａ

域で具体化をしたいというふうに思うので

社、Ｂ社のところの担当者に会う、あるい

す。

は、機械力を持っている、Ａさん、Ｂさん、

そのようなことができないだろうかと。そ

Ｃさんに個人にお会いをする、その上でこう

のためには、だれかが行ってこんなふうにで

いう仕組みをつくりたいのだということで、

きませんかと。だから、だれだれさんはこう

どうなのでしょうかというところまで、こち

いう機械を持っていますよと、だから、この

らから能動的にというのでしょうか働きかけ

機械はフル稼働してもいいですよと。そのか

るということがあってはいいのではないかと

わり、そうしたら燃料代はどうしますかとな

いう思いがあるのです。それができないかと

りますよね。燃料代も全部ボランティアで

いう質問なのですけれどもね。

やってくれとはならないと思うのです。その

現地で自治体でそういう要望があれば、挙

ときに初めて、さっき言った札幌などのパー

げてくれれば対応するという、何となく待ち

トナーシップ制度みたいな感じで、町の方と

の姿勢というように感じたものですから、こ

して、そうしたら燃料代を半分ぐらい持ちま

ういうこともできるよということはできない

すよだとかというふうになるのかなと、具体

だろうかと。

的には。そういうところまで話が詰められな

例えば、この話をいろいろあちこちで質問

いかなという思いがあるのです。

するに当たって聞きましたら、例えば、西町

そのためには、担当課、担当者というので

９町名の町営住宅、高齢者の方が入ってい

しょうか、というところで、本当に動くこと

らっしゃいます。玄関前の通路だけでもすっ

ができないだろうかということを改めて伺い

と通ってくれると大して助かるのだけれども

たいと思います。ちょっとしつこいですけれ
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ども。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

のが一番、ある意味いいというふうにも思い
答弁、町長。

ます。

先ほど来からずっ

全国の自治体の中では、こういう町もある

とお答えしているとおり、本当にすべてのこ

のです。職員をそれぞれ地域担当というのを

とを行政ができるのであれば、これにこした

決めている自治体もあるのです。そういう事

ことはないのです。私もそのような思いであ

例も聞いております。例えば、だれとだれは

ります。

旭町の担当だよ、だから、特に用事がないと

ただ、繰り返しになりますけれども、やっ

きでも定期的に、自治会長さんなり役員さん

ぱり、行政がしていく部分でいきますと、費

と連携を密にして、何かあればすぐ行政に反

用の問題等々を含めて、人員の問題含めて、

映をさせると、こういう仕組みづくりをして

おのずと限界があるということも事実だとい

いるところもありますし、もっと言えば、こ

うことなのです。

とし開催した町民懇談会の中でも、たしか螺

そこで、繰り返しになりますけれども、い

湾地区だったというふうに思いますけれど

ろいろな行政も、何もやっていないというこ

も、その住民の方からもそういったこともど

とではなくて、不十分といえども、一定の

うなのだという問題提起も受けているのも事

サービス体制を整えているということなので

実であります。

す。

ですから、本当に田利議員の言っているこ

そこで、まだ足りない、もうちょっと手を

とは十分理解もできますし、ただ、それは行

かけなければいけないよというのであれば、

政がやるべきだとか、行政はそれはあなた方

私が申し上げているのは、地域でそういうと

がやるべきだとか、そういうことではなく

ころがあるのだよというのであれば、何も遠

て、何かそういうことでお困りのこと、やっ

慮しないでどんどん、行政の側は一定のこと

ぱり、やるべきことがあるのだとすれば、ど

はやっていると。１００％とは言いません

んどん情報提起を含めて働きかけ、逆に言え

よ。

ば、提案をお願いしたいということで申し上

ですから、私がお願いしているのはそうい

げていますので、ぜひ、御理解をいただきた

うことで、もしあるのだとすれば、ぜひ、い

いというふうに思います。

ろいろな提案も含めて、ここで、例えば、自

○議長（吉田敏男君）

７番。

分たちでやるんだと、共助で。だけれども機

○７番（田利正文君）

時間がなくなりまし

械がないから行政が何とかしろと、仮にそれ

たので先に。

が一つのきっかけとなって、先ほど申し上げ

町長が触れられている、上勝町という徳島

ましたけれども、きのうの髙橋議員の質問も

県の葉っぱ産業のところ。そこの発想って活

ありました。除雪機、では、その自治会だけ

かせるのではないかという思いがあって、今

に与えればいいかというと、そういうニーズ

の質問をあえてさせてもらったのです。

といいますか、そういうことがほかにないの

７０代後半、８０代の方がパソコンを使っ

かということも含めて、そういう会議の場

て自分の葉っぱがきょう何ぼで売れたかと、

で、今、こういうところからこういう提案を

売り上げ何ぼあったかということで喜びに

受けていると。これを前向きに検討したいけ

なって、さらにどんどん元気になっていくと

れども、ここだけの問題なのですかと。ほか

いう話を町長がしていますけれども、そうい

のところも同じことがありませんかという、

う発想をだれがするかということだと思うの

そういった問いかけもできるわけですよね。

です。ここだって、町長がみずからそういう

ですから、私は、行政の側からいつでも、

葉っぱ産業を起こそうと言ったわけではない

ある意味、御用聞き的なことでいけるという

と思うのです、恐らく。
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そういったことを担うマンパワーというと

ね。」、患者、「どれぐらいもちます

ころが必要なのかなというふうに思います。

か。」、医者、「手術次第ですね。１００万

下愛冠の団地に行っても同じようなことを

円コースだと半年、３００万円コースだと１

言われました。家の前、高齢者の方がはねて

年はもちますよ。」、患者、「健康保険の範

くれればなと言っていました。ある方に聞く

囲でお願いするとどうなりますか。」、医

と、この地域ならば、だれがいるし彼がいる

者、「間もなく御臨終ですね。」、患者、

から、あそこでこういう機械を持っているよ

「アメリカのＡＢＣ保険に入っておけばよ

と。それをやってくれと言えばできるよなと

かった。」。

いう話もありました。その話も私は聞きまし

あるテレビの討論番組で、司会者、「日本

たから、だったらば、それをだれかまとめる

は一向に経済不況から抜け出せません。先生

人がいれば、どういう条件ならやってもらえ

はＴＰＰに参加したら必ず経済はよくなると

ますかということになるのかなと思ったもの

おっしゃっていましたが。」、御用学者、

ですから、そのようなことも含めて、だれか

「もっと輸出が伸びると思ったのですがね。

がやっぱり声かけをするといいますか、呼び

企業の努力が足りないのですよ。私のせいで

込みをするというか、しなければ進まないの

はありません。」というような日本にさせな

かなというふうに思ったものですから、それ

いために、他市町が行っているように、ＴＰ

で、担当課の方と、町長に言われれば、私も

Ｐのことについてわかりやすく解説した特集

含めてというふうに思いましたけれども、そ

を広報に載せて、一般町民にＴＰＰの内容に

のようなことがありました。

ついて知らせる必要があるのではないかとい

２点目に入ります。

うふうに思います。

環太平洋連携協定、ＴＰＰに反対する立場

○議長（吉田敏男君）

答弁、安久津町長。

で、ＴＰＰの内容を町民に啓発するため、広

○町長（安久津勝彦君）

報による特集記事の掲載をという質問であり

携協定に関する広報誌の特集記事の掲載につ

ます。

いての御質問ですが、私としては、ＴＰＰ交

ＴＰＰ環太平洋連

６日に採択されたＴＰＰ交渉参加に向けた

渉参加については本町の基幹産業である農林

関係国との協議開始に関する要望意見書でも

業、ひいては、地域経済や住民生活をも脅か

明らかなように、ＴＰＰは、日本の食を破

すものと危惧しており、反対であることを機

壊、命のさたも金次第の自由診療を拡大し、

会あるたびにお話をさせていただいておりま

経済不況も深刻化させます。

す。

例えばということで挙げてありますが、時

町議会においても、１２月６日にＴＰＰ協

は２０××年。ＴＰＰに参加をしてしまった

定交渉参加に向けた関係国との協議開始に関

近未来の日本のやりとりであります。

する要望意見書を採択をされました。

ある食堂で、店員、「何になさいます

マスコミ等においては、毎日のように、メ

か。」、お客、「焼き魚定食お願いしま

リット・デメリットや、賛否両論が報じられ

す。」、店員、「御飯はどうします。アジア

ております。

米は１杯５０円、アメリカ米なら１００円で

国から具体的な交渉内容が示されず、ＴＰ

すが。」お客「日本のお米はないの。」、店

Ｐが地方の産業と国民生活に及ぼす影響など

員、「最近、あまりつくっていないのです

について、充分な情報提供がなされていない

よ。１日２０杯限定で１杯４００円でお出し

ところでございます。

しています。」、お客、「それならば、給料
日前だからアジア米で我慢するか。」。

町としては、これまで、関係機関、団体等
と連携し、懸垂幕や、のぼり、ポスター等の

また、ある病院で、医者、「がんです

掲示、チラシの配布、署名などを取り組み、
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ＴＰＰやその影響について啓発を行ってきま

わかりましたけれども、そういったことが

した。

ずっと公然とやられてきたわけですから、必

町広報誌の役割としましては、広く町民に
公平で正確な情報をお伝えしていくことと考

ずしもマスコミの報道が正しいとは言えない
と思います。

えております。

そのことも含めて、農業技術センターの

今後につきましては、ＴＰＰの協議結果や
国等の状況を見せ、町としての対応等につい

ホームページでしょうか、そこで詳しくＴＰ
Ｐ問題を取り扱っています。

て状況に応じてお知らせしていくことを検討

それから、これは帯広市の広報おびひろで

していきたいと考えておりますので、御理解

すけれども、このようなものも取り上げたの

を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせ

ですね、特集を組んで。

ていただきます。
○議長（吉田敏男君）
○７番（田利正文君）

ですから、農民、漁民、林業労働者だけで
７番。

はなくて、一般の消費者の方が、安いものが

川上議員の質問で

入ってくるからいいのではないかという思い

も、町長の立場は明確だというのはわかって

があると思うのです。そこが違うのだという

おりますので、一つだけ発言をしたいと思い

ところを、やっぱりわかってもらわなければ

ます。

だめだと思うのです。

それは、世論調査が半分半分、賛成が多い

そういう意味で、正確なというか、今わか

とかいろいろ言われたりしていますけれど

る範囲での情報をしっかり町民の皆さんに知

も、世論調査が必ずしも正しいとは言えない

らしめるというのでしょうか、啓発する必要

ということもあると思います。

があるのだというふうに思うのです。

例えば、１０年前とは言わないでも２年前

そのことによって、政府のＴＰＰ協議の参

でも結構です。原発被害で大変な目に遭って

加の足をとめるということになるのだと思う

いる福島で、原発が必要でしょうかという例

のです。そういう意味で、町議会や町長が反

えばアンケートをとったとしたら、どうなっ

対を表明しているだけではなくて、町民、い

たでしょうか。今ならば、原発は要らないと

わばオール足寄でＴＰＰには反対だよという

言うと思います。だけれども、２年前、１０

ことが理解と納得された上で、そういう世論

年前ならば原発は安全だというふうにずっと

が町内の中で高まるという必要があると思う

思わされてきたわけですから、当然、いいア

のです。

ンケートの回答が来ますよね。そういう世論
調査の結果があるのだと思います。

そういった意味で、広報にぜひ載せること
を検討していただきたいというふうに思いま

それと、もう一つは、マスコミやテレビや

す。

新聞といった方がいいでしょうか、その報道

○議長（吉田敏男君）

が必ずしも正しいとは限らないということも

○町長（安久津勝彦君）

あると思います。

したとおり、これは大事な問題ですから、今

これまで原発は絶対に安全だと言われてき
ました。私も含めて、多分、細かいことはわ

答弁、町長。
先ほどもお答えを

後検討をさせていただきたいというふうに
思っております。

からないで、そうなのだと思ってきたと思い

ただ、本当に、しっかりとした情報、確信

ます。私はいまだに忘れません。テレビ、新

的なものはいまだに国から出てきていないの

聞等で、北電の宣伝で、北電はプルサーマル

です。医療の自由診療の問題だって、そんな

をやりますと男性の評論家の方が言っていま

ことなりっこないだとか、私は、本当に今の

した。ＣＯ ２ は出しませんと。そのプレサー

国民皆保険制度が、これが、がたがたになる

マルの方がよっぽど危険だということが今回

のではないかというふうに、私はそういう危
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惧をしているのですけれども、これが間違い
ないよということが、どのようなことは交渉
外だみたいなことを言う人もいるし。

す。
１つは、なぜ、我々農業者が声を上げなけ
ればならないのかという１点を言っていまし

実は、１０月でしたか全道の首長たちが集

た。それから、もう一つは、巨大なアメリカ

まっての政策懇談会という会議を毎年１回

の農業者団体が日本のＴＰＰ参加を求めてい

持っているのですけれども、実は、そこに皆

ないという話。三つ目が、日本がアメリカの

さんも御存じのテレビで有名な田原総一郎さ

軍門になぜ下らなければならないのかという

んが実は講演者で来ました。全首長、怒り心

話をしておりました。

頭の講演内容でありました。地域の実態等々

全くそのとおりだなと思いました。飛田さ

含めて心配していることを質問しても、あな

んが言われた点が本当に大事だというふうに

たは何を言っているんだと、日本だけ置いて

思いますので、どういうふうに載せるのかと

いかれてそれでいいのかとこういう論調で、

いうのはもちろん業者の側でそんなに簡単に

ともかく聞く耳持たずみたいな感じで、彼は

いかないでしょうけれども、なるべく正確

恐らく推進論者なのだろうなというふうに

で、なおかつ農業者だけではなくて、一般町

思っていますけれども。

民の方々に被害が及ぶのだと、足寄町に大変

だから、少なくても、皆さん方がいろんな

な被害が被るのだということがわかるような

心配やら疑問を持っているというふうに思う

内容を正確な情報を捕まえた上、ぜひ、掲載

のですけれども、それに対して政府も含め

してほしいということを述べて、発言を終わ

て、ともかく交渉に参加をするだけなのだみ

ります。

たいな言い方をしますね。現実の新聞では、

ありがとうございました。

予備交渉にすら日本は入られないということ

○議長（吉田敏男君）

のようであります。そういう報道もありまし

正文君の一般質問を終わります。

た。

これにて、７番田利

これで、一般質問を終わります。

そのような状況も含めて、具体的に検討し

時間となりましたので、ここで暫時休憩を

ますと言って、具体的にどうでは町民の皆さ

いたします。昼食のため、１時まで休憩をい

ん方にお知らせしていくのかというのは、こ

たします。

れはまた憶測でどうなるかとそのような思い

午後１２時００分

休憩

もありますし、議員は現状わかる範囲でとい

午後

再開

うお話でございましたけれども、そこら辺も

○議長（吉田敏男君）

含めてじっくりと検討させていただいて、私

再開をいたします。

１時００分

休憩を閉じ、会議を

は本当に大事なことですから、表面上だけの
世論調査、開国なのだなんて言ったら、いい

◎

ことではないのと思ってしまいますよね。
ですから、そこら辺を含めて、充分検討を

議案第９８号〜
議案第１０３号

○議長（吉田敏男君）

日程第２

議案第９

させていただいて、対応していきたいという

８号平成２３年度足寄町一般会計補正予算

ふうに思いますので、御理解いただきたいと

（第１０号）の件から、日程第７

いうふうに思います。

０３号平成２３年度足寄町上水道事業会計補

議案第１

○議長（吉田敏男君）

７番。

正予算（第４号）までの６件を一括議題とい

○７番（田利正文君）

十勝町村議長会主催

たします。

の議員研修会で、飛田ＪＡ前副会長、幕別の
組合長が、ＴＰＰ反対の講演をされました。
その中で印象に残っている点が三つありま

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
町長、安久津勝彦君。
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○町長（安久津勝彦君）

ただいま議題とな

２６ページをお願いいたします。２６ペー

りました議案第９８号平成２３年度足寄町一

ジ、第６款農林水産業費第１項農業費第５目

般会計補正予算（第１０号）から、議案第１

農地費におきまして、農業用施設補修工事と

０３号平成２３年度足寄町上水道事業会計補

いたしまして、１２９万９,０００円計上い

正予算（第４号）まで、一括提案理由を御説

たしました。

明申し上げます。

３０ページをお願いいたします。３０ペー

補正予算つづり１ページをお願いいたしま
す。

ジ、第８款土木費第１項土木管理費第２目地
籍調査費におきまして、白糸地区の一部の地

議案第９８号平成２３年度足寄町一般会計

籍測量を次年度に先送りしたことに伴い、地

補正予算（第１０号）について、御説明申し

籍測量業務といたしまして、７７７万３,０

上げます。

００円を減額をいたしました。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３２ページをお願いいたします。３２ペー

６,２３４万２,０００円を追加し、歳入歳出

ジ、第８款土木費第５項都市計画費第２目土

予算の総額を歳入歳出それぞれ８０億５,０

地区画整理費におきまして、足寄都市計画足

５ ９ 万４ ,０ ０ ０円 と する も ので ご ざい ま

寄市街地区土地区画整理事業特別会計繰出金

す。

といたしまして、１,１９９万７,０００円を

歳出の主なものから御説明を申し上げま
す。１６ページをお願いします。

減額をいたしました。
３４ページをお願いいたします。３４ペー

１６ページ、第２款総務費第１項総務管理

ジ、第９款消防費第１項消防費第１目消防施

費第２目基金積立金におきまして、財政調整

設費におきまして、池北三町行政事務組合消

基金積立金といたしまして、４,８００万１,

防負担金といたしまして、２,０６３万９,０

０００円を計上いたしました。

００円を減額いたしました。

この間、いただきました寄附金と、今回の

次に、３６ページから４１ページにかけま

補正予算の財源調整による積み立てでござい

して、第１０款の教育費第２項小学校費第３

ます。

項中学校費、３８ページの第４項社会教育

次に、第１４目企画振興費におきまして、

費、４０ページの第５項保健体育費におきま

行政報告で申し上げました生活交通路線維持

して、灯油等の燃料単価が値上がりしていま

対策事業費補助金といたしまして、３５７万

すことから、小学校、中学校、生涯学習館、

５,０００円を計上いたしました。

温水プール、給食センターの燃料費をそれぞ

２２ページをお願いいたします。

れ計上いたしました。

２２ページ、第３款民生費第２項老人福祉

４０ページの下段になりますが、第１１項

費第７目地域支援事業費におきまして、地域

災害復旧費第１項公共土木施設災害復旧費第

包括支援センター機能強化事業の中で、業務

２目道路橋梁災害復旧費第１５節工事請負費

補助賃金、印刷製本費、ハードウェア、サー

におきまして、茂喜登牛橋、これは茂喜登牛

バーなどの減額、総合相談対応情報管理シス

芽登線でございますけれども、災害復旧工事

テムソフトウェア開発業務、パソコン一式な

といたしまして、４,９９０万７,０００円を

どの計上を行い、予算の組みかえを行ってお

計上いたしました。

ります。

以上で歳出を終わり、次に、歳入について

次に、第３項児童福祉費第１目児童福祉総
務費におきまして、子ども手当特別措置法対
応システム改修業務といたしまして、２２６
万６,０００円を計上いたしました。

御説明申し上げます。８ページへお戻りくだ
さい。
８ページ、第１款町税第１項町民税第２目
法人におきまして、現年課税分といたしまし
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て、９３８万２,０００円を減額いたしまし

額療養費におきまして、高額療養給付費負担

た。

金といたしまして、２０６万１,０００円を

８ページから１１ページにかけまして、第

計上いたしました。

１４款国庫支出金第１５款道支出金におきま
して、それぞれの事業費見合いの負担金、補
助金等を計上並びに減額をいたしておりま
す。

次に、歳入について申し上げます。４８
ページにお戻りください。
４８ページ、第２款国庫支出金におきまし
て、療養給付費等国庫負担金といたしまし

１２ページをお願いいたします。１２ペー
ジ、第１６款財産収入におきまして、生産物
売り払い収入といたしまして、９２６万５,
０００円を計上いたしました。

て、２,０９７万２,０００円を計上いたしま
した。
第８款繰入金におきまして、財政安定化支
援事業繰入金といたしまして、２９８万１,

第１７款寄附金におきまして、この間いた
だきました寄附金をそれぞれ計上いたしまし
た。

０００円を減額いたしました。
５０ページをお願いいたします。５０ペー
ジ、第８款繰入金におきまして、保険給付費

１４ページをお願いいたします。１４ペー
ジ、第２１款町債におきまして、道路・橋梁
災害復旧事業債といたしまして、９９０万円
を計上いたしました。

支払準備基金繰入金といたしまして７６８万
９,０００円を減額いたしました。
次に、５９ページをお願いいたします。５
９ページ、議案第１００号平成２３年度足寄

以上が、歳入の主な事項でございます。４
ページへお戻りください。

町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ
いて、御説明申し上げます。

４ページにおきまして、第２表地方債補正
変更２件をお願いしてございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２
３１万１,０００円を追加し、歳入歳出予算

以上で、平成２３年度足寄町一般会計補正
予算（第１０号）についての説明を終わりま
す。

の総額を歳入歳出それぞれ８億４,４５３万
９,０００円とするものでございます。
歳入歳出の主なものにつきましては、制度

次に、特別会計について御説明を申し上げ
ます。４３ページをお願いいたします。

改正に伴います介護保険システム改修業務に
関わる予算を計上いたしました。

４３ページ、議案第９９号平成２３年度足

次に、６９ページをお願いいたします。６

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

９ページ、議案第１０１号平成２３年度足寄

２号）について、御説明申し上げます。

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
１,１２９万８,０００円を追加し、歳入歳出

業特別会計補正予算（第５号）について、御
説明申し上げます。

予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億４,０

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

３ ７ 万６ ,０ ０ ０円 と する も ので ご ざい ま

６２０万６,０００円を減額し、歳入歳出予

す。

算の総額を歳入歳出それぞれ５億６,９８６

歳出の主なものから申し上げます。５２

万４,０００円とするものでございます。

ページをお願いいたします。

歳出の主なものから申し上げます。７６

５２ページ、第２款保険給付費第１項療養

ページをお願いいたします。

諸費第２目退職被保険者等療養給付費におき

７６ページ、第２款事業費の第１３節委託

まして、療養給付費負担金といたしまして９

料におきまして、調査設計業務等といたしま

２８万９,０００円を計上いたしました。

して合計で４７８万８,０００円を減額いた

第２項高額療養費第２目退職被保険者等高

しました。
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第１５節工事請負費におきまして、中央通

して下愛冠川砂防事業に伴う水道管敷設替え

り整備工事といたしまして、１４１万８,０

調査設計業務に関わる委託料の計上、配水管

００円を減額いたしました。

敷設替え工事に伴う工事請負費の減額でござ

次に、歳入について申し上げます。７４
ページへお戻りください。

います。
以上で、議案第９８号平成２３年度足寄町

７４ページ第３款保留地処分金といたしま

一般会計補正予算（第１０号）から議案第１

して、５６０万５,０００円を計上いたしま

０３号平成２３年度足寄町上水道事業会計補

した。

正予算（第４号）までの提案理由の説明とさ

第４款繰入金におきまして、一般会計繰入
金といたしまして、１,１９９万７,０００円
を減額いたしました。

せていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ
ます。

次に、７９ページをお願いいたします。７
９ページ、議案第１０２号平成２３年度足寄
町介護サービス事業特別会計補正予算（第４
号）について、御説明を申し上げます。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、議案第９８号平成２３年度足寄
町一般会計補正予算（第１０号）の件の質疑

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１
６６万８,０００円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ２億８,３２９万
７,０００円とするものでございます。

を行います。
１６ページをお開きください。歳出から始
めます。款で進めます。
第２款総務費、質疑はございませんか。

補正の主な内容でございますが、燃料単価

（「なし」と呼ぶ者あり。）

の値上げによります燃料費の計上、流動食の

○９番（井脇昌美君）

単価増などによります賄材料費の計上のほ

民生費、質疑はございませんか。

か、事業の執行残による減額となってござい
ます。

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

次に、企業関係について御説明を申し上げ

次に、２０ページ、

次に、２４ページ、

第４款衛生費、質疑はございませんか。

ます。８７ページをお願いいたします。８７

（「なし」と呼ぶ者あり。）

ページ、議案第１０３号平成２３年度足寄町

○議長（吉田敏男君）

上水道事業会計補正予算（第４号）につい

労働費、質疑はございませんか。

て、御説明を申し上げます。

２６ページ、第５款

（「なし」と呼ぶ者あり。）

資本的支出の総額から、資本的支出額５０
万４,０００円を減額し、資本的支出の総額
を１億１,６２１万３,０００円とするもので
ございます。

○議長（吉田敏男君）

第６款農林水産業

費、質疑はございませんか。
９番。
○９番（井脇昌美）

ページ数で言います

第２条におきまして、資本的収入額が資本

と、２８ページの農林水産業費の林業振興費

的支出額に対して不足する額を４,７５５万

に属するのですけれども、経済課長にお聞き

３ ,００ ０ 円か ら４ ,７０４ 万９ ,００ ０円

をしたいと思います。

に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

ここで、補正が少額ですけれども６万７,

支調整額を２６３万９,０００円から２６１

０００円発生しているのですけれども、森林

万５,０００円に、建設改良積立金を９６６

保護事業で。

万１,０００円から９１８万１,０００円にそ
れぞれ減額するものでございます。

それで、総額で１億２,７００万円ほど補
正の６万７,０００円を含めて、恐らく、野

補正の内容につきましては、支出におきま

鼠駆除というふうに書いていますけれども、
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野鼠の駆除費は数十万円で済むはずなので

時期はいつごろされましたでしょうか。

す。こんなにはもうかかりませんから。

○議長（吉田敏男君）

ですから、ここの総額として載っている森

答弁、経済課長。

○経済課長（櫻井光雄君）

１０月ごろと記

林保護事業の内訳をちょっと示していただけ

憶しております。

ればありがたいのですけれども。

○議長（吉田敏男君）

９番。

○議長（吉田敏男君）

○９番（井脇昌美君）

もちろん、おぼろで

答弁、済課長。

○経済課長（櫻井光雄君）

第６款の林業振

いいんです。おぼろいう言い方はおかしいの

興費ですけれども、これは、すべての林業振

ですけども、聞いておぼろでいいという言い

興費が入って１億２,６００万円という形に

方はおかしいのですけれども、１０月ごろ、

なっております。

できれば、何でもいいのですけれども、これ

今回、補正をさせていただきます森林保護

は九州大学さんの演習林の長年の検証の結

事業補助金でございますけれども、当初は

果、積雪前に野草の駆除の薬をまくと一番効

１,８００ヘクタール分でございまして、９

果があるというデータが出ていますから、極

０万円の当初予算に対しまして、今回６万

力１０月が、ヘリそのものの、大体、管内の

７,０００円を追加補正をさせていただくと

実行時期があるはずで、足寄だけ飛んでくる

いうことでございます。

ことないわけですから、できれば、一番最後

以上でございます。

に時期をおくらせて、極力、根雪ということ

○議長（吉田敏男君）

９番。

は非常に判断が難しいのですけれども、積雪

○９番（井脇昌美君）

わかりました。１０

前という、これ自体も難しいのですけれど、

０万円弱の金額で野鼠駆除を支払われている

やはり１１月に入るのかなと。山の部分は雪

ということで、１,８００ヘクタール主とし

が早いですから。そのようなことで実行を今

て町有林に野鼠の駆除を実行したということ

後していただきたいと思います。

ですね。

適切な、本当に、守りの弱い経済課長だと

緑資源機構から言えば、水源涵養林にはこ

いうことはないです。なかなか立派な答えを

れに属していますか、属していませんか。

ありがとうございます。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（櫻井光雄君）

今回、補正をさ

他に質疑はございま

せんか。

せていただいておりますのは、あくまでも民

（「なし」と呼ぶ者あり。）

有林でございまして、水源林を含む町有林の

○議長（吉田敏男君）

部分については含まれておりません。

第７款商工費、質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

９番。

○９番（井脇昌美君）

ということは、これ

（「なし」と呼ぶ者あり。）

は当然、地域の町の森林組合さんと連携を図

○議長（吉田敏男君）

ということですね。

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（櫻井光雄君）

申しのとおりで

ございます。

次に、３０ページ、

第８款土木費、質疑はございませんか。

り、いわば、ヘリをチャーターして実行した
○議長（吉田敏男君）

次に、２８ページ、

次に、３４ページ、

第９款消防費、質疑はございませんか。
１０番。
○１０番（後藤次雄君）

消防費の中で、負

○議長（吉田敏男君）

９番。

担金が２,０６３万９,０００円という大幅な

○９番（井脇昌美君）

これは前にも私、こ

減額になっているわけですけれども、これは

の場で同じようなことをお話しした経過はあ

どういう理由でこうなったのか、ちょっとそ

るのですけれども、この駆除の散布した実行

の辺お聞かせ願います。
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○議長（吉田敏男君）

答弁、副町長。

○副町長（田中幸壽君）

○議長（吉田敏男君）

お答えをいたしま

す。

次に、４０ページ、

第１１款災害復旧費、質疑はございません
か。

消防費の減額の件でありますけれども、数

１番。

字的には２,０００万円ということで多額な

○１番（髙橋秀樹君）

金額になっておりまして、内訳はほとんどが

万円なのですけれども、局地激甚災害の指定

人件費でございます。

は受けられたのかどうか、ちょっとお聞きし

実は、今年度、消防職員３名の、当初、欠

この災害４,９９０

たいなと思っています。

員になっておりました。１名については、足

○議長（吉田敏男君）

寄消防署から行政組合に派遣で１名が減った

○建設課長（南岡雄二君）

ということと、昨年末に１人救急救命士が退

ましては、以前にも行政報告をさせていただ

職をいたしました。さらに、今年度に入って

きながら、１１月に入りまして、１４日の日

１名、合わせて３名が欠員になったというこ

は現地調査でございます。それから１５日で

とでありますけれども、消防署の１名につい

ございますが、災害認定にかかわる調書等の

ては補充ができております。救急救命士の２

検査等を受け、公共債ということで認定を受

名については、２回ほど募集をかけたのです

けてございます。

けれども、いずれもゼロといいますか、募集

○議長（吉田敏男君）

１番。

に応募がなかったということで、それでいろ

○１番（髙橋秀樹君）

公共債であれば、補

いろ検討した結果、来年度採用で今現実には

助率というか、それはどのぐらいのあれに

専門学校等々の学校に行かれている、そう

なっていますか。ちょっとお伺いいたしま

いった現役の方を採用するということで、ま

す。

た募集を改めてやった結果、数名の方が募集

○議長（吉田敏男君）

があって、試験採用の結果、２名の内定をし

○建設課長（南岡雄二君）

ているところであります。

ます。

ただ、学校を卒業して救急救命士の国家試
験を通らないと採用できないということにな

○議長（吉田敏男君）

手当等々で約１,４００万円の減額になって

答弁、建設課長。
８０％でござい

他に質疑はございま

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

そういったことで、人件費等々の共済費、

この関係につき

せんか。

りますので、来年の５月からということで内
定を出しているところであります。

答弁、建設課長。

歳出総括ございませ

んか。
７番。

いるということと、２２年度の決算繰越が５

○７番（田利正文君）

００万円ほど出ておりますので、そういった

けれども、ここに当たるのかどうかもちょっ

部分を累計して約で悪いのですけれども約

と自信がないのですが、公園管理業務がマイ

２,０００万円の減額という形になりますの

ナスになっていまして、キャンプ場等管理業

で、御理解のほどよろしくお願いしたいと思

務、それから清掃業務です。

います。
○議長（吉田敏男君）

オンネトーに行くところの湯の滝の駐車場
他に、消防費、質疑

はございませんか。

のトイレ、バイオマストイレでしょうか、あ
のトイレが、使用方法がわからなくて、観光

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

３３ページなのです

客の方が、多分、外国人の方も多いと思うの

次に、第１０款教育

費、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり。）

ですけれども、トイレの上に上がって使うの
です。それで、汚れてひどいのだそうですけ
れども、私も見てきましたけれども、あれは
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逆にぐるっと回ってお座りするトイレなので

反者にイエローカードを交付して指導警告を

す。それをわからなくて、そのままふたの上

しているということもございました。

に上がって用を足すというふうになっている
のだそうです。

その内容についても、まず、お伺いしたい
と思います。

それで、なかなか清掃が追いつかないよう

○議長（吉田敏男君）

答弁、住民課長。

なのですけれども、その辺の対応というのは

○住民課長（西東文雄君）

大丈夫なのかなというのがありまして、

全対策ということで、自転車に対する安全の

ちょっとお聞きしたいと思います。

啓発をどのようにやっているかということ

○議長（吉田敏男君）

と、イエローカードはどういうものかという

答弁調整のため、暫

時休憩をいたします。

ただいま交通安

御質問だと思います。

午後

１時３０分

休憩

それで、イエローカードについてですが、

午後

１時３２分

再開

イエローカードにつきましては、足寄町で取

それでは、質疑を続

り組んでいるものではないというふうに聞い

○議長（吉田敏男君）
けます。

ております。これにつきましては、本別警察

歳出の総括ということでございます。ござ
いませんか。

者に対する無灯火ですとか二人乗り、これに

８番。
○８番（熊澤芳潔君）

署の方で取り組んでいる事業で、自転車利用
対してイエローカードというものを出して警

総括で３点ほどお聞

きをいたします。

告をしているというようなことらしいです。
ということで、ちょっとこちらのほう、本

まず、１６ページの交通安全対策費に関連

別警察署の取り組みなものですから、それ以

しまして、交通安全の活動についてお伺いを

上詳しいことは今ここでわかりませんので、

いたします。

御理解をいただきたいと思います。

北海道の交通事故につきましては、ことし

それから、自転車に対する安全の啓発とい

はワーストワンを解消できるということを新

うことでございますが、主に今までやってき

聞報道で知りました。

ましたのが自動車に対する交通安全の啓発・

ただ、事故の中で自転車の事故が２割を占

啓蒙ということが主で、特に自転車に特定を

めると。また、それに関連して高齢者の関係

した啓蒙・啓発というのは今まで取り上げて

の事故もふえているということでございます

きてはいませんが、御報告をさせていただけ

けれども、自転車走行に関係についてお聞き

れば、小学校、中学校の児童生徒に対する交

をします。

通安全の講話ですとか、実技指導、これに取

平成２０年６月１日から実施されている自

り組んできております。

転車の新交通ルールが実施されているわけで

一般町民に対しての部分までということに

ございますけれども、足寄町として、どのよ

なると、先ほど申したように、特に自転車に

うな啓発なり指導を行っているのかをお聞き

対する啓発・啓蒙というのは今まで特に取り

します。

組んではいないというような状況でありま

もちろん、外部団体で女性ドライバーの会
だとかライオンズクラブだとか、またロータ

す。
以上です。

リークラブ、また各企業さんとの外部の団体

○議長（吉田敏男君）

の啓発指導が行われていますけれども、行政

○８番（熊澤芳潔君）

としての指導はどういう形で行われているの

近、自転車に関しての交通事故、関連の交通

か。

事故に対して非常に国全体がそういったもの

それと、もう１点、自転車利用中の交通違

８番。
わかりました。最

を取り上げられまして、中には自転車に関連
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する事故で最近ですけれども、実刑が出たと

回、拡幅工事の関係でつくのかなというふう

いうこともございますし、そういった意味で

に思ったのですけれども、依然として、なか

は、町としても自転車に関する講話、我々、

なか。以前は予算の関係でということもござ

車を持っている方については免許を取るとき

いましたけれども、他町村を見ても、国道に

だとか講習関係で受けるのですけれども、自

関して信号機がついていない、多く交差する

転車に関して直接交通ルールを守ってもらう

点で信号機がないというところは、この３

ような講演だとか、そういった指導というの

町、本別あたりは全部国道に接するところは

はなかなかできていないのかなという気がし

信号機がついているのかなというふうに思っ

ますので、そういった意味では、行政として

てございますので、北区あたりは信号機が

もやはり、足寄町の町づくりの中の一環とし

ずっとないよと。

て、やはり自転車に関する交通事故のないよ

それから、東通りもずっと交通道路が整備

うな形で、やはり啓発等も行うべきでないの

されまして、幅広い車の交差があるのかなと

かなということで、できればそういうことを

いう気がしますので、ぜひ、信号機設置につ

やっていただけないものかなということで、

いては強く要望していただきまして、交通事

質問とします。いかがでしょうか。

故のないような、なるようなことのないよう

○議長（吉田敏男君）

に要望しておきたいと思いますけれども、お

答弁、住民課長。

○住民課長（西東文雄君）

これからの取り

聞きしたいと思います。

組みをできないかという御質問だと思います

○議長（吉田敏男君）

が、自転車の事故につきましては、本別警察

○住民課長（西東文雄君）

署のほうからも改正を受けてということでは

差点の信号機の設置という御質問であります

ないのですが、今までも運転マナーについて

が、信号機の設置につきましては、交通安全

は指導をしていただきたいというような依

の関連する団体ですとかといろいろ協議を経

頼、推進について依頼がいろいろありました

て要望をした経緯があります。

答弁、住民課長。
国道と町道の交

ので、今後も自動車だけではなくて、その中

それで、再三の要望は行っているのです

に自転車についてのそういった事故防止につ

が、設置主体が町ではなくて、御存じのとお

いての啓蒙・啓発というような内容も取り入

り道の公安委員会が設置するということであ

れた活動をできるだけ取り組んでいくように

りますので、現在まだ設置されていないとい

していきたいと考えておりますので、御理解

うような状況です。

をいただきたいと思います。
○議長（吉田敏男君）
○８番（熊澤芳潔君）

交差点の信号機の設置が必要だということ

８番。

で、今後も継続して要望を行っていきたいと

わかりました。ぜ

考えておりますので、御理解をお願いいたし

ひ、自転車もだんだん高齢者の方も乗ってい

ます。

ることも見ますし、必ずしも交通ルールに基

○議長（吉田敏男君）

８番。

づいていないような走行がございますので、

○８番（熊澤芳潔君）

死亡事故が起きてか

歩道の上を自転車が走るとか、そういったこ

らつけるというようなことが見られますの

とがございますので、ぜひ、何らかの形で進

で、その前に、ぜひ、強く要望していただき

めていただきたいと思います。

たいというふうに思います。

それから、国道に接する交差点の信号機の
関係でございますけれども、これもかねてか
らお寺から下がってきて、サツドラ横、そこ

次に行きます。よろしいですか。
次に、同じ１６ページの企画振興費の関係
でお伺いします。

の信号機については、以前からそういった要

生活交通路線推進対策事業費補助金という

望があったかと思いますけれども、私も今

ことが挙げられておりますけれども、このこ
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とにつきましては、総務委員会に提出してい

利用促進をというようなことで、通学定期の

ただきまして、一定の議論が重なりまして、

運賃差額の補助ですとか、そういう補助を

３５７万５,０００円の関係につきましては

やっておりますし、沿線においても同じよう

理解をするわけでございますけれども、今

な形で補助をしているということで、それぞ

後、毎年負担が、これからいきますとふえる

れの町で利用の促進を図っていこうというこ

可能性が大きいのかなという気がいたしま

とで進めておりますし、先ほど言いましたブ

す。

ロック会議でも、そういう利用促進を図って

ただ、高齢者が増す中で、バスは地域の足
として絶対これは必要なことだと思いますの

いこうということでの協議もされておりま
す。

で、そういった中で、各町村、お互い利用の

それから、ダイヤについては先ほど言いま

促進努力だとか、運行のあり方も含めて、こ

したように、平日については９便、それか

ういった負担を伴うことによっての対策だと

ら、土日祝日については７便ということで、

かがなされるのかどうか。

現状でいきますと、銀河線があったときと同

また、利用促進のためのＰＲ等はどのよう
な形で行われているのか。

じような形でバスを走らせているという形に
なっております。

また、一部高齢者の利用者から、時間、ま

停留所が前は駅しかございませんでしたけ

た距離の関係があって、トイレの関係で非常

れども、今、停留所というのが国道沿いに何

に大変だということも聞きますけれども、こ

カ所かありますので、そういった意味では、

れらについて３点ほどお伺いします。

自分の家からそんなに歩かなくてもバスの停

○議長（吉田敏男君）

留所まで行けて、そこからバスに乗れるとい

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

ふるさと銀河線

うような形で、そういった部分では少し利便

代替バス対策の関係でございますけれども、

性はあるのかなというふうに考えておりま

行政報告の中でも申し上げておりますとお

す。

り、運行がふるさと銀河線が廃止になった

以上でございます。

後、沿線自治体との協議の中で、ふるさと銀

○議長（吉田敏男君）

８番。

河線のダイヤと同じような形で運行していく

○８番（熊澤芳潔君）

わかりました。

ということで、今運行がされております。

今回この中身を見まして、当然、赤字補て

それで、行政報告の中でも報告しておりま

んのための負担が、国、道、それから、地元

すけれども、平日は往復で９便、それから、

自治体、さらに、今回は平均乗車率が５人以

土曜、日曜、祝日については往復で７便とい

下の場合の負担も伴ったということでござい

うような形で、なるべく住民の方たちに銀河

まして、最低でも各自治体で平均乗車率５人

線があったときと同じような形で、不便にな

以上の乗車目標も立てながら、何とか負担の

らないようにというような形で運行をさせて

少ない形でできないものかということも必要

いただいております。

かと思いますけれども、鉄道の関係のときは

それで、運行に対する協議でございますけ

確かに、職員も含めて一般の方もそれぞれ出

れども、沿線自治体でブロック会議というの

張等については乗車をいただきながら努力を

をつくってございまして、その中で運行の状

していたという経過もありますけれども、今

況ですとか、それから、運行の今後の体制に

回バスになりまして、確かに時間等の関係も

ついても協議を図っているところでございま

ありまして、そういったことも難しいのかな

す。

という気がいたしますけれども。

それから、行政報告の中でも申し上げてお

そういったこと以外に、これから、例え

りますけれども、本町においても、なるべく

ば、方法としてはそれぞれ各町村でいろいろ
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なイベントがございますよね。そういったイ

ういった部分では、なるべく多く利用してい

ベントを通じて、それぞれ多くの皆さんにＰ

ただいて、長くこのバスが運行していけるよ

Ｒも含めて乗っていただくような、そういっ

うに、安定的に運転していけるようなことを

たことも一つには考えられるのかなという気

今後も検討していかなければならないと考え

がいたしますし、そういったことを含めて、

ておりますので、よろしくお願いいたしま

何としても５人以上の乗車率向上に努めてい

す。

くという方法もお互い各町村で何とか方法論

○議長（吉田敏男君）

８番。

を議論していく必要があるのかなという気が

○８番（熊澤芳潔君）

わかりました。いず

いたしますし、これは、先ほど町長が言って

れにしても、難しいのかなという気がいたし

いました自助・共助・公助ということの大き

ますけれども、とにかく負担を考えたら５人

な意味での各町村のお互いの協力が必要なの

以上何とか平均乗車率になるような形で努力

かなという気がいたしますので、そういった

をしていただきたいということで要望しまし

ことも含めて、再度、努力をしていただきた

て、お願いいたします。

いということでお伺いいたします。
○議長（吉田敏男君）

続きまして、もう１点でございますけれど

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

も、４０ページの学校給食費の関連で、この

銀河線の列車の

たび、東日本大震災によりまして原発事故に

ときには、４人で一緒に乗ったらそれに対す

よる放射性セシウムの問題が言われていま

る補助だとか、それから、イベント列車を仕

す。

立ててといいますか、でお客さんをふやした

放射線の影響を受けやすい乳幼児を抱える

りだとか、そういうような形で利用者をふや

母親から不安が広がっておりますけれども、

すというようなことも行っていたわけなので

北海道といえども、帯広で牛肉店が２カ所、

すが、今回バスになって、路線バスというこ

放射線セシウムを含む稲わらを食べた食肉が

とになっているものですから、例えば、イベ

出荷されたとか、また、このたび、御承知の

ントをやって多くの人たちに乗ってもらおう

ように、粉ミルクがセシウムの検出がされた

とすると、路線バスの中ではなかなか難しく

とか、ちょっと難しい話になりますけれど

て、別な借り上げバスというのか、そういう

も、米国大学宇宙研究協会ＯＳＲＥＡや東京

ような形になってしまうものですから、イベ

大学の国際チームが発表した、北海道もセシ

ントをやって、この路線バスに乗ってきてい

ウムの沈着した可能性が示されるなど、町民

ただける分については、多くの方に乗ってき

にとっては不安を余儀なくされていることで

ていただければ平均乗車率というか、お客さ

ございますけれども、さらに、国も放射線物

んがふえたよということになるのですが、別

質の濃度に関する基準見直しも進めているこ

に車を仕立ててというような形で借り上げバ

となど、早急に自治体としては対策をする必

スみたいな形にしますと、それは全く別なも

要があるのだと思いますけれども、１点目の

のになってしまうというようなことで、なか

質問でございますけれども、給食食材の放射

なか現状今走っている路線バスに皆さんが

検査についての質問でありますけれども、足

乗っていただくというのがやっぱり利用者を

寄町給食センターにおける道外産の野菜の購

ふやすという形になるものですから、なかな

入割合について、どのようになっているの

か難しい部分というのがございます。

か。もし、調べているとすれば、お伺いした

ただ、議員もおっしゃられていましたけれ

いと思います。

ども、やはり高齢者の方だとか、自分で運転

○議長（吉田敏男君）

できない方にとっては唯一の足であります

○教育次長（鈴木

し、唯一の公共交通機関でありますから、そ

す。
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答弁、教育次長。

泉君）

お答えいたしま

平成２２年度の野菜の購入実績であります

御理解のほど、よろしくお願いいたしま

が、納入の際に判明できる内訳の割合としま

す。

して、今、品目を申し上げますが、キャベ

○議長（吉田敏男君）

８番。

ツ、白菜、長ねぎ、キュウリ、玉ねぎ、大

○８番（熊澤芳潔君）

最後でございますけ

根、にんじん、ジャガイモ、それらの合計

れども、新聞によりますと、道内では給食食

で、地元産につきましては３１％程度、それ

材の放射性物質検査について、新聞報道であ

から、十勝管内の近隣産と言われるものにつ

りますけれども、札幌市、帯広市、倶知安町

きましては１１％、他の道内産につきまして

で測定を行うとの報道があったわけでござい

は２９％になりまして、残り道外産につきま

ますけれども、足寄町教育委員会としては、

しては２９％となっております。

給食センターの関係につきましてはどのよう

以上、答弁といたします。

に考えておられるのか、お伺いいたします。

○議長（吉田敏男君）

８番。

○議長（吉田敏男君）

○８番（熊澤芳潔君）

わかりました。

○教育長（加藤和弘君）

教育長、答弁。
先ほど次長の方か

それと、二つ目の質問ですけれども、放射

ら答弁いたしましたように、現在出回ってい

検査機の関係でございますけれども、放射能

る食品、食材につきましては安全が確保され

物質測定機器の導入経費については、どのよ

ていると、このように考えております。

うになっているのかをお伺いをいたします。
○議長（吉田敏男君）
○教育次長（鈴木

答弁、教育次長。

泉君）

お答えいたしま

す。

教育委員会といたしましては、現段階では
独自に食材の放射線測量検査をする予定は
持っておりませんけれども、学校給食は子供
たちに安全で安心できる給食を提供すること

放射の検査機器の導入においては、北海道
の道内の市町村では補助対象にはなっており
ません。

が最も大切なことであると、このようにも考
えております。
放射能検査機器の導入、あるいは、その必

したがいまして、すべて一般財源でありま

要性等についての課題を、これも今後、調

して、機器の導入経費につきましては、３０

査、検討してまいりたいと存じますので、御

０万円前後が想定されております。

理解のほどよろしくお願いしたいと思いま

以上、答弁といたします。

す。

○議長（吉田敏男君）

８番。

○議長（吉田敏男君）

８番。

○８番（熊澤芳潔君）

放射性物質の関係に

○８番（熊澤芳潔君）

全体の概要はわかり

ついて、給食センターで購入している食品に
ついて、どのように考えておられるかをお願
いいたします。

このことにつきましては、教育関係ばかり
でなくて、町全体の問題として今後もいろい

○議長（吉田敏男君）
○教育次長（鈴木

ました。

教育次長、答弁。

泉君）

お答えいたしま

す。

ろあろうかと思いますので、行政としまして
課題解決に向けて努力をしていただきたいと
いうふうに思いますので、よろしくお願いい

学校給食で使用している食品につきまして

たします。

は、国が示した考え方に基づきまして、関係

以上でございます。

都県における放射性物質の検査等を踏まえま

○議長（吉田敏男君）

して、出荷制限等など必要な措置が講じられ

ませんか。

ておりまして、信頼の置ける流通を通じまし

他に歳出総括ござい

（「なし」と呼ぶ者あり。）

て購入を行い、安全性が確保されていると考

○議長（吉田敏男君）

えております。

ります。
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８ページ、歳入に入

歳入一括で行います。質疑はございません
か。

ちょっと、私、特に普通の人より理解力が

９番。
○９番（井脇昌美君）

ただいて、本当にありがとうございます。
ないものですから、一生懸命聞いていたつも

先ほどの説明の中

りなのですけれども、結局、法人税が結構何

で、法人、町税、補正前の額から約９４０万

らかの形で、減額５７.２％ですか、何らか

円近く減額になって、その内容が、減免課税

の形の中で未回収というのではないのです

の減額ということで報告されているのですけ

ね、税として予定したものが入ってきていな

れども、これは恐らく、私ども、なかなかこ

いということですね。あとの４３％。

の中の数値の詳細というのはわからないので

今年度の中で、その差額を町税と含めた中

すけれども、企業の倒産も含めた中で未回収

で、総額として９３８万２,０００円の減額

もあるのかなと思ったり、ちょっとその辺が

で数字を合わせたという、そのような解釈で

わからないのですけれども、差し支えない程

いいのですか。

度の説明で結構ですけれども、この９３８万

ちょっと、私、理解不足なのかな。ちょっ

２,０００円という減額、非常に税の面では

とわからないところ、申しわけないのですけ

皆さん苦労して徴収しているわけですから、

れども。

大きな金額、約１７％を超えるのですか、補

○議長（吉田敏男君）

正前の額と補正のパーセンテージを言うと、

す。

暫時休憩いたしま

大きなパーセンテージになっているものです

午後

２時０２分

休憩

から。

午後

２時０６分

再開

差し支えない程度でいいですから、税です
から。ちょっと説明していただければありが
たいと思うのですけれども。
○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。
答弁、住民課長。

答弁、住民課長。

○住民課長（西東文雄君）

○議長（吉田敏男君）

今回、法人町民

税の現年課税分の減額補正についてというこ
とですが、法人町民税につきましては、法人
税割と均等割、この二つがあります。

○住民課長（西東文雄君）

すみません、時

間をとらせてしまいまして、申しわけありま
せん。
先ほど、ちょっと説明が悪くて、申しわけ
ありません。

ことしの７月までの実績と前年の実績を対

法人町民税につきましては申告納税です。

比をしまして、ことしの均等割につきまして

今年度の当初予算の計上ですが、前年の申告

は、前年比で現在の数字ですが９６.５％程

実績から今年度の見込額を当初予算で計上し

度いっております。

ましたが、その見込額よりもかなり落ちてい

一方、法人税割のほうですが、前年度の同

るということで、これにつきましては、前年

時期と比較をしますと５７.２％という実績

に比較して、ことしの法人経営の状況が前年

で、約半分強の収入の実態です。

と比較すると悪化しているということが原因

この状況から、法人税割につきまして、今
回、決算見込み数字を出しまして、その当初

だと思われます。
以上です。

予算額との差がおおよそ９３８万２,０００

○議長（吉田敏男君）

円程度落ちるだろうという見込みで今回補正

せんか。

をさせていただきました。

他に質疑はございま

３番。

以上です。

○３番（榊原深雪君）

ふるさと納税寄附金

○議長（吉田敏男君）

９番。

のことなのですが、５０万４,０００円の件

○９番（井脇昌美君）

一生懸命説明してい

数と、あと、金額がどれぐらいからどれぐら
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いまであるかということをお聞きします。

いうことに使ってほしいと、応援寄附金の使

○議長（吉田敏男君）

いみちについてもお聞きをするということに

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

ふるさと応援寄

附金の御質問でございますが、件数につきま
しては、平成２０年度から始まっておりまし

してございます。
寄附をいただいた後、御礼状と領収証を出
しております。

て、これまで全体で２８件でございます。金

それから、年に一度、広報に寄附をいただ

額が３４４万７,９００円となってございま

いた方たちのお名前、広報等で公表してもよ

す。

ろしいですよという方については、広報でお

平成２３年度分につきましては、今の２８

知らせをして、こういう方たちからこれだけ

件のうち２件で、１０１万円でございます。

足寄の応援寄附金をいただいているというこ

○３番（榊原深雪君）

とで広報をさせていただいております。

私がお聞きしたの

は、１件当たりが何千円から、最高額どれぐ

以上でございます。

らいまでの方がいらっしゃるかということを

○議長（吉田敏男君）

３番。

お伺いしたのですが。

○３番（榊原深雪君）

このふるさと納税寄

○議長（吉田敏男君）

金額の話ですね。幾

らから幾らぐらいの範囲でありますかという
ことです。

附金のことに対しましては、自治体はかなり
の力を入れていっている状況であります。
そして、この貴重な寄附金をいただいた方

答弁、総務課長。

にどういうふうに感謝の気持ちをあらわすか

○総務課長（渡辺俊一君）

大変申しわけご

ということも大切なことだと思います。

ざいません。

そこで、自治体の企画力とかアイデアに

金額でございますけれども、最低が、最低
がという言い方も何かあれですけど、５,０

よって、この大切な財源が求められることが
多くなると思うのです。

００円から最高で５０万円というようなこと

そして、その自治体によっては、特産品を

で、金額については５,０００円から５０万

送ったり、金額によっていろいろなものをし

円までの範囲の中で寄附をいただいていると

ているというところがふえてきております。

いう内容となってございます。

それで、自治体によって企画力があること

よろしくお願いいたします。

によってたくさんの寄附金が集まるというと

○議長（吉田敏男君）

３番。

ころで、これからきっと競争になるかと思い

○３番（榊原深雪君）

では、この寄附をい

ます。

ただいた方にどのように対応をされています

その中で、寄附をしていただいた方の、や

か。町長からのお礼状とか、あと広報を送る

はり足寄町を思う心の寄せ方とか、ああいう

とかいろいろな方法があると思うのですけれ

ことをきちんと受けとめるように、これから

ども、今現在、どのようなことで寄附された

もいろいろな企画などアイデアを出し合いな

方に対応されておりますでしょうか。

がら、こたえていけるように、やはり足寄へ

○議長（吉田敏男君）

の思いの方を大切に大切にしながら、ふるさ

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

御寄附をいただ

と納税寄附金に対しましては進めていかれた

くときには、まず最初に連絡をいただきまし

らいかがかと思いますが、それはこれからど

て、大体がふるさと応援寄附金をしたいとい

のようにしていくおつもりでしょうか。

うことで連絡をいただきまして、それで私ど

○議長（吉田敏男君）

ものほうから書類を送らさせていただきま

○総務課長（渡辺俊一君）

す。

附金ということで御寄附をいただいておりま

その中で、金額ですとか、それから、どう

答弁、総務課長。
ふるさと応援寄

すが、寄附をしていただける方については、
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やはり、ふるさとを思う気持ちですとか、ふ

こういうことで使ってほしいという使いみち

るさとの足寄町の町づくりに少しでも応援で

を書いていただいている方たちの合計を集計

きればというような気持ちで寄附をしていた

しておりますが、その中で一番多いのは、町

だいているというように考えております。

長にお任せというのが一番多くて、１５件で

そういった部分では、特産品だとかそう

１５０万円ほど、１５０万円弱ぐらいの金額

いったものがあるから応援寄附をするだと

が町長にお任せという部分で御寄附をいただ

か、ふるさと応援寄附をするだとかというよ

いているところでございます。

うなことでは、多分ないのだろうというふう
に思っています。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

そういったことで、やはり、足寄をふるさ

せんか。

と、そして、足寄を応援したいというそうい

４番。

他に質疑はございま

う方たちの気持ちを考えますと、そういう寄

○４番（木村明雄君）

附をいただいた方に感謝の気持ちを込めて、

理のところなのですけれども、足寄町は、町

例えば特産品を送るだとかということもござ

の中、そしてまた地域についても、地籍調

いますが、やはり、そういうことになります

査、これについてはおくれているということ

と一定の経費もかかるわけでございまして、

なわけなのですけれども、その辺で、これは

決して、いろいろと足寄の町づくりのために

継続事業として、来年、それからまた、これ

使ってほしいということで寄附をいただいた

から先に向けて、どういうふうな形で進むの

形の気持ちでいけば、決してそういう都合で

か、その辺をまずはお聞きしたいと思いま

経費を使ってほしいというのが本心ではない

す。

のかなというふうに考えております。

○議長（吉田敏男君）

そういうことを考えていきますと、ここで

１１ページの土木管

答弁、建設課長。

○建設課長（南岡雄二君）

地積調査事業に

いただいた寄附金を、寄附をしていただいた

かかわることだと思いますが、あくまでも今

方たちの思いをどう形にするかというところ

回この補助金を減らされたのは単年度でござ

を大切にしながら、有効に寄附を活用させて

いまして、一度見送ったというのも、国から

いただくという形で進めさせていただこうと

の要請によって他に使うところ、要するに新

いうぐあいに考えております。

規地区とか、これは確実な情報ではございま

以上でございます。

せんけれども大きく震災の関係も影響がある

○議長（吉田敏男君）

３番。

と思います。そういうところにお金を回すと

○３番（榊原深雪君）

わかりました。

いうことから、事実２割の要するにカットに

そして、寄附いただいた方の町づくりへの
思いということが、この１０項目に分かれて
います。それで集計されたと思いますけれど

協力してくれということでやられたものです
から、こういう経過をとりました。
そして、今後におきましても、私どもも４

も、特に多かったのはどれでしょうか。

年に１地区、新規地区を着手してございま

○議長（吉田敏男君）

す。この方針については、今後についても計

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

先ほど、５,０

画的な事業の推進に図ってまいりたいと考え

００円から５０万円ということでお話しさせ

てございます。

ていただきましたが、ちょっと間違っており

○議長（吉田敏男君）

まして、最高の方は１００万円という金額が

せんか。

ございました。

他に質疑はございま

（「なし」と呼ぶ者あり。）

それで、１０項目ございますけれども、そ
れぞれ集計をしてございます。それぞれの、

○議長（吉田敏男君）
んか。
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歳入総括ございませ

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

次に、４ページにお

戻りください。

これで、質疑を終わ

ります。
これから、自由討議を行います。自由討議

第２表、地方債補正変更２件。質疑はござ

ございませんか。

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり。）

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括は

ございませんか。

終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

ませんか。

これで、質疑を終わ

ります。

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

これから自由討議を行います。自由討議ご
ざいませんか。

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第９９号平成２３年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

これで、自由討議を

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

これで、自由討議を

終わります。

号）の件を採決をします。
この評決は、起立によって行います。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって議案第９９号平成２３年度足寄

これから、議案第９８号平成２３年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

町一般会計補正予算（第１０号）の件の採決

号）の件は、原案のとおり可決されました。

をいたします。

５９ページをお開きください。

この評決は、起立によって行います。

これから、議案第１００号平成２３年度足

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

の質疑を行います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

寄介護保険特別会計補正予算（第３号）の件
６４ページから６７ページ、歳入歳出一括

全員の起立です。

で行います。質疑はございませんか。

したがって、議案第９８号平成２３年度足

（「なし」と呼ぶ者あり。）

寄町一般会計補正予算（第１０号）の件は、

○議長（吉田敏男君）

原案のとおり可決されました。

か。

次に、４３ページをお開きください。

（「なし」と呼ぶ者あり。）

これから、議案第９９号平成２３年度足寄
町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２
号）の件の質疑を行います。

○議長（吉田敏男君）
ります。
ございませんか。

で行います。質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり。）

（「なし」と呼ぶ者あり。）

○議長（吉田敏男君）

総括ございません

か。

これで、質疑を終わ

これから、自由討議を行います。自由討議

４８ページから５７ページ、歳入歳出一括

○議長（吉田敏男君）

総括ございません

これで、自由討議を

終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

（「なし」と呼ぶ者あり。）

ませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

この評決は、起立によって行います。

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

これから、議案第１００号平成２３年度足
寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）の
件を採決をします。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１０１号平成２３年度

この評決は、起立によって行います。

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

本件は、原案のとおり決定することに賛成

理事業特別会計補正予算（第５号）の件は、

の方は起立願います。

原案のとおり可決されました。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

７９ページをお開きください。

全員の起立です。

したがって、議案第１００号平成２３年度
足寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）
の件は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第１０２号平成２３年度足
寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
４号）の件の質疑を行います。
８４ページから８５ページ、歳入歳出一括

６９ページをお開きください。

で行います。質疑はございませんか。

これから、議案第１０１号平成２３年度足

（「なし」と呼ぶ者あり。）

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

○議長（吉田敏男君）

事業特別会計補正予算（第５号）の件の質疑

か。

を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり。）

７４ページから７７ページ、歳入歳出一括
で行います。質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

総括ございません

これから、自由討議を行います。自由討議

総括ございません

ございませんか。

か。

（「なし」と呼ぶ者あり。）
（「なし」と呼ぶ者あり。）

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。

終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

これから、自由討議を行います。自由討議

ませんか。

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり。）

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

これで、自由討議を

終わります。
ませんか。

す。
これから、議案第１０２号平成２３年度足
寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

（「なし」と呼ぶ者あり。）

４号）の件を採決をします。

討論なしと認めま

す。

この評決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成

これで、討論を終わります。

の方は起立願います。

これから、議案第１０１号平成２３年度足
寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理
事業特別会計補正予算（第５号）の件を採決
をします。

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

これから、討論を行います。討論はござい

○議長（吉田敏男君）

これで、自由討議を

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１０２号平成２３年度
足寄町介護サービス事業特別会計補正予算
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（第４号）の件は、原案のとおり可決されま

の委員長から、総合条例第１３６条の規定に

した。

よって、お手元に配付をいたしましたとお

８７ページをお開きください。

り、閉会中の継続調査の申出があります。

これから、議案第１０３号平成２３年度足
寄上水道事業会計補正予算（第４号）の件の
質疑を行います。

お諮りをいたします。
委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調
査とすることに御異議ございませんか。

９０ページ、資本的支出一括で行います。
質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり。）
異議なしと認めま

す。

総括ございません

か。

したがって、委員長の申し出のとおり閉会
中の継続調査とすることに決定をいたしまし

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

た。

これで、質疑を終わ

ります。

お諮りをいたします。
本定例会の会議に付された事件は、すべて

これから、自由討議を行います。自由討議

終了をいたしました。

ございませんか。

したがって、総合条例第２８条の規定に

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

よって、本日で閉会をしたいと思います。

これで、自由討議を

これに御異議ございませんか。

終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり。）

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり。）
○議長（吉田敏男君）

したがって、本定例会は、本日で閉会する

討論なしと認めま

す。

ことに決定をいたしました。
これで、本日の会議を閉じます。

これで、討論を終わります。

平成２３年第４回足寄町議会定例会を閉会

これから、議案第１０３号平成２３年度足

をいたします。

寄町上水道事業会計補正予算（第４号）の件
を採決をします。

午後

この評決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１０３号平成２３年度
足寄町上水道事業会計補正予算（第４号）の
件は、原案のとおり可決されました。
◎

閉会中継続調査申出書

○議長（吉田敏男君）

日程８

閉会中の継

続調査申出の件を議題といたします。
総務産業常任委員会、文教厚生常任委員
会、広報広聴常任委員会及び議会運営委員会
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２時３１分

閉会

