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◎議事日程
日程第１

陳情第１号

「介護保険制度の『緊急改善』を求める意見書」の提出を求める
陳情書（文教厚生常任委員会）＜Ｐ３＞

日程第２

一 般 質 問

＜Ｐ３〜Ｐ４９＞
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午前１０時００分

開議

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

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

す。全員の出席でございます。

これから、陳情第１号「介護保険制度の

これから、本日の会議を開きます。

『緊急改善』を求める意見書」の提出を求め

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

る陳情書の件を採決をします。

です。

本件に対する委員長の報告は採択です。
本件は委員長の報告のとおり決定すること
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

に賛成の方は起立願います。

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

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

全員の起立です。

したがって、陳情第１号「介護保険制度の
１

『緊急改善』を求める意見書」の提出を求め

２月７日に開催されました第４回定例会に伴

る陳情書の件は、委員長の報告のとおり採択

う議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

することに決定をいたしました。

ます。
本日は、最初に、１２月４日の本会議にお

◎

一般質問

いて、文教厚生常任委員会に付託いたしまし

○議長（吉田敏男君）

た陳情第１号の審査報告を受け、審議を行い

を行います。

ます。

日程第２

一般質問

順番に発言を許します。

次に、一般質問を行います。

１０番、後藤次雄君。

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

○１０番（後藤次雄君）

通告書に基づきま

して、一般質問をしたいと思います。

委員会委員長の報告を終わります。

平成２５年度予算編成方針と重点項目につ
いて伺いします。

◎

陳情第１号

○議長（吉田敏男君）

日程第１

予算編成に当たっては、国や地方の厳しい
陳情第１

動向と財政状況の中での方針になると思いま

号「介護保険制度の『緊急改善』を求める意

すが、総選挙の影響で国の編成予算も年明け

見書」の提出を求める陳情書の件を議題とい

にずれ込む状態であり、また、第５次総合計

たします。

画（平成２５年〜２６年度）を、町総合開発

本件における文教厚生常任委員会委員長の
報告は、別紙配付のとおりです。

審議会に諮問し、１１月１５日に原案どおり
答申され、第４回定例会議の冒頭、行政報告

本件における委員長の報告は採択です。

で、一層の行財政の簡易効率化を進め国や北

これで、委員長の報告を終わります。

海道からの補助金、有利な地方債を活用し状

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

況を的確に見定めながら最小限の経費で最大

います。

限の効果を上げ、将来につながり暮らしに直

質疑はございませんか。

結する行財政運営を進める内容になっていま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

すが、平成２５年度の総合計画に計上された

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。

重点項目をどのように予算に反映させていく
のかお伺いします。

これから討論を行います。討論はございま
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以上です。

○議長（吉田敏男君）

答弁、安久津町長。

画の着実な推進、協働によるまちづくりの推

後藤議員の一般質

進、安全・安心な住みよい生活環境整備の推

○町長（安久津勝彦君）
問にお答えをいたします。

進、農・林・商工業振興対策、医療と介護、

内閣府が発表いたしました１１月の月例報

福祉等連携システムの推進の５点を重点施策

告によりますと、日本経済は、世界景気の減

として掲げ、総合計画の着実な推進を最優先

速等を背景として、このところ弱い動きと

事項と位置づけております。

なっているとして、今後も雇用・所得環境の

緑輝く大地に人のやさしさがあふれるまち

先行き、デフレの影響等に注意が必要であ

づくりを推進するため、足寄町自律プランに

り、世界景気のさらなる下ぶれや金融資本市

基づき、簡素効率化を追求して最小の経費で

場の変動等が景気を下押しするリスクとなっ

最良の形で提供するために、職員一丸となっ

ているなど、依然として不透明な状況が続い

て一層の努力をするよう指示をしたところで

ていると分析をしております。

あります。

国の平成２５年度予算の概算要求組換え基

また、予算要求にあたって、すべての経費

準についてにおきましては、持続可能な財

について町行政の責任として実施すべきもの

政・社会保障制度の構築を図ることや、東日

であるか、現在のやり方が最適であるか等の

本大震災からの復興対策、防災・減災対策、

精査を行い、総合計画に計上されている事業

さらには日本再生戦略を踏まえ、再生可能エ

であっても、事業効果等を再精査し、状況に

ネルギー導入等に関するグリーン、医療と介

よっては実施内容や実施時期の変更を行いた

護、生活サービスの包括提供等に関するライ

いと考えており、地方債を発行する場合に

フ、新規就農促進や第６次産業化等に関する

あっては、後年度の財政負担を軽減するため

農林漁業について予算を重点配分することと

に、交付税補てん率の高い起債を厳選するこ

しております。

ととしております。

一方、本年９月に示されました総務省の概

現在、本町では予算編成作業を開始したと

算要求における平成２５年度地方財政収支の

ころでありますが、今回の衆議院議員総選挙

仮試算において、一般財源の総額は実質的に

後の政権の枠組みによっては、国の予算、地

平成２４年度の水準を下回らないよう確保す

方財政計画の変更が予測されるため、関係省

るとされました。

庁などからの情報収集に努め、国の動向を的

しかしながら、本町においては、歳入の根

確に把握した上で、自律プランに基づき行政

幹をなす町税収入は伸び悩み、また、歳入の

事務の見直しを進め、第５次総合計画計上事

ほぼ５割を占める普通交付税においても状況

業等の着実な推進のために努力をしてまいり

が不透明であるため、前年度並みの一般財源

ますので、御理解を賜りますようお願い申し

を確保できるか流動的な状況です。

上げ、答弁とさせていただきます。

歳出では、高齢化の進展や低所得世帯の増

○議長（吉田敏男君）

加などによる福祉・高齢化対策等の義務的経

再質問を許します。

１０番。

費は引き続き増加し、また、平成２５年度以

○１０番（後藤次雄君）

降、高齢者複合施設整備、公営住宅建設、学

弁をもらったとおり、選挙終わってまだ固

校給食施設整備を初めとする大型事業の実施

まっていない段階での御説明だと思いますの

が予定されており、今後も厳しい財政環境が

で。

続くことが予想されております。

今、町長から御答

まず、第５次総合計画の中から聞いていき

このような状況下、町民からお預かりした

たいと思うのですけれども。

限りある財源を有効に活用するため、平成２

総合計画の５ページの１、２番にある新エ

５年度予算編成におきまして、第５次総合計

ネルギー推進事業。これは、この中に第７回
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臨時会で町長の行政報告であった次世代エネ

それから、あと、うちの町は早くから取り

ルギーパークの認定についてということで報

組んでおりますけれども、温泉熱利用。これ

告があったわけですが、この関係について

は、体育館の熱源については温泉熱を利用し

は、この新エネルギー推進事業とこの認定の

ておりますから、このこと。

関係については競合するのか、それともまっ

それと、今現在、家畜ふん尿のバイオマス

たく別な事業なのか、そこをまず聞きたいと

プラント。これは２基ございます。このこと

思います。

も当然そのコースの中に含めていくというこ

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、安久津町長。

と。

お答えをいたしま

す。

それから、もう一つ、まだ実験施設ではあ
りますけれども、螺湾の活性化センターに雪

さきの議会で報告いたしましたとおり、た

氷、冬の間に氷をつくってそれを夏の間に利

しか１０月５日付だったというふうに思いま

用していくという。これまだ実験段階であり

すけれども、経済産業省から次世代エネル

ますけども、このことも含めて、このパーク

ギーパークの認定をいただいたということで

構想を。

ございます。

すなわち、町外の方々から足寄町に新エネ

当然、この総合計画に載っておりますエネ

の視察に来たときに、今考えているのは、こ

ルギー推進事業。ここでは住宅用の太陽光シ

れらの大まかな施設も含めて見学コースとい

ステムの導入補助金を継続してやっていきま

いますか、そういったものを設置をしていく

すと。それから、ペレットストーブの導入補

という考え方でございます。

助金の事業についても継続してやっていきま
すということで計上してございます。

これは、新年度の４月からスタートをさせ
たいということで、１２月に関連する補正予

当然、これは我が町が取り組んでおります

算を計上させていただいてパンフレットの作

新エネの関係に関連する事業でございます。

成、これ案内のです。それから、各施設にお

今考えております、先ほど申し上げた計算

けるパネルの作成をやっていきたいなという

書から認定されたエネルギーパーク構想。こ

ことで、４月からのそういった受け入れに向

れにつきまして、大きく大まかにいいます

けて取り組みをしていきたいということで考

と、我が町で取り組みをしております、民間

えております。

事業者が取り組んでおりますペレット事業。

ですから、直接、お尋ねのこの二つの事業

これは、工場を含めでございます。これに関

について、このこともどうなのかというと、

連しては、役場庁舎でペレットボイラーを導

関連はしますけれども、ここのところで見学

入している。それから、子どもセンターでも

をすることにはならないのかなという、そん

ペレットボイラーを導入している。それか

な思いはしております。

ら、これまた民間事業者がやっておりますペ

以上でございます。

レットストーブの開発等もやってますから、

○議長（吉田敏男君）

これらを関連して一つのコースといいます

○１０番（後藤次雄君）

か、それが一つ考えられるだろう。

らってわかったのですけれども、例えば、こ

１０番。
詳しく説明しても

それから、太陽光でいきますと、間もなく

の１０月２３日に報告された行政報告の中

完成をいたしますけれども、中学校の改築に

で、これをずっと読んでいきますと、最終的

あわせて屋上に太陽光発電のパネルを乗っけ

に認定を受けたことによって補助事業の優遇

るということになってますから、当然これは

措置があるということになってますけども、

一つのそのコースにも含まれてくるというこ

今、町長が説明するとおり１２月の補正予

とです。

算、それから来年度にこれを実施していくと
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なると、これ例えば、見学も含めてやるとい

ならないのかなという、こんな思いをしてい

うことになると、すごくいい事業なのだけ

るわけでありますけども。

ど、ただ足寄は見学やなんか来てもまず泊ま

いずれにしても、町外から我が町を訪れて

るところがないと。それで、交通手段もない

いただけるということについては、やはりそ

と。そういう中で、私は本当にこの事業やる

れこそ平たく言えば、ジュースの１本でも

ことによって、足寄町のバイオマス含めたい

買っていただければなと、そんな思いもして

ろんなことが町の産業振興になると思います

いるところでございますから、受け入れにつ

けれども、ただ、今言ったみたいなことと、

いては丁寧な対応をしていきたいなと、こん

それから、私はもう一つ、まるっきり関係な

なふうに思っているところでございます。

いかもしれませんけど、この事業をやるこの

それから、視察に来られる方というのは、

案内、これ前にも私いったとおりコミュニ

やっぱりそれなりの目的を持って、しかも団

ティバスがどういうふうになってるか前回の

体で行動してますから、交通手段については

質問では、今、調査中とそういうことだった

それぞれ来町される方々が万全にされてお見

のですけど、そのことも含めて、やっぱり

えになっているということでございますか

せっかくいい事業をやるには受け入れがある

ら、視察に関してはそのことはちょっとあん

わけです。きちっと宿泊だとか、そういう交

まり考えなくてもいいのかなという、そんな

通手段をやっぱり整えておくほうがいいので

思いをしております。

ないかという考え方もってるのですけど、そ
の辺はどうですか。
○議長（吉田敏男君）

ただ、今現在進めておりますコミバスの取
り組み状況については、今、総務課長のほう

答弁、安久津町長。

から現在の状況につきましては、引き続き答

議員御指摘の我が

弁をさせていただきたいというふうに思いま

○町長（安久津勝彦君）

町には宿泊施設、旅館につきましては数件ご

す。

ざいますけども、ある程度大勢の方が来られ

以上でございます。

たときに宿泊施設がないよねというのは、以

○議長（吉田敏男君）

前から指摘をされているところであります

○総務課長（渡辺俊一君）

し、何とか本当にできないのかなという、そ

す。

答弁、総務課長。
お答えいたしま

んな思いもしてますけども、これはなかなか

コミュニティバスの検討状況でございます

行政がかかわって宿泊施設の整備というの

けれども、前回にもお話させていただいてお

は、これはきわめて難しいなと。

りますが、今年度については生活交通ネット

これまでも、この役場庁舎を木造でつくっ
ていたり、あるいは、先ほど申し上げたペ

ワーク計画を今年度中に策定をしようという
ことで進めております。

レットの関係を含めて、町外から多くの視察

それで、１０月の下旬から１１月の初めに

者の方が来られておりますけれども、やっぱ

かけて住民の皆さんにアンケート調査をお願

り足寄だけではなかなか来てくれないので

いをしております。そういう中で、アンケー

す。

ト調査を行いながら地域のニーズですとか、

だから、いろいろ回る中の一つとして足寄

それから交通手段など、どういうものが必要

町のそういったものも先進的なものを見学し

になってくるのか。そういったものを、今の

ようというようなことでお見えになっている

現状をしっかりと把握しながらこの足寄に

ということでございます。

あったシステム、必ずしもそのコミュニティ

これもなかなか相手先の日程の関係もある

バスだけではなくて、乗り合いタクシーです

のですけども、私としてみれば、最低でも昼

とか、いろんな方法がありますし、そういっ

飯くらい食ってくれよと。そういう時間帯に

たものを現状をしっかりと把握しながら検討
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していきたいということで、今進めていると

るＰＣＢが入っているということで問題に

ころでございます。

なった電気器具を一部保管をしております。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

この処理が、道内的にいけば、計画でいけ
１０番、後藤次雄

君。

ば平成２６年に処理をするといったことで、
今室蘭に処理場が整備をされて機能をしてい

○１０番（後藤次雄君）

はい、わかりまし

た。

るところでありますけども、道内的には処理
をしなきゃいけない、そういった廃棄物とい

町長言ってるように、確かに交通手段は私

いますか、ＰＣＢ関係の量が莫大にあって今

も今まで見てて、他の町村から来ても自分の

現在のところ、平成２７年までにずれ込むの

バスで来たり、大型ワゴン車で来たりしてま

でないかといったことがあります。

すから。ただ、少数で来たときにこういうコ

そういった部分で、そのＰＣＢ処理も数千

ミュニティバスみたいに巡回してれば、あち

万経費がかかるのですけども、今回の総合計

こち見られるのでないかと。そういうことで

画では１年繰り下げをさせていただいてま

質問をしました。

す。

それでは、次、同じく総合計画の６ページ

そういった中で、まずは冒頭申し上げまし

の４番で、旧青少年会館の老巧が激しいので

たように、収納されている備品等を別の場所

解体が必要と考えていると。

に移さなきゃいけませんので、そういったこ

それで、解体することは、これはまず先に

とで、防災関係の収納庫を来年度整備をした

言っておきますけども、あそこ今回の行政報

いということで、これ議員の御指摘のとお

告でもありますけども、防災資機材倉庫建設

り、役場の敷地内に来年度整備をしたいとい

事業にというは、これは理解した上で質問し

うことを選考していきたいということでござ

てますので。そこをつくるということを理解

います。

したことで質問したいと思いますけども。

整備がされた暁には、順次その備品等々、

ただ、あそこを壊したとき結構の面積、そ

防災関係も含めて倉庫に移して。

れから建物があればですけども、問題は、

ただ、ＰＣＢが、冒頭申し上げましたよう

せっかく里見が丘ということで景観があそこ

に残ってしまうわけで。この処理について解

はもちろん花もありますしいろいろあります

決ができた時点で青少年会館は解体をしたい

から。壊した後のその景観をどう考えている

ということでございまして、そういった意味

のかちょっとお聞きしたいのですけれども。

でも、早くても２７年の解体という形になり

○議長（吉田敏男君）

ますので、その間、まだ数年時間的余裕があ

答弁、副町長。

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

す。

りますので、里見が丘公園については別途フ
ラワー園等々の問題等々も議員の中から指摘

先日の全員協議会でもお話をさせていただ

をされております。そういった面では、今内

きましたけれども、今御質問の青少年会館に

部で検討委員会等々を立ち上げて全体の里見

ついては、老朽化をしておりますので、総合

が丘公園のあり方について協議をするってい

計画の中で解体の方向で提案をさせていただ

うことで、今協議中でありますので、内部的

いているところであります。

にもそういった青少年会館の跡地の利用等々

現在、青少年会館には防災用の毛布であっ

も踏まえて一定の検討をしていきたいと思い

たり布団、そのほかにはイベント用のテント

ますし、町にとっても一番大きな公園であり

類が収納されております。

ますので、そういった計画の段階では町民の

さらに、もう１点、ＰＣＢ、電気器具のコ

皆さんからもいろんな部分で御意見を頂い

ンデンサーですとかトランス等々に入ってい

て、一定の整備を図ってまいりたいというふ
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うに考えておりますので、御理解のほどをよ

○１０番（後藤次雄君）

ろしくお願いをしたいと思います。

も出ましたので。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

今、具体的な数字

これは、前にも私も質問したことがあるの
１０番、後藤君。

○１０番（後藤次雄君）

ですが、マイマイガの関係でこれ２回目の質

防災の関係につい

問したことなのですけど、非常に課長も答弁

ては、先ほどいったみたいに、この間の全員

もらったとおり、そして、今言われた銀河

協議会の中でも詳しく説明されてますので、

ホールから旭町の分の町の街灯、結構古くて

そのことは理解した上で今質問をしましたの

傷んでるところが結構あるのです。

で。

それで、今回こういうことで来年度から始

今、副町長から言われたとおり、２７年度

まるということなのですけども、ぜひ地域の

までに内部で検討して町民の話も聞いてくと

方からも言われておりますので、なるべく早

いうことですから。そういうことで進めてい

く実施してもらいたいということをお願いし

かれると思いますので、この質問は終わりた

ておきたいと思います。

いと思います。

次に、これ総合計画のページ２３番の８番

次に、７ページの１４番。

なのですけど、里見が丘公園の便所の水洗化

街路灯の整備の中で、街路灯のＬＥＤ化を

事業の中で、今回野球場近くに進出になって

前倒しして実施することになっていますが、

いますけども。

これはどこの地域から、例えば、市街地の中

例えば、あそこにつくった場合、全体的な

でどの地域から優先的に順次やっていくの

陸上競技場もありますので、冬期間も使用す

か。その辺おわかりになったらお願いしたい

るときあるのです。例えば、スケートだとか

と思います。

いろいろありますね。そのときに、結構ほか

○議長（吉田敏男君）

答弁、建設課長。

○建設課長（南岡雄二君）

の町村は、私も見てきたのですけども、結構

ただいま質問あ

りましたＬＥＤ化の関係につきまして、答弁

冬季になったら閉めちゃうのですよ、そうい
うとこ。水の関係がありまして。

を申し上げます。

だから、せっかくそういう立派な水洗トイ

現在、町内には１,２１６基の水銀灯、ナ

レができるということになれば、やっぱり今

トリウム灯も含めてでございますけども、ご

言ったみたいにスケートも足寄はまだまだ盛

ざいます。

んですから、そういうことも含めて冬期間使

この目的としましては、使用電力のコスト

用できるようなものをつくるのか、そこを

の抑制に加えて、二酸化炭素排出の削減を図

ちょっとお聞きしたいのですけど。

ることを目的にしてございます。

○議長（吉田敏男君）

年次でございますが、たくさんのものござ

答弁、建設課長。

○建設課長（南岡雄二君）

里見が丘公園の

いますので、平成２５年度から１０カ年を要

トイレの関係でございますけども、トイレの

して交換を図っていきたいと思ってます。

水洗化を図りまして、清潔な利用しやすい公

初年度でございます２５年度につきまして

園を目指すことを目的としてございます。

は、観光通り、銀河ホールから旭町４丁目の

次年度でございますが、実施設計を行った

国道沿いにあります街路灯です、その関係と

後に都市公園施設内のトイレを整備していき

旭町地区内における町道付近にあります街路

たい、そんなふうに思ってます。一つでござ

灯、合わせて１０１基を交換ということで計

いますけども。それにつきましては、暖房設

画してございます。

備、パネルヒーター等を備えた通年開放型の

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

施設整備を図っていりますので、御理解のほ
１０番。

どをよろしくお願いをいたします。
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○議長（吉田敏男君）
○１０番（後藤次雄君）

１０番、後藤君。

本管敷設がされるのであれば、それにあわせ

わかりました。

てクラブハウスの水洗化も検討しようという

それで、もう一つは、これ関連事業になる
と思うのですけども、例えば、今スケート上

ことで、今、教育委員会と内部協議中であり
ます。

を陸上競技場のクラブハウスがあります。管

あわせて、防災関係の関係で、これは全員

理棟、あそこも、今、課長から説明された、

協議会のときの資料にも説明をさせていただ

そこにつくるというふうになれば、そんなに

きましたけれども、３カ所を１カ所にすると

距離的にないのです、あそこ。だから、今ま

いうことでありますけれども、今回あそこで

であそこ町民大会、町民スポーツ大会、いろ

防災訓練等々も行いましたけれども、避難場

んなことを行事やって必ずあそこ使うので

所で例えばトイレの下水道が被災をすると。

す。ところが、クラブハウスの中のトイレと

そういったことも想定をされますので、場合

いうのは狭いし臭いしといういろんなこと

によってはくみ取り式のトイレ、旧道場の隣

で、私もスケート大会なんかでちょっと野球

のトイレの関係でありますけれども、その部

なんかでいったとき必ずいろんな人からそう

分については従来どおりくみ取り式で緊急時

いう、これ何とかならないのですかという話

利用想定をして残したほうがいいのではない

しも、前にもいったことあるのですけども。

かとか、そういった話も出ておりますので、

そういうこともあるので、ぜひこの事業、こ

そういったこともあわせて検討していきたい

れは総合計画に載ってないですから、そのこ

ということでございますので、御理解のほど

とを急にやれったって無理だと思いますけど

をよろしくお願いしたいと思います。

も、そういうことも考えていけないのかとい

○議長（吉田敏男君）

うことをちょっとお聞きしたいと思います。

○１０番（後藤次雄君）

○議長（吉田敏男君）

明あったことについては、これ全員協議会の

○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長。
お答えをいたしま

す。

１０番、後藤君。
今、副町長から説

中で詳しく説明されていますのをわかった上
で質問をしております。

自由広場にあるクラブハウスのトイレのこ

それで、今言ったこととあわせて、関連と

とだと思いますけどれも、今、建設課長がお

いうことで御理解してもらいたいのですけど

答えをしたのは、今現在３カ所のトイレが運

も、例えば、今のクラブハウス、これをトイ

動公園にあります。その３カ所を１カ所にし

レをもし改築するなりした場合、もう一つク

て水洗化をするということで、野球場のちょ

ラブハウスそのものを、かなり老朽化してい

うど本部席の裏あたりになりますけれども、

るのです。

そこに通年型の水洗化のトイレを設置をする

それで、私は今回の総合計画の中でそのこ

といったことで総合計画には計上させていた

とも若干考えているのかなと思ったのですけ

だいてます。

どもそのことは載ってませんので、この辺は

それで、今、議員の御指摘のお話はクラブ

教育委員会になると思いますけども。

ハウスでありますけども、これについても、

あそこを改築するのか、または新たな今ト

今、総合計画には計上しておりませんけれど

イレとあわせた新しいものにするか、その辺

も、先ほど言った野球場裏の今回水洗化をす

の考え方があればお聞きしたいのですけど

るトイレの下水道については、下水道事業で

も。

本管が敷設をされることになりましたので。

○議長（吉田敏男君）

距離も１００メートル程度の話だと思います

○教育次長（根本昌弘君）

けれども、クラブハウスまでです。議員御指

ます。

摘のとおり短いわけで、それも下水道事業で
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答弁、教育次長。
お答えをいたし

クラブハウスに関しましては、昭和５３年

建築ということで、これまで３４年経過して

町民、議会として町民報告会やったときに、

おりまして老朽化が進んでおりますが、これ

４地区やりましたけども、この中で鹿対策の

まで未改修のまま来ているというのが現実で

問題がほとんど、４地区の中でその希望がか

ございます。

なりあったのです。

それで、今、副町長のほうからもお話ござ

それで、住民の声ですから町としては、行

いましたように下水道本管がクラブハウスま

政として相当のことやってると思うのですけ

でもし早い段階で敷設がされるということで

ど、まだ畑の中にさくからはみ出して畑に

あれば、それにあわせた考えではいきたいと

入ってくるとか、そういう意見が相当あった

は考えております。

のです。

ただ、クラブハウスそのものが、当初、

それは、おそらく町長の町民の懇親会なん

ちょっと古い資料になるのですが、実は２９

かでそういう話はあったと思いますけども、

年度あたりを予定しておりました。

私が聞きたいのは、これ例えば、２年で２,

当時計画していたものにつきましても、外

０６４万円ですから１年にすると１,０３２

壁を防火サイディングにするですとか、屋根

万円ですか。これだけのことで、今言われた

の塗装が主ということで、金額も３６０万円

ような内容、地域の人が鹿対策をやっても

程度の計画を実は持っておりましたが、今、

らってよかったというような状況になるの

議員、御質問ございましたように改修に向け

か、それとも現在、そういう話は経済課やな

てはその下水道の本管の敷設とあわせて早い

んかでもおそらくいってると思うのですけど

段階で検討してまいりたいと、そのように考

も、そういう状況があるのかちょっとお聞き

えてございます。

したいと思います。

○議長（吉田敏男君）

１０番。

○１０番（後藤次雄君）

○議長（吉田敏男君）

わかりました。

先ほどもいったとおり、あそこのクラブハ

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

ウス、管理棟ですけども、ことしの防災のと

有害鳥獣の被害の関係で、これは御案内の

きにもかなり利用してるし、それから町民ス

とおり莫大な被害をこうむっているというこ

ポーツ大会だとか、そういうのあったときに

とで、我が町では国の保護事業を全道でもい

はかなりやっぱり利用してるのです。だか

ち早く導入しまして、今現在、町内全体で５

ら、今、教育次長のほうから２７年度という

００キロを超える鹿進入防止さくの設置をし

話しもありましたけども、これ総合計画の中

ているところでございますけども、現実問題

では載ってませんけども、私としてはやっぱ

として道路は防ぎようがないと。あるいは、

りあそこ、例えば、スケート大会とかでやっ

河川からも含めて入ってくるというようなこ

ても１,０００人以上集まるわけです。だか

とで、依然として被害は減っていないという

ら、そういう意味では足寄の顔ともなってお

状況にあるということでございます。

りますので、できるだけ早い時期にそういう

柵内に入ってしまった鹿については、もう

計画を立ててほしいなということをお願いし

駆除以外ないということで、猟友会の皆さん

ておきたいと思います。

方の御協力もいただきながら駆除をやってい

以上、これ終わります。

るわけでありますけども、しかしそれでも被

次に、これも総合計画。

害が減らないという。

ページの２３の１９番なのですけども、野
生鳥獣対策事業費。

すなわち、これは全道レベルでも議論して
るのですけども、やっぱり鹿の個体が増えす

これ２５、２６年度で２,０６４万円計上

ぎているということであります。ですから、

されているのですけども、特に今回、私たち

これ我が町だけでなくて全道的な問題になっ
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ているというようなことでございます。

○議長（吉田敏男君）

やっと、ここに来て我が町ではありません

１０番、後藤次雄

君。

けども、北海道も知事を先頭にしながら自衛

○１０番（後藤次雄君）

隊に対する協力要請ですとか、あるいはその

もらったとおり、私も、今言われたとおりと

駆除の方法なんかについても、試験的にここ

思うのですけれども、例えば、先ほど言いま

２年ぐらい前から着手しているというような

したけど、町民報告会の余りにも鹿の関係で

状況でございます。

いろんな不満というのか、やってもやっても

今、町長から答弁

ですから、ともかく、生息している個体数

結局減らないと。そして、畑の被害は多くな

をいかにして減らすかということだというふ

るというようなことが、本当に４地区からほ

うに思っております。

とんど意見が出たのです。

ただ、現実といたしましては、我が町にお

そういうことで、今回予算は２年で２,０

ける猟友会の皆さん方もやっぱりだんだん高

６４万円ありますけども、これは、今、町長

齢化をしてきてるということもあって、そう

から言われたようなことも含めてやっぱり官

いう問題もあるということでございます。

民一体でやってかなければならないと思う

また一方では、やっぱり被害を受けている

し、非常に難しい問題だと思いますけども、

生産者の皆様方、これは努力ということも含

できればそういう町民の不満のないような対

めて、今、くくり罠という比較的簡単にでき

策をぜひやっていただきたいと思います。

る方策なんかも開発されてますから、おかげ

この項は終わります。

さまで講習会等もやりながら、みずからの作

それで、２５年度の当初予算の関係ですけ

物はみずから守るという、そういう考え方も

ど、先ほど町長からもらったとおり、２４年

出てきてるのかなという。人数は今私の手元

度の当初予算は組めるかどうかということも

にちょっと資料はございませんけども、相当

今真剣に考えていると。

の数の方々がそういった講習を受けて、くく

それで、２４年度の当初予算は一般会計だ

り罠の設置なんかもしてるというようなこと

けでいいますと７５億６１万１,０００円で

でございますから、いずれにしましても、こ

すか。ところが、今現在１２月４日でもらっ

れはまさしく官民挙げて取り組んでいかなけ

た補正予算で、これ補正されてますので、額

ればいけない問題だというふうに思ってま

を見ると９０億７,５００万円です。これぐ

す。

らいの、全般にいうと１５億１,０００万円

ただ、御質問にあった効果はという部分に

ぐらい増えてるのですけども、これはいろん

つきましては、間違いなく、被害の額は減っ

な補助金だとか交付金だとかが来てこういう

ていませんけれども、しかし、こういった対

状況になったと思うのですけれども。

策をしていなければ、より以上の、もっと言

ただ、来年度も厳しいといいながら、どれ

えば２倍に３倍にも５倍にも被害は広がって

くらいな、これ概算でいいですから、もし一

いるだろうというふうに思っておりますの

般会計で組まれるのか、もし答弁できれば、

で、この点につきましては、評価をしている

いただきたいと思います。

ところでございます。

○議長（吉田敏男君）

先ほど、５００キロを超えるという鹿柵の
お話をしましたけども、現実はもう６００キ

答弁、副町長。

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

す。

ロの設置をしてるというようなことでござい

まず、今年度の決算見込みでありますけれ

ますので、訂正をさせていただきたいという

ども、今回政権もかわるといったことで、も

ふうに思います。

う既に１０兆円程度の補正予算が組まれると

以上でございます。

いう党のお話もあります。
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そういった部分で、今現在９０億７,５０

いう言葉がどうかわかりませんけども、そう

０万円程度の予算でありますけれども、一般

いう改めて事業を実施していくのか、そこを

会計。これは、数字は補正関係で動いてくる

まず弁解していただきたいと思います。

のだろうということでございます。

○議長（吉田敏男君）

来年度の当初予算の見込みでありますけれ
ども、先ほど来議論になってます総合計画を

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

ベースに、そういった部分を一定程度、一定

これまで中高生については隔年で１５名ず

といいますか、総合計画をすべて反映をした

つ派遣をし、そしてまた隔年で社会人といい

中での推計の予算額というのは、約８６億円

ますか、一般の方ということでやってまいり

ということで予定をしております。

ました。

歳入歳出それぞれ約８６億円ということ

まず最初に、一般の方の分につきまして

で、今現在想定をされている補助事業等々の

は、ことしの第１回定例会、３月のときに教

関係を見込んでも大幅な基金等々の取り崩し

育委員長のほうから執行方針の中で触れてお

はなく８６億円で予算は組めるだろうといっ

りますけども、これ私としても、この間何回

たことで、今回、各部署に来年度予算編成の

か募集しても集まらないということもあり、

指示を出したところであります。

一定程度その役割は果たしたのかなというこ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○１０番（後藤次雄君）

とで。
１０番。

考え方としては、今後はウェタスキウィン

わかりました。

市の例えば記念事業、お聞きしますと、日本

それで、今回総合計画で２５年、２６年と

では１０年単位ですけど、向こうは５年単位

新規事業が去年は２１件ぐらいだった。こと

みたいな５のつくほうがあれだというお話も

しは３１件新規事業出てますから。そういう

聞いていますけれども、そういったときに仮

意味で、若干、去年の当初予算から見ると１

に招待があるとすれば、そのときにあわせ

０億ちょっとぐらいふえるのでないかという

て、そんな大きな人数にはならないでしょう

ふうに思ってますので。わかりました。

けども、そういう際に社会人の分については

それで、最後の質問になりますけども、こ

考えていきたいということで。

れも総合計画のページ１９と７番と、ページ

ですから、従来やっていた隔年の社会人と

２８ページの１番。これ、関連がありますの

いうのは執行方針で述べたとおり、それはも

で、あわせて質問をさせていただきます。

う打ち切りにしたいというように私自身も

この関係については、計画では高校１年生

思っております。

全員を派遣することになるんだということ

次に、隔年で派遣しております中高生の関

で、１９９２年、平成４年から今まで中高生

係につきましては、これ今現在、先方のほう

の事業としてやっていました。

でいろんな検討をしていただいておりまし

それで、今回、今提案されてる高校生１年

て、まだ確定ということにはなっていません

生以上ということになると、この事業はあく

けども、先日も教育長ともちょっと打ち合わ

までも中学生のことはこれでなくなるのか。

せしたのですけれども、私の思いとしては、

もう一つは一般の人の海外研修なのですけ

例えば、期間が短くなってもともかく実現を

れども、これも１９８６年、昭和６１年の第

したいなと。いろんな克服しなきゃいけない

１次から２００６年度の平成１８年度第１２

課題というのはたくさんあるかもしれません

次までの海外研修をやっているわけですけれ

けども、何とか先方のほうと調整を図りなが

ども、この関係については、そのままずっと

ら、あるいは足寄高校のほうとも調整を図り

中止でやっていくのか、それとも今後復活と

ながら、何としても足寄高校の存続の支援と
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いうこの一環という、それが全てではありま

思います。

せんけども、そういう思いで実現をさせてい

それで、今までは、とにかく町、それから

きたいなというふうに思っているところでご

教育委員会、それから振興会を含めていろん

ざいます。

なことをやって、やっぱり努力をして何とか

繰り返しますけども、まだ確定ではござい
ません。

足寄高校、二間口の会も継続してるという中
で、今まで経過があると思います。

これが実現できるということになるとすれ

それで、やっぱり存続に向けた特色ある学

ば、隔年の中高生の派遣というのは、これは

校づくりということがやっぱりするためだと

こちらのほうにシフトをしていきたいと。そ

いうように思いますけども、私がたまたま北

ういう意味では、中学生のとき行けないのか

海道カナダ都市会議の会に毎年行ってるわけ

というと、そういうことにおのずとなってし

ですけれども、その中で海外派遣事業の取り

まいますけども、そんなことで実現に向けて

組みについて町長が言っているとおり、行っ

努力をしていきたいというのが私の現段階に

たことによって日本と生活の違い、それから

おける考え方でございます。

言語や文化など行ってることによって英語だ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

けでなくてほかの学力も向上していると、そ
１０番、後藤次雄

君。
○１０番（後藤次雄君）

ういう報告が毎年されています。
それで、カナダまで、例えば、こういうこ

一般人、社会人の

とも言っております。

関係については、これは前に教育長のほうか

非常によかったことは、例えば、カナダな

らそういう考え方出された上で質問をしまし

んかは、夕食なり朝食するときは家族全員で

た。

ほとんどとるみたいです。そうなれば、そこ

ただ、町民の中にもうやらないのかという
意見も結構あるのです。

で会話がいろんな会話が出てくると。それと
もう一つは、終わった後、後片付けも家族全

だから、そのときには、私も、今、町長か

員でやるということで、日本は昔は我々の

ら説明したとおり、人が集まらないんだと。

ちっちゃいときはそうだったのですけど、今

やりたいんだけど、そういう人が５人以上集

日本はそうでないです。ばらばらに食事がし

まらないと行けないという状況もありますの

てるというところが多いと思うのです。だか

で。だから、今お話しされてたとおり、何か

ら、そういう意味からいっても、やっぱり子

行事があったときにはそういうこともあるの

供たちに対する考え方が帰ってくると、例え

でないかという話をしてますけども、そうい

ば、今までお父さん、お母さんと話ししな

うことで受けとめてもらいたいと思います。

かったという子がやっぱり一緒になってテー

それで、今回のこの派遣事業ですけども、

ブル囲んで学校、きょうはこういうことがあ

これは町長が行政報告されたとおり、海外で

りました、そういう報告がなされてて、もち

の見識、言語や文化を体現的に理解をし学力

ろん足寄もそうだと思いますけれども、そう

向上、それから情緒豊かな人間形成をする

いうことで、私はやっぱりこのことは、子供

と。

たちが積極的に親に話す、それから積極的な

それと、もう一つは、私はやっぱり一番大
事なのは、この今回町長が提案したのは、恐

行動をするということで、これはすごくいい
効果になってると思うのです。

らくそれもありますけども、やっぱり足寄高

だから、これは私が言うまでもなくて、藤

校をこれを間口減もあります。それから、そ

代教育長はそれが専門ですから。私以上にそ

れが減るということになると存続自体が危う

ういうことわかっていると思いますけども、

くなってくると。そういうことも入ってると

ただ、私がいままでいろんな会議出た段階で
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はそういうことも言われておりますので。
それで、最後になりますけども、例えば、

とだなと私思ってますので、よろしくお願い
したいなと、そんなふうに思っております。

今回２５、２６、５,０００万円積んでます

○議長（吉田敏男君）

ね。これ、２,５００万円ずつ。

○町長（安久津勝彦君）

これは、確かに今の町財政から見たら非常

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

に高額だと思いますけども、私はそうは言っ

今、教育長からお話もあったことも含め

ても、今言ったとおり、やっぱり足寄の子供

て、やはり現状、本当に来年の入試、率直に

たちの未来、それから足寄町の将来、これを

言ってきつい状況です。まだ公式ではありま

考えると、今の足寄高が、例えば、もし、そ

せんけども、４０名割っちゃうとやっぱり次

んなことないと思いますけども、存続しな

の年の募集自体がもう一間口の募集しかない

かったときにこの今の言った５,０００万円

ということですから、来春の入試を乗り切れ

の効果以上なものがあると思うのです。

ばまたしばらくは大丈夫かなという、そんな

だから、私はそういうことで積極的に進め

思いもしているのですけども。

てもらいたいし、これからの子供たちもその

そのことも含めて、やっぱり普段から私

ことによって、そしてもう一つは、話を聞く

言ってますけど、やっぱり子供というのは

と、厳しいのは来年と再来年だということも

やっぱり宝物ですから、無限の可能性を秘め

聞いておりますので、ぜひそういうことも考

ているわけでありますから、やっぱり幸いに

えて提案だと思いますので、ぜひそういうこ

してカナダのウェタスキウィン市と姉妹提携

とで進めていきたいということを考えており

してもう２０年過ぎたわけでありますから、

ますが、町長の見解があればお聞きしたいと

今までのこういった実績も踏まえながら、さ

思います。

らに一歩前といいますか、高校生全員行かせ

○議長（吉田敏男君）
○教育長（藤代和昭君）

答弁、教育長。

たいなということでの総合計画に計上したと

お答えします。

いうようなことでございます。

私も現場にいましたけども、子供が海外経

まだまだ、本当に実現できるかどうかとい

験を通すということについては、非常にプラ

うのはまだ不透明な部分はありますけれど

スの面が多々感じられるのです。今、議員が

も、先ほどもお話ししたとおり、時期の問題

御指摘されたこと以外に。そういう意味で

を含めてクリアしなければいけない部分とい

言ったら、足寄の将来だとか子供の社会性だ

うのはかなりありますけども。総合計画に計

とか等々、いろいろ勘案したときに本当にプ

上しているのはちょっと多目に５０名の５０

ラスになるなと。お金にかえられないものが

万という形で計上をしております。実際に、

あるなと思っています。加えて、少し聞くと

これ実現したときにはもうちょっと圧縮でき

ころによると、本町の中学生にとっても町と

るかなというふうには思ってますけども、基

しての振興策について非常に中学生が楽しみ

本的には渡航の関係については、基本的には

いしていると。高校に行ったらそういうこと

自己負担がないと。すべて町費で見ていこう

に行けるということについて。そんな話も私

と。こんな思いでございます。そうは言って

もちょっと小耳に挟んでおりますけれども。

も、準備だとか小遣いだとかというのは、こ

どっちにしましても、今の時代、国際化と

れは当然個人負担はなりますけども、ともか

いうかグローバル化の時代ですから公用語で

く足寄高校の入学した１年生については全員

ある英語を通してこの姉妹都市であるカナダ

行かせたいと、行けるんだよという、そうい

との文化交流をするということについては、

う夢といいますか希望といいますか、そうい

本当に町民だけでなくて、子供たちの、重ね

うものを子供たちに与えていきたいなという

ますけども、将来にとってもプラスになるこ

ふうに思っておりますので、ぜひ御理解をい
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ただきたいというふうに思います。

図るとされておりますが、どこを基準にした

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

かお聞きをしたいと思います。
１０番、後藤次雄

君。

消防団は民であり、地域に根差した歴史が
ございます。それを導く立場である行政との

○１０番（後藤次雄君）

わかりました。

私の質問はこれで終わらせたいと思いま
す。

密接さを欠くことが懸念されますが、所見を
お伺いをいたしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

ありがとうございました。
○議長（吉田敏男君）

○町長（安久津勝彦君）

これにて、１０番後

藤次雄君の一般質問を終えます。

答弁、安久津町長。
井脇議員の消防広

域化の状況についての一般質問にお答えをい
たします。

ここで、暫時休憩をいたします。

十勝における消防の広域化は、国や北海道

１０分間休憩をいたします。

からの指示や指導などによるものではなく、

午前１１時０３分

休憩

あくまでも市町村が自主的に検討を進めてい

午前１１時１２分

再開

るものであります。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

平成１８年７月に総務省消防庁が定めた市
町村の消防の広域化に関する基本指針や、平

一般質問を続けます。

成２０年３月に北海道が定めた北海道消防広

次に、９番、井脇昌美君。

域化推進計画において、自主的な市町村の広

○９番（井脇昌美君）

お許しを得ましたの

域化を推進するために、国や北海道は市町村

で、通告書に従いまして１件の一般質問をさ

に情報提供や相談体制の充実等を行うことと

せていただきたいと思います。

しており、積極的に情報提供が行われており

消防広域化の状況について。

ます。

過日、消防広域化に向けた状況と内容の一

本年１０月末に、十勝圏広域消防のスター

部について全員協議会の中で説明を受けたと

ト時の姿が案として承認されたことから、今

ころでありますが、十勝管内の各消防本部に

後、さまざま項目について調整が行われ、広

かかわる議員等からの情報をもとに、私なり

域化の是非が検討されることになりますが、

に思うところがありますので、そのことに触

市町村みずからが考えて判断をするものであ

れさせていただきたいと思います。

り、検討を行っていく中で、国や道の助言等

消防行政は、住民の命と財産を守る直近の

を受けて検討したほうがよいと判断された場

組織であることから、広域化の考え方に対し

合に助言を受けるということであり、助言等

て、再度詳細な部分について伺いたいと思い

を受ける事項をあらかじめ決めているという

ます。

ことではございません。助言を求めることが

そこで、お尋ねをいたします。

あるとしても、それはあくまでもアドバイス

広域化の理念と効果については、消防広域

や情報提供の範囲であると考えております。

化は市町村による自主的な広域化であり、必

また、消防の広域化は、消防の効率的運営

要に応じ国、道の助言を受けながら住民の安

を進め、スケールメリットを生かして市町村

全・安心と住みよい十勝圏を基本的な理念と

財政の健全化を図り、災害発生時における初

するとありますが、ここでいう必要に応じと

動体制の強化や本部機能統合等の効率化によ

は何を指してるのかお聞きしたいと思いま

る現場活動要員の増強、救急業務や予防業務

す。

の高度化および専門化、現場到着時間短縮

また、基本方針を住民本位、住民サービス

等、火災等の災害への対応能力が強化される

の向上に置くとともに市町村財政の健全化を

ことなどにより住民サービスの向上に資する

― 15 ―

ものと考えております。

この協議会というのは、もちろんデジタル

現状を基準として、より住民サービスの向

化がどんどん先に先行して進みながら平成２

上と市町村財政の健全化をバランスよく進め

５年には実施設計に運ぶようになり、電波法

ることが今後の検討課題であると考えており

の改正によって２６年４月が改正になるわけ

ます。

です。

消防の広域化の対象は、いわゆる常備消防

それで、組織化というのは今のところ２８

であり、消防団は広域化の対象ではありませ

年４月にスタートをするという今の予定では

ん。

あるのですけど、北海道で、この間も町長

消防団に対する指揮命令系統は広域化前と

ちょっとあなた触れたのですけど、全道で十

同様、管轄署長の所管のもとに行動すること

勝だけがこの広域化について熱心に協議さ

としており、管轄の署所が消防署と消防団と

れ、ことしもそういう首長会議で何か全くい

の連携および協力体制を推進することが基本

つどうなったのかわからないのですけど、新

であります。また、広域化により構築される

聞に載ってたのですけど。住民の人にそれだ

とかち広域消防局と市町村消防団との定期的

け周知してるのかなと。町道整備にも首長が

な連絡会議や、大規模災害を想定した連携訓

合意をしたということで、このデジタル化に

練等も行う予定ではありますが、広域化後も

向けた帯広の市役所で開かれた中で合意をさ

消防団の位置づけは、原則的に広域化前とか

れたというのを聞いた、また読んだところで

わりはなく、火災などの災害活動のほか、地

もございます。

域に根差した火災予防運動等、地元市町村を

住民の説明って一体、本当にきちっと理解

守ることを基本に地域に密着したさまざまな

するこの命とこの生活を守る中で本当にされ

活動を行っていただくこととして、基本的に

ているのかなと。

は広域的な活動は行わないこととしておりま
す。

先般の全員協議会の中で、総務課長さんが
このある議員さんから今までのこの広域化に

今後も引き続き、住民サービスの向上と財

ついて住民にどのような説明をされた経過を

政健全化のため、消防広域化について、より

お示しをしていただきたいとお話があったは

具体的な協議・検討を行ってまいりますの

ずです。答弁は、住民に十分な内容を説明さ

で、御理解賜りますようお願い申し上げ、答

れたと。２２年３月にされたと。アンケート

弁とさせていただきます。

も実施できたと。まず、そのときの住民周知

○議長（吉田敏男君）

に対した、どのような方法でされ、アンケー

再質問を許します。

９番、井脇昌美君。
○９番（井脇昌美君）

トがまずどのような結果だったのかお示しを
これ道が平成２０年

願いたいと思います。

度の３月に策定をされたという、まず経緯が

○議長（吉田敏男君）

ございます。それによって、２２年３月の第

いたします。

１回の定例会で示された経過がございます。

ここで、暫時休憩を

答弁調整でございます。

本会の先般の全員協議会としてのこの広域化

午前１１時２５分

休憩

の協議というのは、２年前の今回と２回目で

午前１１時２６分

再開

す。それで、各報告を、いわば行政報告が４

○議長（吉田敏男君）

回に分けて過去されていた経過がございま

再開をいたします。

す。そこの中で、前回も協議会でいろんな話

答弁、町長。

しが協議された中で、余りにも、いわば住民

○町長（安久津勝彦君）

の代表である議員と理事者側の説明が足らん

す。

ような気がしてならないわけでございます。

休憩を閉じ、会議を

お答えをいたしま

先般、総務課長がお答えをした住民のアン
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ケートの関係でありますけども、これ帯広の

務処理できることはないのかということで、

事務局のほうでアンケートを調査をやったと

そういった議論をした中の一つとして、消防

いうことでございます。もう一つ、住民の意

本部の統合広域化については、これは可能で

見をお聞きをすると。これはもう、ある意味

はないのかということになりまして、じゃ

必要なことだというふうに思っています。問

あ、そのほかにも三つほどあったのですけれ

題はどの時点かということだというふうに

ども、この消防本部の広域化を真摯に議論を

思っております。中身の議論はこれからでご

していきましょうということになって、今現

ざいます。今のところ、十勝の全体での考え

在、帯広に設置をしておりますほかの業務の

方というのは、２５年、すなわちこれから細

複合事務組合、ここのところで事務局を置い

かな部分も含めて協議・検討をしていく中

て検討していきましょうということになった

で、一定程度まとまった後にそういった住民

のがスタートでございます。

の御意見もお聞きをするという予定になって

その後に、電波法の改正がございまして、

いるということでございますので、御理解を

今の通常のアナログ無線では法改正があっ

いただきたいというふうに思います。

て、使えなくなりますよと。すなわち、自動

以上でございます。

的にデジタル化を図らなくてはいけないとい

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

うことになりました。これ、先ほど議員がお

○９番（井脇昌美君）

それに、ましてやど

話があったとおり２６年の４月からは、それ

ちらにしても２８年度の４月からこれは始動

までに対処しないと使えなくなるということ

するのははっきりしているわけですから。こ

ですから、これはもう業務に支障を来すとい

の組織化されて、そして４月から今のところ

うことで、この消防本部の統合、広域化にプ

実行されてるという予定がお聞きしている。

ラスしてそのデジタル化というのが入ってき

これまず、ちょっとこうあれらしくちょっと

たというのが二つ目であります。

その辺答えしてください。
○議長（吉田敏男君）

それともう一つある。もう一つは何かとい

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

いますと、先ほどもお答えしたとおり、平成

これまでの経過、

１８年７月に、総務省の消防庁のほうから、

先ほど議員がお話がありました、全道で進ん

今後の消防の行政のあり方として、３０万か

でないのに十勝だけが進んでるのではないか

ら３５万の人口に対して一つの消防本部と。

というお話もございました。

こういうのが指針として出されたということ

この間の経過をいま一度、概略説明をした
いというふうに思います。

でございます。それとあわせて、議員も仰せ
のとおり、平成２０年になって北海道として

まず、この消防の広域化の一番の始まりと

もそのことが、北海道でいきますと広域化推

いうのは、御案内のとおり、町村合併の議論

進計画です。こういうものが出されたという

がございました。十勝では、この町村合併は

ことでございます。

幕別町と忠類村だけの合併ということで、ほ

ですから、十勝的にはスタートが早かっ

かのところは協議会は設立されましたけれど

た、それに先ほど申し上げた二つ、デジタル

も、結果としては、合併の合意には至らな

化の問題、それから広域の消防本部自体の広

かったということでございます。

域化というのが出てきたものですから、あわ

そこで、十勝の町村会でいろんな議論をし

せて検討していきましょうということで検討

たときに、合併はだめになったけども今後、

が始まり、今現在、検討も進んでるというこ

行財政運営については益々厳しくなってくる

とでございます。

よねと。これは、共通の認識であります。そ

それから、スタートの２８年４月。これ

ういう中にあって、これから広域で共同で事

は、やっぱり目標がなければなかなか議論が
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進まないということで、とりあえず、可能で

走っても同じ町内であると。強いて言えば、

あれば２８年の４月からスタートしよう。こ

町村がかわる程度でそれほど本州の捉え方と

れは、みんな共通項目で認識しましょうとい

北海道とでは、相当隔たりがあるということ

うことで、これは了としたということであり

は事実なわけです。

ます。

そういう中で、果たしてそういうことも含

問題は中身です。これをどうしてくのか、

めた中で、前回の全員協議会の話の一つとし

もっと言えば、議員の御質問にもありますと

て、非常備と常備の、いわば職員の今の形態

おり、現状の消防行政のスタイル、足寄町の

はかわらないのだと。これは、消防の８項目

消防の体制がどう変わっていくのかと。この

の示された中にもうたってあります。決して

ことが一番重要になってくる。このことが、

今の形態はかわらない。しかし、そこの中で

まさしくこれから個別具体的に協議、検討が

異動だとか、異動勤務体系の本当に変化とい

されるということでございますから。そんな

うのはないのかと。ないで済まされるのかな

ことは考えたくはありませんけれども、仮に

と。その辺ちょっと危惧ではないのですけれ

今の実態とそぐわない、もっと平たく言いま

ども、考えているのですけれども、それはど

すと、現状の体制よりも緊急のときにサービ

うなのですか。今の常備と非常備の職員の形

スが行き届かないというようなことがあると

態がかわらないっていいますけど、私はそう

すれば、それは２８年４月に足寄町も加わる

はならないと思うのです。その辺はどうです

とことにはならないという。こんなことはな

か。

いというふうに思いますけども。そういうこ

○議長（吉田敏男君）

とも含めて、これから大事な細部について検

○町長（安久津勝彦君）

討をしてくということだということですの

れはかわらないです。団というのは、あくま

で、これまでの経過の説明とさせていただき

でそれぞれの地域の団ですから。これは、消

ます。

防行政をやってくときに、もちろん密接な連

以上でございます。

答弁、町長。
常備と非常備、こ

携はとってますけど、団の活動を、例えば消

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

防本部が、仮にでき上がったとして、そこが

○９番（井脇昌美君）

流れとしては、理解

直接動かすとかそういうことにはならないと

いたしました。

いうことで、それはもう明確です。

ただ、先ほど答弁にありましたように、こ

ただ、恐らく議員が危惧をしているのは、

の会計そのものが、いわば現場の技術の増

職員の異動ということかなというふうに思う

強、それから救急業務体制の高度化および現

のです。広域異動。これについては、今後検

場到着の短縮等と、火災等々も含めた中で一

討していく中では、これまでも何回か話をし

層強化、このことによって広域化することに

ておりますけども、消防職員の果たすべき役

よって、されるんだという答弁もございまし

割含めて広域異動というのはなじまないので

た。

はないのかということは、これは私も意見と

非常に、そうであれば、望ましいのですけ

して言わせていただいております。今後、各

ど、広域化すればするほど逆にそこに誤作動

項目で検討していく中でそのことをどうする

が生じるのは事実でもあるわけです。その都

のかというのは、一番、ある意味、重要な検

市、帯広というのはもう中核都市ですから。

討課題の一つだというふうに私も認識をして

その都市周辺だったらさほど問題も、時間も

おります。

さほど誤差がないと。特に、本州なんかは一

ただ、田舎ですから職員の年齢構成、これ

つの事例として、車で１０分も走ったら県境

が斜めになっていれば、毎年平均的にこうい

になる、相手様の県に行く。足寄は３０分

う構成になっていれば心配ないのですけれど
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も、どうしても常備消防組織が発足したとき

た話しも議論も難しいところもあるのですけ

から、スタートラインからいきますと、ある

れども。ただ、私は、今の職員の非常備と常

程度、役場職員もそうですけど、固まりの採

備職員の、お聞きするところによると、本別

用というのがあります。そうしますと、上層

と足寄は７,０００名台の人口だから職員２

部、すなわち、とりわけ署長でいきますと、

人、帯広に広域に本部に送らなくてはいけな

署長は１人ですけども、署長が仮に定年で退

いと。陸別は１人だと。これは大体全く根拠

職した後、続く者がちゃんと育成できてるか

のない話ではないですよね。それで、今この

というこういう問題もあります。ですから、

３町の行政組合で職員２名までかかってない

私はこれから意見反映はしていこうというよ

です。１.５、６人の中で非常に努力されて

うに思ってますけども、仮に、広域異動も必

改善されて頑張ってるわけです。それがこの

要ということになったとした場合、私、幹部

流域だけでも５人本部に派遣するわけです。

職員に限られるのかなと、そんな思いしま

逆に南十勝の場合は、今９人から１０人体制

す。この間、いろんなことがあるのです。実

です。恐らく、南十勝だったら中札内１人、

現した場合については、職員採用はやっぱり

更別１人、大樹２人、広尾２人で６名帯広の

本部で一括採用。ですから、地元の意向はど

本部に恐らく派遣されると思います。あそこ

う反映されるのだとか、いろんな話もあった

の南十勝であれば、その人件費だけでも非常

のですけども、細部はこれから本当に詰める

に合理化された削減されると。だけど、この

ことになりますけれども。基本的には、やっ

３町に限り、そんなことはないのです。逆

ぱり足寄の消防署に配置される職員は当然こ

に、人件費一つ取ってもそのような、いわば

こに住んでもらわなくちゃいけない。通いな

大きな負担が強いられると。この、いわば広

んていうのは１００％だめということは、こ

域の関係資料というのは、これ帯広市から一

れは明確に言っております。ですから、議員

方的に送られたものですよね。ここでつくっ

が心配されてる点につきましては、私もそう

た、作成したものでないだけに、私はこの３

いう同意見でございますから、今後の検討の

町でやはりしっかりと作成をして、もっとそ

中でそういったことはしっかりと意見反映を

のはっきりとデメリットもはっきり出して、

していくということで考えてますので、御理

メリットばっかり出さないで、デメリットも

解いただきたいというふうに思います。

こういうとこに問題も予測されると。こうい

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

うところも予測されるという、ただ、５２億

○９番（井脇昌美君）

わかりました。

４,２００万円に比べ、３８億５,２００万円

ただ、一応、３０万、先ほどちょっと前後

で済むんだなんていう頭からこういうふう

しましたけど、３０万人、これは国から示さ

な、おっつけてるのではないのですけど、こ

れた、総務省から示されたあれで。ちょうど

の１３億９,０００万円のメリットあるんだ

十勝全域を合わせると３０万超えるのです。

という数字だけが踊って歩くようでは、私は

ちょうどまた示し合わせたような数字なので

まずいと思うのです。これが、住民に対して

す。そうなのです。フードバレーとこうブレ

大きないのちの損傷があったり、大きな財産

ンドされたようなイメージでそうなっている

の損失があるわけですから。その辺はどうお

とこもあろうと思うのですけど、私はその辺

考えなのかちょっと心配してるのですけれど

やっぱり急ぐことないと思うのです。前回の

も。

全員協議会のときも、町長もまだそんなにこ

○議長（吉田敏男君）

の話は進んではいないと。まだ未熟なところ

○町長（安久津勝彦君）

もあるのですよという、皆さんの前でお話も

す。

してくれたから、余りどこまでっていう詰め

答弁、町長。
お答えをいたしま

まず、そんなに急ぐことはないという点か
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らまずお答えをしたいというふうに思います

状から行きますと、本当に２名出せる状況に

けれども、先ほどもお話ししたとおり、目標

あるのかどうか。これも、これからの検討な

を２８年４月からスタートという目標。こ

のですけども。これは、まだ詳細は詰めてい

れ、目標を定めたという意味はもう一つある

ませんけれども、現段階においては、私は、

のです。というのは、これが合意形成ができ

そういう状況にはないのかなというふうに

てスタートできることとなるとすれば、いろ

思っております。ですから、じゃあその２

んな意味で国から、あるいは北海道からの財

人、本部で想定している人が足寄から２名出

政の支援措置ということもあるのです。です

せませんよってなったときにどうするの。必

から、これが、そのうちやればいいやという

要だということであれば、当然、確保しなけ

ことになると、いざ合意形成ができたとき

ればいけないですよね。それは、逆に言え

に、その財政的な支援が受けられないという

ば、財政負担をするということになるのかな

ことも、一方ではあるということもあるとい

と。ですから、その点も含めて、これからよ

うことです。これは、財政の支援措置という

り具体的につめていくということでございま

のは、これからの検討ですから、どこにどれ

す。

ぐらいお金がかかるのかというのは、また詰

ですから、全員協議会で資料としてお配り

めていかなければいけないということであり

したものについては、これが今まではたたき

ますけれども。ですから、急ぐことはないと

台ということで、市長を含めた首長あるいは

いうことは、そうじゃなくて、ともかく真摯

副町長会議、あるいは現場の署長会議で詰め

な議論をして合意形成ができるとすれば、こ

てきて、その中である程度の課題、検討すべ

の目標のところに向かってもう真剣な議論を

きことがまとまりましたと。ついては、たた

していきましょうと、こういうことです。

き台から案に格上げをしましょうということ

次に、一方的に資料が送られてきたという

が確認がされたということですから、まさし

お話でございましたけども、これは担当窓口

くその案に基づいて、これから個別・具体的

をつくったのですよ。町村会の中でも、ある

に項目ごとに詳細な検討が加えられると。そ

いは帯広市の市長も含めて、やっぱりこれは

の結果が、広域化ができるのか、あるいはメ

片手間ではできないよねと。専門部署を設け

リットがないからやめようということになる

ましょうということで、これは議会にも報告

のかということで進んで、物事が進んでいく

をしながら、そこで原案、たたき台をつくっ

ということでございますので、御理解いただ

ていただいてるということですから、それに

きたいというふうに思います。

基づいてより具体的な話をしていくというこ

以上でございます。

とになります。ですから、その中の一つとし

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

て、派遣のこともたたき台として出てきてま

○９番（井脇昌美君）

町長の説明もよくわ

す。足寄から２名ということが出てきてま

かりました。

す。これについても、これからの議論なので

ただ、道なり国から財政支援もあると。こ

す。これは、何故かといいますと、十勝の消

れが、まったく十勝管内の以前の人口１万都

防局の中に、この今３町でやっている本部、

市の合併ということが国から、いわば求めら

これを当然設置をするということです。すな

れ、幕別町の議員さんもよく懇意にさせても

わち、これが可能になれば、３町の消防本部

らっているのですけど、失敗したと。今、こ

はなくなります、ここからは。そこで、一定

の、いわば合併によって一時的に大きな財政

の人数、今ちょっと数字ぽっと出てこないの

支援が得れたと。しかし、二年、三年後から

ですけど、７０数名とかっていうことなので

はそれが微調整されて、今はもう何らかえっ

すけども。私は正直言って、うちの消防の現

て広域的になったと。だから、この消防と関

― 20 ―

係はないのですけど、似たようなイメージで

いうことです。私の町も両隣とやりましたけ

ですね、これもやはり一種の取り込む一つの

ども、これはメリット見出せないねというこ

手なのかなと。やっぱり、住民がしっかり

とでやめたということです。ですから、この

と。これ特に、合併問題も含めてですけど、

広域化も広域化をやるということは決まって

この消防も広域というのは本当に命といわば

ないのです。これからの検討なのです。です

生活の災害だとか、それから火災だとか、災

から、千歳市のほうでどういう経過でだめに

害も火災の部類ですけど、予期せぬ災害のと

なったのかは分かりませんけども、十勝の段

きは、私はこの広域化というのは果たして、

階は、具体的な検討項目もピックアップをし

本当に敏速に機能を成すのかなということが

ながら、こういったことがクリアできるとす

心配でなりません。まして、昨年の３月１１

れば、２８年４月から行けるか、行きましょ

日 、 よく 皆 さん が ３. １１ っ て言 い ます け

うというところの合意形成だけができてると

ど、あれも地域の消防団の人がもう本当に大

いうことですから、実際に行けるかどうかと

きく犠牲になってかわいそうなことをしたの

いうのは、事務処理上はもうたくさんの難し

ですけど、あれだけ寸前まで地域と一体と

い問題があるのです。今現在３町でやってま

なって住民の命ちの救出に当たられたのは、

す消防本部、これ各方面でやっていますけど

まさに小さな部分的な団の構成だから、常

も、まずはこれはこの本部を、一部事務組合

備・非常備合わせて、あのような犠牲は出た

でやっていますけれども、これを解散議決を

けど、私は、地域に密着した消防だったから

もらわなければできないのですよ。ですか

あのようなかえって大きなことになったのか

ら、例えば、首長たちだけがやるぞ、やるぞ

なと。あのようなことが、あの場所で広域化

といったってどこかの町村で、例えば、うち

になってたら、果たしてどうかなと。だか

ですね。３町でやってますから。うちの議会

ら、災害のために消防団が、ある意味いった

で解散まかりならんということになれば、３

らあるわけですから、その辺も慎重にしてい

町の本部は向こうにいくということにはなり

ただきたいとお願いをしたいと思います。

ませんから、これは。ですから、細かいこと

それと、これがたまたまですけど、ことし

を言いますと、そういうことも含めてしっか

の３月、この恵庭と千歳と北広島、３市の消

りと個別課題をみんなで検討をして、そして

防署が広域化協議されたのです。北海道でこ

メリットがあるのかないのか、十分な検討を

れ３カ所目ですかね、十勝と。これも３月で

して結論を出していくということですから、

解散しました。なぜか。やはりメリットがな

ぜひ御理解をいただきたいなということでご

い。そのような、ちょっと何か検証したこと

ざいます。

はございますかね。これ、大々的に載ったは

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

ずなのですけど。

○９番（井脇昌美君）

町長のおっしゃるの

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

もよくわかりました。

繰り返しの答弁に

これが、したということではもう遅いわけ

なりますけども、そのことが広域でやること

ですから、こういう議論をしても。だから、

が帯広市も含めた１８町村、これがメリット

そういうことで。今、町長のほうからどうい

がなかったらやめるのですよ。メリットがな

うような千歳市が頓挫した理由はちょっと存

ければ。ただ、前向きな議論をしていきま

じてないって言いますけど、消防組織体制、

しょうと。ですから、町村合併であれします

勤務体制および部隊運用などが合意形成に至

と、どこの地区も協議会は立ち上がったので

らなかったということが主たる理由らしいで

すよ。真摯な議論をして、やっぱりメリット

す。やっぱり、釧路管内でも標茶が同じ広域

見出せないよねということでだめになったと

の中で協議した経過があるのです。標茶も
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やっぱり人員配置の効率化が図れない、財政

ところで、これに関連して、何か議題が広

的な負担が従来より増えるという細かくシ

域化についての質問なものですから、今、こ

ミュレーション出したのです。そのことを去

の団員さんが過疎債退職報奨金制度というも

年、おととしのあなた全員協議会の中であり

のに加盟しておるらしいのですね。してるの

きというイメージでデジタル化に備わってそ

です。これは、北海道行政総合事務所という

ういうような電波の設置するものには１０数

のが道にあって、これが管内で池北三町のこ

億円かかるのだからこの単独だとか何かでは

の沿線だけ加盟してるのです。管内でこの３

維持はできないんだというお話しした記憶は

町だけが加盟しているのです。何をいわんか

ございますね。だから、ありきのことで僕お

ということは、長い間やはりこれを個人負担

話をしているのかなと、そういうふうに実は

を積み立てしながら消防団員の人も団を退く

早合点したのも事実だったのです。お話があ

ときに退職金という大きな金額ではないので

るようだったら。

すけど、ささやかながらいただいてると。そ

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

のことが私に言わせたら、広域化になる、す

お答えをいたしま

す。

るというのではないのですけど、なった折り
には、その報奨制度がどうなるのかと。ま

先ほどもお答えしたとおり、これはもう合

た、そのことによって、報償をもらうから団

意できたのですよ。あのデジタル化のやつ

員になってる、団員を協力させていただいて

は。これはやりますから。報告もさせていた

るというのは、いないだろうけど、そのこと

だいてますけど。これをやらないことには、

が制度がなくなると、団員さんも高齢化です

単費でやらなんきゃいけないということです

し、腰曲がってやっとこ頑張って走り回って

から。ですから、仮に広域消防がだめになっ

るわけですから、私は団員のいわば組織のい

たとしても、デジタル化だけは共同でやりま

わば辞められる人が出て、若干になるのでは

しょうと。とんでもないお金かかりますか

なかろうかなと。そういうふうにも思うので

ら。それだけは合意できてますから。それは

すけど、その辺どうですかね。何か、その制

議員、ぜひとも切り離して考えてください。

度があったのがわからないような感じなので

デジタル化やるんだから、デジタル化スター

すけど。

トしちゃったら、これだって一緒になってや

○議長（吉田敏男君）

らなければだめだろうということではござい

○町長（安久津勝彦君）

ませんのでね。でから、今のところ確認がさ

なりますけども、団は別ですから。団は足寄

れてるのは、デジタル化。これはもうやりま

町が運営してかなきゃいけないわけですか

しょうと。ですから、具体的に来年から調査

ら。団を向こうに持っていくのなら別です

設計も含めて、実施設計も含めて入っていく

よ。そのことも心配されますけども。ですか

ということでございますので。そこはぜひ整

ら、そのことは心配いただかなくてもいいか

理をしていただきたというふうに思います。

なというふうに思っております。

答弁、町長。
繰り返しの答弁に

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

以上でございます。

○９番（井脇昌美君）

その中で、今よくわ

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

○９番（井脇昌美君）

別なのはわかってい

かりました。
ただ、この電波法だけは国で実行するわけ

るのです。私がお聞きしてるのは、この制度

ですから、これは例えばその頃になって足寄

がそのことによって広域化になるとなくなる

がブースターつけてアナログでなんていう、

ということが推測されてるらしいのです。機

そんなことにはならないわけですから。それ

会あったら、答弁いいですから、聞いといて

は、よく存じているとこでもあります。

ください。
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それで、このあくまでも広域化のほうが私

す。この広域化、私は何回も全員の議員さん

ども、先行してイメージでありきの受け取り

との場を今後設けていただきたいと思いま

方、私してたものですから、これはやっぱり

す。

慎重にしてもらわんとあかんなというふう

そういう中で、最後に、ちょっと今までの

に。今回も機会あって議選で行政組合にお世

イメージの中でこうするということをちょっ

話になっていろいろ勉強させていただきまし

とお聞きしてこの私の一般質問を終わりたい

た。その間で、監査という大役もお務めさせ

と思います。

ていただいた。ああ、こんな仕組みになって

○議長（吉田敏男君）

いたんだなと。こういうようなことが行政組

○町長（安久津勝彦君）

合として機能を成してたんだなと。非常に勉

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

強もさせられただけに、お聞きをしっかりと

議員のお言葉の中に、決して言葉尻つかま

したいと。近隣の議員さんにもどうなんだと

えるわけではありませんけども、慎重にとい

いうお話をしたら、いやいやこれは大事なこ

うお言葉でありましたけど、私は積極的にこ

とだよと。非常に大事なことで、ある人はパ

の議論に加わっていく、もっといえば、この

フォーマンスの上手な人ですから、どんどん

間もそういうお話をさせていただいておりま

腕回して頑張ってるけど、なかなかそう簡単

す。

にうまく決まらんじゃないかなという話もし

個別具体的に、わかりやすく言いますと

ているのですけど、早めにそういうことを協

ね。帯広市の消防の体制と郡部の体制は違う

議の場をきっちりと求めて、住民の人が理解

のですよ。帯広の場合、火災あったときには

し、すべてがあれすればそのこともやむを得

常備でもう正職員がちゃんと配置されてます

ないことであろう、また、すべきだというこ

から、団の人は行かないのですよ。ただ、田

とも言ってるには言っているのですけど、決

舎の町、うちも含めて近隣もそうですけれど

して、なってからでは遅いものですから、こ

も、まずは、例えば、大誉地で火災があった

ういうようなことを一つのお話をきょう一般

といったらもう団の人が行くのですよ。この

質問としてさせていただいたわけですけど。

決定的な違いもあるのですよ。ですから、そ

昨年、たしかどこかの林道かどこかで大き

ういったことを２８年４月の目標に向けて、

な何か災害、交通事故か何かあったのですよ

そういったことも整理ができるのかどうかも

ね。オンネトーの周辺の林道ですよね。あの

含めて、しっかりと積極的に議論をしていっ

ときも、やっぱり足寄で人員がいわば救助で

た上で、２８年４月にスタートできるのか、

きなくなって、釧路阿寒町だったですかね。

あるいは、メリットがありませんからやめま

釧路のほうから支援してくれたのですよね。

しょうってなるのか。だから、私は積極的に

そういう目に見えないけど、果たしてこの

そのことをですね。ですから、担当のほうに

ケースは広域化だったらどうだったんだろう

も言っているのですけども、先ほどもちょっ

なと思ったり、これも小さな村、小さな仕組

と触れましたけども、財政的な部分というの

みだからそのような敏速なあれを得られたの

も、サービスは向上されるけども、だけど負

かなと。そういうことも踏まえて、今後いろ

担できないようなお金が出てくるのだとした

んな中でちょっとあれですけど、生ごみの問

ら、これはもううちの町としては入れません

題もあります。十勝、これも一円に帯広市に

ということにもなりかねませんから、そう

ある一定の、あともう間近に四、五年もたっ

いったことも含めて積極的に協議、検討して

たら、三、四年たったら来ます、その時期

いきましょうということは、これはこの間も

が。それも、やっぱりいいこれから検討の余

いってきております。

地があるのではなかろうかなと思っておりま

それから、議会に対する報告、あるいは協
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議の場、まさしくこれからそのことが個別、

に、我が町、足寄町を和牛一大生産基地に育

具体的な協議が始まって整理がされ次第、

て上げることも夢ではないと確信をしたとこ

もっと言えば頻繁になるというふうに思いま

ろでありますが、今後、足寄町として振興策

すけども、逐次、議会あるごとに報告もさせ

はあるのか、町長にお尋ねをいたします。

ていただき、御意見も聞く場を設けるという

○議長（吉田敏男君）

ことになるというふうに思っていますので、

○町長（安久津勝彦君）

御理解いただきたいというふうに思います。

問にお答えをいたします。

以上でございます。

答弁、安久津町長。
木村議員の一般質

第１０回目を迎えました全国和牛能力共進

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

会への出品等の経緯と支援につきましては、

○９番（井脇昌美君）

深く言いませんけど

第３回足寄町議会定例会において行政報告お

も、積極的に今の言葉、力強い言葉いただき

よび補正予算を承認いただき、１０月２５日

ましたので、十分議会を通して、また住民に

から長崎県佐世保市において開催されたとこ

しっかりと周知する徹底、それだけは図って

ろでございます。

いただきたい。帯広市からアンケートをとる

今大会の出品区である第５区繁殖雌牛群と

のではなくて、もっと縮小した中で、具体的

して、足寄から出品の２頭を含めた４頭が審

な詳細は足寄は足寄なりの周知の仕方がある

査対象となり、優等賞第６席をおさめた成果

わけですから。お願いをしたいと思います。

は大変すばらしいものと、生産者ともども喜

それで、一般質問を終わります。
○議長（吉田敏男君）

んでいるところであります。

これにて、９番井脇

昌美君の一般質問を終わります。

足寄町の和牛の導入につきましては、昭和
２６年に島根県および鳥取県から３４頭の雌

ここで、暫時休憩をいたします。

牛を導入したことに始まり、和牛生産の導入

１時再開といたします。

が広がる中、昭和５８年に足寄町和牛生産改

午後

０時０１分

休憩

良組合が設立となり、組合員のさまざまな活

午後

１時００分

再開

動を通じて、あしょろ和牛の改良の向上を目

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

指してまいりました。
これまで、本町における和牛振興策といた

一般質問を続けます。

しまして、高品質牛生産システム調査委託事

４番、木村明雄君。

業、和牛生産改良組合補助金事業、優良和牛

○４番（木村明雄君）

それでは、議長のお

保留奨励金補助金事業、和牛肥育振興資金貸

許しをいただきまして、二つの質問をさせて

付事業など、町単独補助を実施してまいりま

いただきます。

したが、制度の見直しを行い、平成１６年度

まず最初に、和牛振興対策について進めて
いきたいと思います。

より足寄町畜産振興資金貸付要綱に基づき、
家畜改良、規模拡大、新規の導入、優良肉専

ことしは、５年に１度と言われております

用の繁殖雌牛の導入や自家保留等の推進およ

全国和牛能力共進会が長崎県で開催されまし

び畜産経営基盤の育成・振興を図ることとし

た。我が町、足寄町からも、岡元牧場と伊藤

ております。

牧場と二つの牧場が出場し、大変優秀な成績

現在、和牛生産改良組合員数は、５３戸、

をおさめました。現在、我が町の農業生産物

繁殖雌牛につきましては２,７００頭を超え

において、これはといってよいものがない中

る素牛生産体制となっており、今後も継続し

で、足寄町に、または農業生産者に将来の生

て支援してまいりたいと考えておりますの

き残り策の夢と希望を与えてくれた全国和牛

で、御理解を賜りますようお願いを申し上げ

共進会ではなかったかと考えます。これを機

ます。

― 24 ―

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

４番、木村明雄議員。
○４番（木村明雄君）

十勝支庁管内では、繁殖雌牛頭数が特に多
いのは、音更町、大樹町、幕別町、池田町、

わかりました。

豊頃町、足寄町と浦幌町。７町が今進んでい

ことしは、第１０回目の全国和牛能力共進

る。熱を入れて頑張っているというところで

会があったと言われておりますが、これはこ

ございます。その中でも、足寄町が断トツに

れからの振興を進めていく上で、現在足寄町

頭数が多くなってきていると。私が考えるに

の和牛評価、道内または十勝管内、これどの

しても、これは、足寄町の気象条件または立

くらいの基準評価の位置にあるのか、ちょっ

地条件、これらを鑑みをしても、やはり足寄

とわかればお尋ねをしたいと思います。

町においては、和牛の振興についてはこれか

○議長（吉田敏男君）

らもどんどんやっぱり進めていかなければな

経済課長、答弁。

○経済課長（岩原栄君）

お答えいたしま

す。

らないものと考えているところでございま
す。

ただいま、議員の評価の部類なのですけ

ちょうど昨年の今ごろでしたか、栃木県

ど、さまざまいろんな部類があるのですが、

の、本社が栃木県にありまして北海道から沖

最も和牛の一番関係でいきますと、２３年度

縄まで肥料頭数１３万３８６頭と、和牛を

の調べでは、ホクレンの帯広支所開設の市場

飼っていた安愚共済牧場が破産、そして崩壊

におきましては、この十勝管内の黒毛和牛の

をいたしました。具体的に、この頭数に国

流通というのは、取引額が１万４,０３９頭

内、回復するまでにはまだ何年もの時間がか

なのですが、販売価格は去勢が４４万２,０

かるのではないかと言われております。そこ

００円台。雌牛のものについては、平均でい

で、この和牛振興に当たって、町長もこの長

くと３６万３,０００円を超えると、全国平

崎県へ出向いて参加をしてきたという中で、

均を上回っているということで、全国市町の

ちょっとその辺の感想というかな、それらに

ランキングは４位と、販売価格２４位と、十

ついてもお聞きをしたいと思います。

勝管内では有数の位置付けになってございま

○議長（吉田敏男君）

す。

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
全国共進会に議長

十勝管内の母体数の中の成績表もあるので

ともども参加をさせていただいて、２人で最

すが、おおむね全体的十勝管内の農協のそれ

終日の入賞牛のパレードまで見てまいりまし

ぞれの和牛を生産されている農協を含めて、

た。

足寄町の位置付けとしては大体中間程度、も

一つあるのは、和牛のブランド化という意

しくはやや囲いの分野もあるのですが、おお

味でいけば、肥育をかけて、やっぱり製品、

むね大体中間程度ということでの報告を受け

肉にならないとなかなかブランドということ

ているところであります。

には難しいということでございます。

以上であります。

先ほども答弁の中で触れましたけれども、

○議長（吉田敏男君）

４番、木村明雄君。

足寄の和牛は素牛生産が主たる、そういう体

○４番（木村明雄君）

ただいま、中間程度

系になってるということでございます。です

ということでございます。

から、簡単にそこの比較ということはできな

そこで、ここに北海道の酪農畜産家の資料

いというふう思ってますけども、ただ、素牛

があります。和牛生産は、本州府県が停滞傾

生産をする上で、今回２戸の農家の青年が参

向にある中で、北海道は順調な発展を遂げ、

加をしたわけでありますけども、それの素と

我が国最大の生産基地となっていると。

なる繁殖牛の審査区分のところに出品をし

北海道が今どんどん進んできているという
ことだと思います。

て、全国で６位ということですから、これは
もうすばらしい成績だったなというふうに
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思っております。

のかなと、そんな思いはありますけども。現

率直に言って、やっぱり驚いたといいます

状では、先ほどお答えしたとおりのことで、

かびっくりしたのは、やっぱり口蹄疫で大変

今ある支援策を継続してやっていきたいとい

な状況であった宮崎、これが見事に復活をし

うふうに考えているところでございます。

て各部門で最高賞を取っているということで

以上でございます。

すよね。ですから、改めて感じたのは、相対

○議長（吉田敏男君）

４番、木村明雄君。

的に、肥育の部分も含めてでありますけど

○４番（木村明雄君）

わかりました。

も、やっぱり九州勢はすごいなと。そんな思

全国で６位ということで、これはすごい成

いをしておりました。宮崎、鹿児島、それか

績だなと、よかったなと、そんなふうに思っ

ら長崎、大分。ここはやっぱりすごいなとい

ているところでございます。

うふうに思いました。

これが、これから先に向けて、先ほど町長

それともう一つ、バスを見て驚いたのは、

からの答弁もありましたけども、上がり下が

大型バスの一面に飛騨牛とどんと書いてある

りの問題もあると。いろいろなことがあろう

バスが来ているのです。これは、ですから、

かと思いますけども、ここでやっぱり繁殖牛

もう具体的にちょっとお話しは伺いませんで

が２,７００頭もいるということだから、こ

したけれども、県を挙げてやっているのか、

れがやはり５３戸の農家で２,７００頭いる

あるいはもちろん、改良組合自体がそんな大

ということですから、これがやはり１００戸

きなバスを持ってそういうところまでやって

になり、そして、これが３,０００、４,００

運行してるのか、ちょっとわかりませんけれ

０となるような形の中でやはり足寄は進んで

ども、やっぱり力の入れようというのは、

いくべきでないのかなと、私はそんなふうに

ちょっとまだまだ北海道というのは、そうい

思うところでございます。

う意味ではまだまだ後進国なのかなと、そん
な思いをしてまいりました。

そこで、一つ大きな問題があると思うわけ
なのだけれども、これはやはり１頭の和牛が

ちょっと長くなってますけども、いずれに

長持ちさせることは、皆さんそれぞれに計画

しましても、足寄のこの素牛生産、これは市

を立てながらやっていると思うのだけども、

場でも大変な評価を受けてますし、先ほども

大体１０年くらいしかもたないわけなのです

お答えしたとおり、繁殖雌牛が２,７００頭

よね。そこで金がかかるということになろう

を抱えているというのは、私は、全道で一番

かと思うのですけども、その辺について

でないのかなという、そんな思いをしており

ちょっと答弁をいただきたいと思います。何

ます。

か考えてるのかどうなのか。

今後においても、これらの農家経営の中で

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

この和牛の占める位置というのは、やっぱり

○町長（安久津勝彦君）

極めて大きなものはあるかなというふうに

ました１０年という意味は、１０産で大体更

思ってます。

新時期。私が担当した頃というのは、本当に

今、議員お話あり

ただ、心配なのは、やっぱり肉牛、これは

丈夫な牛というのは１２産、１３産という牛

相場によってかわりますから、これはなかな

もいましたけど。これは、一方で、最近の傾

か値段が上がったから、じゃあなんていうこ

向というのは、市場価格に連動するというこ

とにもなりませんし、では下がったときにど

とで、余り多年次にわたる牛、例えば、１０

うするのかということもありますし、ここら

産目の子牛が仮に市場に出たときにやっぱり

辺は農協あるいは改良組合とも連携をしなが

値段が落ちてきてるというのです。まず、一

ら、もし何かがあるとすれば、何らかの対策

番なのは和牛ですから、血統を重視というの

というのは当然とっていかなければいけない

が一番です。それと、何産目の子かというこ
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とも最近はどうも市場価格で出てきていると

ちょっと心配なことがあります。それは、や

いう、そんな情報も聞いております。

はり１０産しかもたない牛、しかしながら、

何らかの方法ということを考えているかと

今、農業情勢は厳しい中で、自分のところで

いうことでありますけども、先ほどもお答え

生まれた、この後継牛として育てていかなけ

したとおり、私が担当している頃というの

ればならない。この牛がやはり組勘が赤字だ

は、優良和牛の保留事業ということをやりま

と。これから先に向けて営農を続けていくた

した。それは何かというと、血統のいい雌

めには、例えば、宮崎県だとか、そういうと

牛、親牛を他府県から導入をして、そして

ころから入れてきたいい牛の子っこであって

子っこをとって、そして血統のいい牛を市場

も、やはり手放していかなければならないと

に出しましょうという取り組みをしておりま

いう部分から考えていくと、これが２,７０

した。いつまでも他府県から導入をしていれ

０が反対にこれが少なくなっていくという可

ば、当然、高い買い物、値段の血統のいい牛

能性が出てくるのではないかという気がいた

を買ってくるわけですから。高い買い物にな

しますね。ここまで、今、基盤ができたと。

る。そうすると、自分のところで生まれた雌

基盤ができて前に進むのではないかと言われ

牛を後継牛に育て上げようという、これも改

ている中で、ここでやはり本当に例えば、そ

良組合の取り組みで長年やってきたというこ

の生産者が農協ともいろんな相談をしなが

とでございます。

ら、そしてこれはいい牛だから残したほうが

その結果、一定の後継牛についても、それ

いいということがあっても、これはやはり年

はそろえることができたということ、成果が

を持ち越すためにはやっぱり借金は払わなけ

上がったということも含めて、そういったこ

ればならない。だから、出さなければならな

とも確認をしながら、先ほどもお話ししたと

いうことで、これが一番大きな振興策の一つ

おり、事実プランの関係もありましたけど

なのだけれども、この辺やはりこれから先に

も、平成１６年に制度の見直しをかけて、そ

向けてそういう資金というのか、これが対応

こら辺については、貸付金という形の中で十

を考えていかれるのかどうか。これは、

分対応が可能ではないのかというようなこと

ちょっと町にお願いをしてもだめなのかもし

で整理をかけさせていただいて、現状にある

れないですけれども、その辺について、何か

ということでございますから。間違いなく、

よい提案がありましたら、お伺いをしたいと

基盤はもう揺るがない基盤は私はでき上がっ

思います。

ているというふうに思ってますから、もし何

○議長（吉田敏男君）

らかのことが必要だということであれば、当

○町長（安久津勝彦君）

然、それはＪＡさん、あるいは改良組合とも

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

相談をしながら対応をしていきたいなという

先ほど申し上げたとおり、制度の見直しを

ふうには思っておりますけども、現状の中で

して、今現在は、これは和牛に限りませんけ

は、そういったお話も聞いておりませんし、

れども、足寄町畜産振興資金貸付要綱という

私はもう基盤はでき上がってるものだという

のが定まっておりまして、これ今、大体平年

ふうに思ってますから、もう自力でそこら辺

ベースで３,０００万円ぐらいで来てますけ

はできるのではないのかなという、そんな思

れども、これは、無利子の貸付制度でありま

いもしているということでございます。

すし、しかも据置期間が２年から３年、そし

以上でございます。

て償還も４年から５年。すなわち、借り入れ

○議長（吉田敏男君）

４番、木村明雄君。

起こしてから７年のうちに、実質は４年なり

○４番（木村明雄君）

まさに、町長の言う

５年間で返せばいいということです。そうし

とおりでございますれけども、そこで、私も

ますと、和牛、これは１年に１産とるという
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ことでいけば、要は、母体の管理をちゃんと

度を設けておりますが、これは本当に私もよ

やって発情を見逃さなければ、この７年間の

いことだなと思っておるところでございま

中でその対応というのは十分できるというふ

す。

うに私は思っております。これが、例えば、

そこで、私の提案でありますが、農業を継

１年に１産が、これ乱暴な話だけども、２年

いでいく後継者に、年間それほど多くの件数

に１産しかとれないんだったら、正直言って

はないものと考えます。新設住宅２００万円

やめたほうがいいのでないかと、正直言って

程度の補助制度を設けてもよいのではなかと

私はちょっと辛辣ないい方ですけども。そん

も考えております。

なふうにも思っております。ですから、うち

町長は、いつも足寄町の基幹産業は農業だ

の改良組合に参加をしている組合員さんは、

と言っておられます。この基幹産業を元気に

もうそんなことはないというふうに思ってま

するためにも、足寄町を担う将来の農業後継

すから。現状では、十分現行この貸付金制度

者に夢と希望を持ち暮らしていかれる、若者

で十分対応可能かなというふうに私は思って

を元気にして育てていくためにも、必要なこ

おります。

とではないかと思いますが、町長の所見を伺

以上でございます。

いたいと思います。

○議長（吉田敏男君）

４番、木村明雄。

○議長（吉田敏男君）

○４番（木村明雄君）

わかりました。

○町長（安久津勝彦君）

それでは、まあ、そうですよね。生産者に
もやっぱり頑張ってもらわなければならない
わけだし。わかりました。

答弁、安久津町長。
２点目の質問にお

答えをいたします。
農業後継者対策についての御質問でござい
ますが、本町の基幹産業である農業を担うべ

それでは、次の質問をしたいと思いますけ
ども、よろしいでしょうか。

き農業後継者の支援策は、足寄町農業後継者
就農育成資金、いきいき農業夢資金といたし

それでは、２番目の質問をさせていただき
ます。

まして貸付限度額２００万円以内、債務免除
額１００万円以内を支援をしているところで

農業後継者対策について。

ございます。

これについては、現在、新規就農者対策に

御提案の新築住宅への補助制度につきまし

おいては、町としても大きく力を注いでまい

ては、議員仰せのとおり足寄町住環境整備補

りました。おかげをもちまして、新規就農

助金として平成２３年度より新築住宅へ、ま

者、皆さん順調に営農を続けているところ

た、平成２４年度からはリフォーム住宅に、

で、この件については、大きく評価をしてお

それぞれ上限１００万円の助成制度を開始い

りますが、一方では、学校を卒業し帰ってき

たしておりますので、この事業の活用をお願

た若者、または都会に勤めていた者がＵター

いをしたいというふうに考えているところで

ンした若者、この農業後継者はどうなのか。

ございます。

パートナー問題または住居環境問題、農業後

今後とも、農業後継者対策には、各関係機

継者は、ほぼ１００％親たちと一緒の住まい

関との連携を図り推進してまいりたいと考え

であります。パートナーができれば当然、結

ておりますので、御理解を賜りますようお願

婚し、子供も生まれます。現代は昔と違い、

いを申し上げ、答弁とさせていただきます。

プライベートの問題もあります。中には、親

○議長（吉田敏男君）

たちと一緒の暮らしを希望する人たちもおり

４番、木村明雄君。

ますが、今の若い人たちはほとんどが別に暮

○４番（木村明雄君）

らしたいのが希望であります。町としても、

いうことでございますけども、私は今ここ

新築住宅に、またはリフォーム住宅に補助制

で、この足寄町ここでやはりもう一息、もう
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再質問を許します。
ここで１００万円と

一つ頑張らなければこれはまずいなと、そん

いて、どうしても必要だと私は思うわけでご

なふうに考えております。

ざいます。そんなところで、もう一度、町長

私は、ことしの３月の議会で我が町の人口

の所見を伺いたいと思います。

減の歯どめ対策について、質問をいたしまし

○議長（吉田敏男君）

た。

○町長（安久津勝彦君）

今回は、農業後継者に対して大きく関連の

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

ある住環境問題であります。この環境が整っ

議員仰せのとおり、足寄町の基幹産業、農

ていればこそ、パートナーもあらわれるので

業でありますし、それから後継者対策しっか

はないかと。そんな期待をするところであり

りやってかなきゃいけないという、これはも

ます。景気がどんどん上向き状態であれば、

うお互い認識は一致するところだというふう

こんなやぼな質問はいたしませんが、現在、

に思っております。

社会情勢、景気は落ち込み、そして少子高齢

ただ、そこで後継者対策の一つとして、農

化が進み、年々人口減が進んでいく中で、ま

業者の部分でのところだけに２００万円とい

ずは悪循環になってきたものと考えていると

うのは、私はちょっと町民の御理解もいただ

ころでございます。

けるのかなと考えたときには、それはちょっ

私は、農業に生まれ育ち、４０年もの長い
歳月、農業を営んでまいりました。現在、後

と私は難しいのではないのかなというふうに
思っております。

継者がいながら、私の場合は後継者がいるも

以前の議会の中で、１００万円の助成、こ

のだからちょこっと退いてはおりますけど

れもうちょっと大きくした方がいいのではな

も、しかし、これは今、農業の現状がどうな

いのかという、そういう御質問もいただいた

のかということは、私、子供の頃というか、

というふうに記憶してますけども、私はそこ

４０年もやってきた中でずっと見てきた。そ

のところはやっぱり真摯に今後も検討してい

の中で、今が一番これ農業大変な時期でない

きたいなというふうに思ってますけども、た

のかなと、そんなふうに思うところでござい

だ、後継者対策の一つとして農業者にだけ２

ます。今までにも、さまざまな経験をしなが

００万円というのは、これは私はちょっと別

ら、そしてまた農業問題に取り組んで、少し

な方法を考えたほうがいいのではないのかな

は農業情勢のほうもわかってはきたつもりで

という、そんな思いをしてるものですから、

ございます。

先ほどから答弁しているとおり、新築に当

これは農業の基本でありますが、昔の人

たっては、現行の１００万円なり、あるいは

は、どんなに平らな見た目いい畑であって

リフォームの上限の１００万円で検討いただ

も、完熟した堆肥を施さなければよい作物は

きたいということで、答弁をしたということ

取れないと言ってもおりました。そしてま

で。

た、その前に、まかぬ種は生えぬということ

決して、２００万円という具体的な提案を

もいっておりました。これ、やはり今この時

いただいてますけども、これは今のところ考

期にこの種をまいて、そして育てていくとい

えてませんし、じゃあ、そのことで後継者対

うことが一番大事なことでないのかなと、私

策しないのかというと、決してそうではあり

はそう思うところでございます。

ませんから、後継者対策はまた考えられるい

これ、本当にこの私の今２００万円どうで

ろんなことはやってかなければいけないとい

しょうかという、これはきつい提案だという

うふうに思ってますので、ぜひそういう観点

ことは本当に重々わかっているわけでござい

で御理解をいただきたいなというふうに思い

ます。しかしながら、これから将来、未来に

ます。

向けて、やはりこの環境整備、改革これにつ

以上でございます。
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○議長（吉田敏男君）

４番、木村明雄君。

なのですけども。これは、また後の機会とい

○４番（木村明雄君）

まずは、わかりまし

うことで、考えていきたいと思います。

た。

そんなわけで、私の質問を終わらせていた

それでは、次の質問をいたします。

だきます。

まずは、ことしの春、私も一般質問した中

○議長（吉田敏男君）

これにて、４番木村

で、ことしの春先には２０代から５０代まで

明雄君の一般質問を終えます。

の未婚の農業者が、または後継者が６０名ほ

次に、１番、髙橋秀樹君。

ど今のところいらっしゃるということでござ

○１番（髙橋秀樹君）

います。これは、結婚とは、この前も言った

したので、一般質問通告書に基づき、一般質

けども、１プラス１は２ではなく、５にも７

問をさせていただきます。

議長のお許しを得ま

にもなる可能性を持っているのだと。そし

足寄町の企業をどのように活性化させ活力

て、私もそんな思いの中で、やはり何回かこ

ある企業にしていくかという趣向について質

の婚活も進めてまいりました。しかし、これ

問をさせていただきます。

はやはり難儀な問題だということもわかって

景気の不透明感が増す中、昨年度、税収の

おります。しかし、ここで何とかしなければ

落ち込みが見られ足寄の企業は大変苦しい時

ならんということも考えているところでござ

期を迎えております。これ以上の税収を減ら

います。そこで、農業委員会にお尋ねをいた

さないために、町としてどのような手だてを

します。あれから９カ月の経過をしておりま

お考えか、公共事業はこの時期大変有効な手

す。この件について、難儀な問題であり、せ

だての一つと考えるが、将来にわたり安定的

かすわけではありませんが、現在、農業委員

な税収を確保することが必要であるため、今

会としてパートナー対策について、今までに

以上に商工会との連携を重要視していかなく

婚活推進を図ってきたものと考えますが、ど

てはならないと考えています。行政は情報を

こまで進んで現在何組まとまりそうなのか、

提供し企業と企業を結びつけることに重きを

そしてこれからの計画というのかな、それに

置き、新しい事業を展開できるよう役割を担

ついてもありましたらひとつお尋ねをしたい

うことが必要だと考えられます。行政は経営

と思います。

に参画するのではなく情報を発信する側に徹

○議長（吉田敏男君）

ちょっと待ってくだ

さいね。

しなければならないと考えております。
足寄の企業をどのように活性化させ活力あ

これ、質問用紙の中で質問、大枠では後継
者対策ということでなってるからそのことも

る企業にしていくか、下記の質問をさせてい
ただきます。

いいのかと思いますけども、詳細のところに

１、金融円滑法が来年３月で終了する可能

はそのこと一切触れられていませんので、今

性がありますが、出口戦略についてどのよう

どうするかなとちょっと考え中だったのです

なお考えか御質問いたします。

けども。

２、長期的に安定的な税収を確保するた

今の関係でいきますと、表題だけそういう

め、足寄町の事業者の体質強化を図る必要が

ように大枠にくくってしまえば何でも質疑が

あると考えていますが、町としてのお考えは

できてしまうというようなことになってしま

いかがかお伺いいたします。

いますので、この関係については後ほどの質
疑にしてください。

業を育成する生産者と販売者とのジョイント

４番、木村明雄君。
○４番（木村明雄君）

３、商工会、農協との連携を図り足寄の産
役を行政が行い、新規企業の立ち上げを促す

これについては、関

連はあろうかと思いまして、私も出したわけ

ことについてお伺いいたします。
４、新規事業を展開させるために資金的サ
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ポートが必要であるが町としてのお考えをお
伺いいたします。

めてまいります。
次に、２点目の長期的に安定的な税収を確

５、今回足寄町のホームページが刷新され

保するため事業者の体質強化を図ることにつ

情報が発信する素地が整いつつあります。足

いてでございますが、長引く景気低迷によ

寄の特産品、加工品をどのような方法で宣伝

り、町内中小企業者等におきましても、大変

し、育成していくかについて御質問をいたし

厳しい状況が続いております。そのため、国

ます。

や北海道、関係機関が実施している経営改善

以上について、町長の御所見をお伺いいた
します。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

や支援事業等の周知を、足寄町商工会や関係
団体等を通じて実施しておりますが、今後に

答弁、安久津町長。

おきましても情報収集に努めてまいるととも

髙橋議員の一般質

に、関係機関との連携を図ってまいります。

問にお答えいたします。

次に、３点目の商工会、農協との連携を図

まず、１点目の金融円滑化法の終了に伴う

り、足寄の産業を育成する生産者と販売者の

出口戦略についてでございますが、同法は中

ジョイント役を行政が行い、新規企業の立ち

小企業者または住宅ローンの借り手から、金

上げを促すことについてでございますが、近

融機関に返済負担の軽減の申し入れがあった

年、農商工連携事業や６次産業化等、農林業

場合に、できる限り貸付条件の変更等の処置

を含む第１次産業の生産者と販売者をつなげ

をとるよう努めることを内容とした、中小企

る事業展開が注目されているところであり、

業等に対する金融の円滑化を図るための臨時

本町においても異業種交流会や農商工連携事

処置に関する法律で、平成２０年秋以降の金

業研究会を町内各種団体の参加により推進す

融危機、景気低迷による中小企業者の資金繰

ることで協議されましたが、なかなか進まな

り悪化等への対応策として、平成２１年１２

いという状況下にあります。

月に約２年間の時限立法として施行されたも
のでございます。

新産業創出には、民間活力が必要不可欠で
あると考えており、今後も関係機関と連携を

その後、期限を平成２５年３月までとされ

図るとともに、新産業創出に意欲ある町民等

たところであり、この法律が終了することに

との連携が図れるよう検討してまいりたいと

より、中小企業者の資金繰りの悪化が懸念さ

考えております。

れておりますが、その出口戦略として金融庁

次に、４点目の新規事業を展開させるため

では、中小企業経営力強化支援法を本年８月

に資金面のサポートが必要との御質問につい

３０日に施行をし、財政および会計等の専門

てですが、現在、新規企業への支援として、

的知識を有する者による支援事業を通じ、信

足寄町企業振興促進条例に基づき、実施をし

用保証の付与による資金調達支援を行い、質

ているところであります。

の高い事業計画を作成し経営力の強化を図る
こととしております。

また、特産物の開発等への支援として、足
寄町地場産品開発振興奨励事業補助金の活用

町内金融機関での円滑法による利用実績は

等、新たな事業展開に対する支援を行ってお

ないものと報告を受けておりますが、これま

りますが、今後とも、本町商工業振興の中心

でも金融機関および足寄町商工会と連携を

を担っております足寄町商工会と連携をし、

し、金融担当者会議を開催するなど、足寄町

情報の共有化を図り、支援可能な分野につい

中小企業特別融資制度の活用を図り、町内中

て検討してまいりたいと考えております。

小企業者の経営安定に対する支援を行ってお

次に、５点目の特産品、加工品の宣伝、育

りますが、今後とも金融庁の動静を注視を

成についてですが、現在、足寄町のホーム

し、連携を密にするとともに、情報収集に努

ページの観光、物産情報につきましては、簡
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易な情報のみを掲載をし、全体的な情報発信

○議長（吉田敏男君）

につきましては、情報の錯綜を回避するため

○経済課長（岩原栄君）

に、ＮＰＯ法人あしょろ観光協会のホーム

す。

ページにおいて発信されております。

答弁、経済課長。
お答えをいたしま

金融円滑法を３月が終了ということで御案

また、特産品、加工品等のＰＲにつきまし

内のとおりだと思います。

ては、さっぽろオータムフェスト、北海道

私ども町としましても、この間、金融担当

フェアイン代々木、管内関係団体等による各

者会議等でこの状況等を踏まえて金融機関の

種事業へ、あしょろ観光協会とともに町職員

代表の方に確認をさせてきていただいたとこ

も参加をしＰＲに努めております。その際、

ろであります。

実際にお客様の声を聞き、今後の製品等への

先ほどの答弁のとおり、その関係で足寄町

参考としていただくよう、製造者や生産者等

内にはこの円滑法を活用して金融等のほうで

にもＰＲ活動への参加を協会から呼びかけし

進めているものはないということでございま

ておりますが、参加者は少数であり固定化さ

すが、従来の貸し付けと含めて、条件の変更

れているのが現状であります。

とか、そういうものにつきましては、これま

これまでも、各種メディアやラジオ番組等

での業務体制と同様に進めてきているという

において広くＰＲしておりますが、引き続き

ことであります。今後も、その旨の手法とし

あしょろ観光協会と連携をし、取り組んでま

ましては、やはり地方銀行である地域に密着

いりたいと考えておりますので、御理解賜り

したコミュニケーションをとりながら、金融

ますようお願い申し上げ、答弁とさせていた

機関が進めてまいりたいということでござい

だきます。

ますので、私としても先ほどの答弁のとお

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

１番、髙橋秀樹。
○１番（髙橋秀樹君）

り、融資制度の活用を含めて今後そいういっ
た事案があれば、金融担当者会議を含めて検

まず、１点目です。

討させてもらいますが、そういった手法をと

金融円滑化法の出口戦略についてなのです

らせていただければというふうに思っており

が、こちらやはり、今現状、足寄町ではそん

ます。

なにこれを使っている人はそうそういないと

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹君。

いうお話ではあったのですが、この先、やは

○１番（髙橋秀樹君）

もし、そういう場面

り非常に景気が不透明であります。やはり公

になったときに、具体的には、基本的には町

共事業の減少等による減収等が、もちろんそ

融資制度というのが使えないと思うのです。

れだけではないでしょうけれども、ある中

そういった場面に遭遇したときに、現状とし

で、この先も非常に苦しい場面が続いていく

ては、やはり地域の金融機関がどのような形

のであろうというふうに思っております。こ

でその債務者をサポートしていくかというと

の円滑法が終了しますと、要管理先以下の不

ころに重きを置いていく、もしくは、それ

良債権が持たれるようになると、そこでそう

を、例えば企業ですから、この事業に部門に

いうレッテルを張られると、やはり貸しはが

関しては十分収益がある事業だと。こちらの

しですとか、一旦資金繰りをとめてしまうと

部分に関しては、もう負債の事業だと。切り

か、そういうようなことがなるやもしれない

離して企業を再生していくというか、そうい

というのが現状であると思うのですが、そこ

うところに足寄町としてどういうように手を

について、もしそういうような場面が足寄町

差し伸べることができるかということが、僕

の業者の中で出た場合、町としてどのような

は重要なのかなというふうに考えております

対応をしていくのか、もしお考えがあれば、

ので、そこのところ何かございましたら、御

お伺いをしたいと思います。

答弁をお願いします。
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○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（岩原栄君）

制的なものはそれはちょっと踏み入ることは

先ほど、ちょっと

できないというふうに思っておりますので、

答弁にならなかったのですが、金融機関とし

ぜひとも、その辺は、再生ファンドにつきま

ては、今おっしゃった御質問のとおりのその

しても金融機関との連携が必要だろうという

金融の貸し付け等における条件の整備ととも

ふうに考えておりますので、御理解していた

に、それぞれの企業に対しての目ききをする

だきたいと思います。

と。いわゆる、人材を育成をさせながら、こ

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹君。

の金融機関に配置をしているということでご

○１番（髙橋秀樹君）

続きまして、長期的

ざいますので、事前にそういう関連されるも

に安定的に税収を確保するために足寄町とし

のについては、どんどん情報をいただきなが

てどのようなというふうに御質問をさせてい

ら、金融機関等の目ききによって、いろいろ

ただいたのですけれども、やはりこういうふ

な整理の仕方が出てくるのだろうと思われま

うに不景気な状態が長引きますと、本当に足

す。そういうことを率先して進めてまいりた

寄町にいる業者さんの人というかな、いろん

いということでございます。もっとも、それ

な方が本当に苦しんでいるのは現状なのです

がいわゆる出口戦略の中の企業促進法の中の

ね。その中で、足寄町が安定的に公共事業を

一つの新たな取り組みでもあるということで

出していくということが、例えば、冬事業に

ございますので、町としましては、先ほど

かからないようにもうちょっと先に出してい

言ったような、確かに負債になれば融資制度

くだとか、固まりで出していくだとかいうの

からは除外される可能性はありますが、前段

ではなくて、もうちょっと計画的に出してい

の目ききの状況の中で対応させていただけれ

くっていう方向がとれないのかなというふう

ばというふうに考えておりますので、よろし

にちょっと考えてますので、そこのところは

くお願いいたしたいと思います。

何かございますか。

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹君。

○議長（吉田敏男君）

○１番（髙橋秀樹君）

そうですね。ぜひと

○副町長（田中幸壽君）

も、そういうふうな形でどんどん目ききをし

答弁、副町長。
お答えをいたしま

す。

ていただいて。やはり、行政の立場として、

安定的な事業確保ができれば一番いいので

各金融機関と本当に連携をとっていただい

すけれども、現実問題としては、やっぱり建

て、そういう情報があれば即対応していただ

設業であれば、北海道足寄町の場合でいけば

く。もしくは、Ｍ＆Ａとまでは言いませんけ

四季がありまして、冬の時期っていうのが

れども、その企業買収までいけるのかどうか

あって、大変温度、気温的にも厳しい状況に

もわかりませんが、そういうような個別な案

なってる中で、公共事業が果たして行えるの

件にまで手を出せるかどうかはわからないで

かといった課題というのは従来からありま

すけれども、そういうようなこともどんどん

す。そういった中でも、できるだけ、今、建

進めていくべきではないかなというふうに思

設工事、土木工事も含めてですけれども、冬

うのですが、その辺は大丈夫ですか。

季でも一定程度の施行ができる技術的な水準

○議長（吉田敏男君）

といいますか、そういったチェーンも進んで

答弁、経済課長。

○経済課長（岩原栄君）

お答えいたしま

す。

きたということで、冬でも住宅を建てること
は可能だと。一部割高になるという、暖房費

先ほどの、そういった意味では、買収とは

を計上しなければいけませんので。そういっ

ならないのですが、いわゆるそれは再生ファ

た中で、一定の事業をしているわけでありま

ンドの活用になるのかなということも検討さ

すけれども、正直申し上げて、足寄の場合

れております。こちらのことは、確かに、強

は、下水道事業、結果的な話でインフラ整備
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がおくれているっていうのが一番大きな要因

すると、６月頃に内定をいただくという関係

でありますけれども、着実に下水道整備事業

で、どうしてもそれ以降の実施になりますの

費、毎年１億数千万円ですけども、あると。

で、そういった部分を努めて４月、５月に発

当然、その下水道事業が行われれば、各家庭

注できるようなことでいろいろ情報を収集を

の個別の排水設備等々も整備をされると。そ

したり、いろいろ別の予算にシフトしたり

ういったことで、そういった部分では、ほか

と。そういったことは、継続的に実施をして

の町村より結果としておくれていたのですけ

いるところであります。

れども、現実的に、今現在でいけば、そう

そういったことで、結果がインフラがおく

いった公共事業等に関係しての事業投資がさ

れているのは私も認めているところでありま

れているのだろうなというふうに思います。

すけれども、そういったことで、私どもの

一方、また建築的にも、これは国の政策で耐

ハードな建設工事関係でいけば、他町村に比

震化の問題もあって、今、足寄中学校を今現

べれば継続的に普通建設事業費というのは一

在完成を目指して頑張っているところであり

定の金額を維持できるのかなということでご

ますけれども、これで小学校、中学校の耐震

ざいまして。それ以外について特別、特徴的

化はすべて終わる予定になってます。そう

な事業はあるのかというと、これは御存じの

いった部分で、ここ近年、大型事業というの

ように景気対策等々があれば、実施がされる

も継続して行われてきています。そういった

ということでありまして、特別、町単であえ

中で、他町村に比べれば、私どもの普通建設

て事業を取り組んでいるという状況ではあり

事業費というのは１０億から２０億円程度を

ませんので、御理解のほどをよろしくお願い

ずっと維持してきておりますので、そういっ

したいと思います。

た部分では、業者数の問題もありますけれど

以上です。

も、他町に比べれば恵まれてるという言葉が

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹君。

正しいかどうかを別にしても、一定程度安定

○１番（髙橋秀樹君）

そうですね。まさし

的な事業量は確保してきてるのだということ

く、早期発注の事業というか、あの４月、５

でございます。

月あたりのですね。あの辺のところは非常に

一時、経済対策、不況対策等々で通年での

問題だと私も感じております。幸か不幸か、

施行ということで冒頭申し上げましたけれど

本当に足寄町は財政的にと言ったら変ですけ

も、冬の間も一定の事業を実施をするという

ども基盤がある程度しっかりしている。基金

ことでやった時期もありましたけれども。こ

もある程度もっている。ここのところの基金

こ数年は、やっぱりそういった事業も、どち

をやはりそういう４月、５月のときに潤沢に

らかというと、林道の枝払いであったり、冬

まわしていくということも一つの考えになる

季の関係でできるという場合は渇水期の河川

のではないかなというふうに、僕のほうは

の事業とか、限られてくるわけで。そういっ

ちょっと考えてます。また、橋梁の長寿命化

た部分では、継続した事業というのは今行わ

計画でしたっけ。あれも安定的に出していけ

れていません。ただ、大規模事業があります

る事業の一つであるというふうに考えており

ので、その冬季はやりたくないのだけれど

ます。今後、やっぱりそういうことをどんど

も、工期上、何箇月にもなると、冬にまたぐ

ん町のほうから毎年このぐらいの事業計画が

といったことで結果的には冬も事業をやって

ありますということをしっかりとやっていた

るといったことでございまして。ただ、逆

だくことにより、足寄町の業者さんの方が安

に、今、私どもが考えているのは早期着工と

心して生活をしていく、安心して事業を営ん

いうことで、４月、５月がなかなか公共事業

でいくというふうなことになると、私は考え

というのは国の補助事業が多いわけで。そう

ておりますので、ぜひとも、このまま続けて
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いっていただきたいと思います。

せんけれども、計画的に発注をしていきたい

やっぱり長寿命化計画に関して、あとはほ

と思ってございます。

かの公共施設に関しても、それに関してもう

それから、区画整理事業についても、まだ

少しちょっと詳しい答弁いただければ。何年

平成３０年までもっていますので、もうその

度、どれくらいの規模で出てこれるのかとい

ような大きな移転保障その他はございません

うのがあれば、もし差し支えがなければ教え

けれども、区画道路の整備その他について順

ていただきたいのですが。

次計画性を持って発注をしていきたいと、そ

○議長（吉田敏男君）

んなふうに思ってございます。

答弁、建設課長。

○建設課長（南岡雄二君）

手元の資料が十

申しわけございません。事業費その他につ

分ではないかもしれませんので、一部になる

いては、ちょっと正確に述べられませんけれ

かもしれませんが、そのときには休憩を取ら

ども、今後の予定についての概要になってし

せてもらうこともあるかもしれませんけど、

まいましたけれども、報告させていただきま

よろしくお願いします。

す。

橋梁の長寿命化が出ましたので、その部分

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹。

について触れさせていただきたいと思いま

○１番（髙橋秀樹君）

何となく、方角は捉

す。

えることができましたので、ありがとうござ

これは、今定例会の初日に行政報告並びに

います。

参考資料的なものを、現在、北海道と協議を

続いて、３番目の商工会と農協との連携と

して１月下旬ぐらいに正式に提出をして、そ

いうふうに言ったのですけど、まさしく、こ

れが国まで行って今後における橋梁を更新並

ちらに書いてあるように６次産業化の話を

びに修繕をするときの補助金の裏づけをする

ちょっとお伺いしたいなというふうに思って

ということで述べさせていただきました。

おりました。

橋梁につきましては、今後なのですが、平

今、政府では、やっぱり６次産業化という

成２６年から平成３５年まで。１０年間でご

名のもとに資金を大分大量に出そうというふ

ざいますけども、順次、前年度に調査設計を

うにしているのが見受けられます。しかし、

して翌年度に修繕並びに書きかえをしていく

これを見てみると、６次産業化というのは、

ということで、計画してございます。総事業

現実として今まであるのですよね。１次産業

費、そのときによって工事の労務費とか、そ

はもちろんあります。２次産業あります。３

れから機材とかのいろんな動きがあると思い

次産業もある。その中で、６次産業化をつ

ますけれども、総体でいくと相当のお金にな

くっていくということは、今現状、農林水産

るのですが、３億５,０００万円ちょっとで

省というか、やっているのは、１次産業の人

すね。その年度によって、相当動きがありま

たちに２次産業と３次産業を担わせるよう

すので、その時々の調査設計その他によって

な、そういうようなパッケージのシステムと

だいぶ動いてきますけれども、計画的に発注

いうか、ファンドのようなものを考えている

をしていきたいなと、そんなふうに思ってご

と、僕は思ったのです。そうではなくて、今

ざいます。

現状ある、足寄町にも２次産業の人もいらっ

それから、公営住宅につきましても、我妻

しゃいますし、３次産業の方もいらっしゃ

病院さんの向かいです。その関係につきまし

る。その１次産業で、例えば、こういう商品

ても、新年度も考えておりますので、その後

がでましたよといったときに、その商品を、

はそちらのこの福祉の関係のシステムもござ

農産物でもいい。それを加工するところの、

います。それで、平成２７年度以降、まだど

その足寄町が中に介在してその２次業者の人

のぐらいの規模ということははっきり言えま

たちとうまく連携をとっていく。そして、３
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次につなげていくということが、現状、いる

ば、それは窓口業務の中で、経済課として農

足寄町の人方で回していける本当の６次産業

業振興室、あるいは林業振興室ともども、い

を構築することができるのではないかなとい

ろんなものを検討してまいるということは可

うふうに考えているのです。それにあたっ

能でございます。

て、足寄町として、どのようにその情報を商

ただし、そこにおける、ものの開発まで

工会なり、もしくは個人の方に出していける

の、この意欲的なものをどうやって取りまと

のかなということをちょっと考えているので

めるかというふうになると、こちらから率先

すけど、その部分に関して、うまく足寄町が

しているわけではございません。なかなか、

ジョイント役というか、中間連絡役ではない

それがちょっと難しいのです。ですから、先

でしょうけども、そういうようなところをう

ほどいった研究会も含めて、今、温まってい

まくとれるような形の手だてというのは何か

るのかなというのが現状ではないかなという

ないものかということをちょっとお伺いした

ことでございますが。いずれにしましても、

いと思います。

その情報を含めましては、商工会や農協等含

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（岩原栄君）

お答えいたしま

す。

めてこちらからの情報提供はどんどんさせて
いただければというふうに考えてございま
す。

これまでの経過なのですが、やはり６次産

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹。

業化ということで、先ほどの町長答弁のとお

○１番（髙橋秀樹君）

そうですね。６次産

り、まず異業種交流を含めて、それから６次

業化、やはり、ちょっと僕も勉強してるので

化産業といっても、どういう農商工連携を含

すけど、まだ全然、何ていうかな、固まった

めた６次化産業、まずは研究をしながら、こ

パッケージ的なものがないのです、実を言う

の足寄町にとって足寄町らしいものを出せる

と。ですけど、新産業を新たに構築したいと

かということが始まったのですが、なかなか

いう意図だけは非常に見えてくる。それを一

そこがそのまま前へ進まなかったというか、

番やっぱり情報を持っている役場の情報網を

現状のまま踏みとどまっているという。その

使ってどういうようにそれを一般の人たちに

現状なのですが、やはり私ども担当させてい

流して、そこんところでうまく芽を出させて

ただいても、まずは製品開発というものがま

あげるかというのが、まさしく、僕、重要な

ず何があるのかと。生産される原料はあって

今課題になっているのかなというふうに思っ

も、製品の開発という意味では、ではどこが

てます。非常に、そこのところ難しいのです

担っていくのかということとかでございま

が、どんどんとそういう情報発信、開放なり

す。そうすると、やはりそれを今度販売とな

いろんなものを本当につくっていただいて、

ると、それはまさに６次化なのですが、では

発信していただけるのが、僕は一番ベターだ

製品として何をするかということが、やはり

なというふうに考えております。

それぞれの個々の御尽力やアイディアや開発

６次産業化は、やはり多分、今後もっと重

に対する意欲を持った方々がでてこなければ

要視がされてくるのだと思います。足寄町

なかなか難しいだろうと思うのです。私ども

は、非常に特産物は、特産物っていったら変

としては、担当としましては、やはりこれは

ですけども、ラワンブキですとか。そういう

当然のことながら商工会あるいは農協等含め

ものをたくさん持っている。これをどういう

てさまざまな国の政策事業メニューがござい

ように加工、加工はある程度されてる。だか

ますので、こちらのほうは情報提供させてい

ら、このどのように販売していくかというこ

ただいております。また、個人的にはこうい

ともどんどん考えていってもらいたいという

うものをつくりたいという方がいらっしゃれ

ふうに思うのですが、そういう今現状、足寄
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町で具体的にその企画をしている部署という

ります。たまたま、２４年度２件がこれに該

のは、経済課だけなのですか。そこの何か、

当いたしまして、この条例に基づいて助成を

特定の部署みたいのはないのですか。

させていただいているところでありますけれ

○議長（吉田敏男君）

ども。どちらかというと、工場であれば、投

答弁、経済課長。

○経済課長（岩原栄君）

そういった類いの

資額が３,０００万円以上、雇用も５人以上

ものについては、私ども経済課で対応させて

とか。新規であれば。そういった条件がつい

いただきますし、また、企業条例、誘致の条

ておりまして、しかも投資額の８％以内の助

例に関しては、企画調整のほうで担当させて

成という形になっておりますので、いわゆる

もらっているということであります。

ベンチャー企業で、これより小さいと言った

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹君。

ら失礼ですけれども、そういった企業が新規

○１番（髙橋秀樹君）

わかりました。

事業として立ち上げた場合に、なかなかここ

済みません、ちょっと質問が、私のほうも

に該当をしてこないということだろうと思い

ちょっといろんなことを考えすぎて。次の質

ます。一方で、足寄町中小企業特別融資制度

問に移らさせてもらいます。

というのがあって、これは貸付制度でありま

それを踏まえて、実を言うと、新規事業者

すから返済が伴いますけれども、運営でいけ

やっていくときに資金面のサポートをできる

ば、運営資金で１,０００万円、設備資金で

ものが一つあると、新しく産業を起業してい

いけば１,５００万円を上限として借り入れ

くということが楽なのではないかなというふ

れると。そのために足寄町も両金融機関に１

うに考えてます。それに対して、今、答弁で

億４,０００万円を積んで、さらに保証人、

いきますと、足寄町の企業振興条例。これに

保証協会への保障になっていますけれども、

基づいた中で、物事が進んでいくような形に

その保障料を町が持っていると。そういった

今になっていると思います。もっとハードル

対応をさせていただいております。当然、議

を下げたようなと言ったら変なのですけど、

員、このことは御存知のことで、その上で質

そういうようなことができないのか、お伺い

問をされてるんだろうというふうに思ってま

をしたいのですが。

すけれども。そういった部分で、その両方の

○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

いたします。

狭間にいるといいますか、そういった新規事
業を立ち上げたいという意欲のある方がいる

答弁調整でございます。

のかもしれません。だから、そういったこと

１０分間、休憩をいたします。

も想定をして、若干、従来から内部協議はし

午後

２時１０分

休憩

ているのですけども、その企業の促進条例の

午後

２時２１分

再開

上限を引き下げれないかということで一定の

休憩を閉じ、会議を

議論もしておりますけれども、先ほどいった

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

ように、８％の助成ですから、投資額の。そ

答弁、副町長。

ういった部分では、その８％を変えないとす

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

す。

れば、投資額が下がってくると、大した金額
にはならないという。現実問題、初期投資の

時間も、調整のため若干時間をいただきま
して、大変申しわけありません。

一定のほんの一部にしかならないということ
でございますので。

それでは、今、御質問の件でありますけれ

今の御質問の最終的な私どもの結論として

ども、現在、足寄町で行けば、新規に企業を

は、そういった意欲のある新規の企業、どう

立ち上げするとか、または増設をする場合

いったケースが考えられるのか再度、商工

に、企業振興促進条例に基づく助成をしてお

会、農協等々もいろいろ御意見を伺って、若
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干、時間をいただいて検討をさせていただき

か、御答弁をお願いいたします。

たいというふうに思っているところでありま

○議長（吉田敏男君）

す。私どもも、こういったまちの中で、そう

○経済課長（岩原栄君）

いったベンチャー企業といいますか、そう

町にもたくさんの特産品があるということを

いった起業家がどんどんふえてこれる、それ

認識しているところではございますけれど

のために助成ができるっていうようなことは

も、そういう連携を踏まえた商品のブランド

本意ではありますので、そういったことに向

化を図るということに対しては、残念ながら

けて対応を検討したいというふうに思います

前向きには今のところ進んでいないのが現状

ので、御理解のほどをよろしくお願いしたい

であります。ただ、少なくとも、ラワンぶき

と思います。

を含めて、個々のものについては、さまざま

以上です。

な取り組みをさせていただいておりますが、

答弁、経済課長。
私たちのまち足寄

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹君。

今後新しい新商品、先ほどの６次化産業の中

○１番（髙橋秀樹君）

まさしく、本当に６

から生まれてくるものも含めますと、今後は

次産業化というまたとないチャンスという

そういったものを検討しなきゃいけないので

か、そういうのがでております。そういうと

ないかなというふうに考えているところであ

きに、新規企業を立ち上げるという、このよ

ります。

うなチャンスがめぐっているわけです。その

以上でございます。

中で、やはり今副町長がおっしゃったよう

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹。

に、しっかりとしたサポートができるような

○１番（髙橋秀樹君）

先ほど、僕質問いた

体制を今後も構築していってもらいたいとい

しましたけれども、こういうことを町として

うふうに思います。

行政として、どういう形でこういうのを具体

では、次の質問をさせてもらいます。

的につくっていけるかが勝負どころなのかな

５番目なのですけども、ホームページ、前

と。まして、今こういうような経済状況の中

回も僕ホームページの件で質問した中で相違

で、そういうことを今担えるというかな、主

なんかがでてきたのですけども、これ６次産

企業でいくとかなりこういうことはつらい話

業化って、今どのように起業させて税収を上

しなのですね。ですけど、集まっていく中

げてということを、僕、重きを置きながら

で、それをまとめていく中で、行政がしっか

ずっと考えていた中で、先月かなんか町内の

りとそういう芽を摘まないようにして、この

会合があった中で、本別さんの事例が上がっ

不景気の中、そして人口減少の中、立ち向

てきたのです。本別さん、キレイマメ、御存

かっていくというのが、私は、役割ではない

知ですかね。これブランド化にしてる。こう

のかなというふうに考えております。やは

いう形をとると、行政のほうである程度のブ

り、不景気だから民間業者倒産してもしょう

ランドというか、足寄町の、例えば、お菓子

がないんだとか、そういうことではなくて、

屋さんだとか、いろんなお豆腐屋さんだと

やはり、今デフレ感の中で下等競争が始まっ

かっていうのを寄り集めてきて、一つのブラ

ています。その中で、やっぱり行政が担わな

ンドを立ち上げて、それでそれを前面に押し

きゃいけないことはしっかりと担っていく、

出していくというようなことを、今本別で

そして、行政としてどれだけ提案をしていく

やっています。これ見て、うわすごいことよ

ことができるのかなというふうに考えており

くこんなこと考えたなと僕思ったのです。こ

ます。

ういう形で、足寄町として進んでいくことが

再度、御質問をさせていただきますけれど

できないかなというふうに思っています。こ

も、このような本別のようなことを企画でき

ういうことを、今現状考えているのかどう

るような部署を提案といったら変なのですけ
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ど、一つ真剣につくっていただくということ

もりでございます。まさしく、そのことの動

を考えていただくということはできないかど

きを、議員の質問にもありますとおり、やっ

うかを質問をいたします。

ぱり行政の担うべき役割はしっかりと果たし

○議長（吉田敏男君）

ていきたいというふうに考えますので、議員

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
私のほうからお答

えをいたします。

からもそういった動き、あるいは情報があれ
ば、担当のほうにお寄せいただければ、一緒

少なくとも、そういった取り組みをする用

になって動き出すという形をとっていきたい

意というのは常に持っている。窓口は、先ほ

というのが私の思いでございますので、御理

ど経済課長もお答えしたとおり、経済課で

解をいただきたいというふうに思います。

あったり、あるいは総務課の企画調整あった

以上でございます。

りという。その準備といいますか、いつでも

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋秀樹君。

動けるように、あるいは情報発信もしてると

○１番（髙橋秀樹君）

まさしく、そのよう

いう思いがございます。帯広市長の言葉をか

にしっかりとやっていっていただきたいと思

りますと、今、十勝全体でフードバレーある

います。

いは国際戦略特区の承認も得たということ

今、ちょっとフードバレーのお話が出まし

で。帯広市長の言葉をかりれば、プレーヤー

たので、少しだけ触れさせていただいて、そ

は民間企業のあなた方ですよと。こいうこ

れを最後の質問とさせてもらいます。

と、私も全くそのとおりだなというふうに

やはり、フードバレー構想、非常に、僕は

思っております。本別のキレイマメの事例も

実を言うと、いい構想だなというふうに感じ

承知をしております。そこは、確か、武蔵野

ております。しかし、足寄町が足寄町である

美術大学の女性職員がそのパッケージのデザ

ために、足寄町の戦略というのも一つ考えな

インなんかも含めて、これは大学との連携も

がら進めていくべきなんだというふうに考え

しながら。私どもの町もいろんな取り組みの

ております。やはり、今の現状のフードバ

中で、とりわけ放牧酪農等々を含めて、北海

レーの宣伝とか行きますと、十勝の勝ですと

道の酪農学園大学とのパイプもございます

か、山手線を全部その広告でつくりましたよ

し、それから遠くの九州大学との、これはど

だとか。そういうようなことになってました

ちらかというと吏員、もっと言えば農学研究

けれども、そこでやはり、我ら足寄町のフー

員との協定も結んでおりますし。そういった

ドバレー構想なのだというところもきっちり

体制というのは、とれるような状況づくりは

と出せるような形をつくっていただきたい

できております。何校かのそういう方々が集

と、そういうふうに考えてますが、それを最

まってというまだ実例はございませんけど

後に、質問を終わらせていただきたいと思い

も、直近の例で申し上げますと、例えば、す

ます。

し太郎さんがラワンブキのキムチ漬け、これ

どのようにお考えかお願いいたします。

の相談があったときに、すぐ帯広の食歓場へ

○議長（吉田敏男君）

行けということで、そことパイプをつない

○町長（安久津勝彦君）

で、そこでのアドバイスもいただきながら、

おりだというふうに思ってますし、帯広市が

商品開発まで至ったという、こういうことに

提唱している分につきましては、全十勝挙げ

なってございます。今、御質問の専門部署と

て連携をとってというようなことでございま

いうのは今のところは考えておりませんけど

す。なかなか、具現化という意味でいきます

も、少なくとも、そういう用意といいますか

と、まだ具体化はしておりませんけれども。

体制は、機を逸するようなことがないよう

ただ、一つあるのは、新聞報道にもありまし

に、それは普段からアンテナを上げているつ

たけれども、ラワンブキ、これについては、
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答弁、町長。
まさしく、そのと

組合長同士のお話だったというふうに聞いて

ようなことを取り組んでいきたいというふう

おりますけども、川西のナガイモ、これはア

に思ってますので、御理解いただきたいとい

ジアのほうに輸出しているわけでありますけ

うふうに思います。

れども、ラワンブキ単独でいくと、これはも

以上でございます。

う経費倒れしちゃってどうにもならないと。

○議長（吉田敏男君）

隙間でいいから何とか入れてくれという、こ

橋秀樹君の一般質問を終えます。

れがうまく話が通ったということで、ラワン

これにて、１番、高

次に、３番、榊原深雪君。

ブキもそちらのほうに行ける道筋がついたと

○３番（榊原深雪君）

いうようなこともございますし。それから、

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

もっと言えば、国際戦略特区の関係でも、実

て、質問させていただきます。

議長のお許しをいた

は農協さんとも随時お話をし、本当は第１号

フッ化物洗口について。

うちがもらえる予定だったのですよ。非公式

「北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推

な話もいただいたのですけども。ところが、

進条例」が２００９年に成立されました。

あれもまた１億円超える事業でなければだめ

その後、北海道各地で幼児・児童・生徒の

だと。入札した結果、実は１億円割ってし

歯・口腔の健康推進を図るため、フッ化物洗

まって、最後までちょっと粘ったのですけど

口の導入促進の取り組みが行われています。

も、決まりは１億円以上だからということ

しかし、フッ化物洗口の安全性については

で、道庁の幹部からも足寄１号で行くぞとい

賛否両論があり、導入については慎重に進め

うことで期待もしてたのですけども、残念な

ることが求められています。

がらそれもだめになった。それから、ラワン

そこで、次のことを伺います。

ブキの今つくっておりますけれども、山菜加

１、現在、道内の何市町村、何校で実施さ

工場。これについても、それに挙げましたけ

れ、どれくらいの割合でフッ素化合物洗口を

れども、スタート時から、当初は帯広市で事

幼児・児童・生徒数が受けているのか伺いま

務局を持ってたのですけど、今や北海道で

す。

持っているのです。国際戦略特区は、十勝は
一本でもらえましたけども、道内で３カ所で
したか、一緒にもらってるものですから、
今、事務局が北海道、そして、国も農水かと

２、どのくらい虫歯を予防できるのでしょ
うか。
３、子供の虫歯はふえてきているのでしょ
うか。

いうと違くて内閣府がやっているということ

４、実施に当たっては、必要性・有効性の

で、この審査基準もなかなか厳しくなったと

あることが理解できる、インフォームドコン

いうことで、これまた、山菜加工場も挙げて

セント（充分な説明と同意）を徹底して行わ

たのですけども、新技術が絡まなければだめ

れるべきと思いますが、本町ではどのように

だということで、わかったようなわからない

されていますか。

ような感じで、これも実は断念をしたという

○議長（吉田敏男君）

ことで。ともかく、そういう情報があるたび

○町長（安久津勝彦君）

に可能性を探ろうということで、言葉は悪い

問にお答えをいたします。

答弁、安久津町長。
榊原議員の一般質

ですけれども、下手な鉄砲云々かんぬんでは

まず、この間におけるフッ化物洗口の取り

ありませんけども、ともかくその可能性だけ

組みの概要ですが、北海道では平成２１年６

は関係部署としっかりつなげて探ってるとい

月に、北海道歯、さらには口腔の健康づくり

う状況でございますので。これは、今後も、

８０２０推進条例を制定するとともに、平成

これまた言葉悪いかもしれませんけど、だめ

２２年４月には、フッ化物洗口推進重点地域

もとで、そういったことも足寄をＰＲできる

支援事業を創設し、道立保健所が実施主体と

― 40 ―

なり、平成２２年度から平成２４年度までの

ておりませんので、十勝総合振興局から提供

３カ年において市町村、保育所等に専門的な

いただいた資料等をもとに御回答をいたしま

立場から技術的な助言、研修会の開催等の支

す。

援を行い、全道的なフッ化物洗口の普及を
図っております。

まず、１２月７日現在、十勝管内１９市町
村のうち１６市町村の幼稚園、保育所等で

本町では、本年１月から町内歯科医会、教

フッ化物洗口を実施しており、未実施の３町

育委員会、小中学校、子どもセンターなどの

においても北海道の重点地域に指定され準備

関係機関ならびに学校歯科医や学校薬剤師、

を進めております。また、管内の幼稚園、保

国保病院等と協議を重ねるとともに、帯広保

育所等１１６施設、これは平成２２年度の

健所から歯科医師等を招聘し各種研修会を開

データでございます。１１６施設のうち７１

催してまいりました。

施設で実施されており、実施率は６１.２％

その結果、平成２４年６月２９日付で北海

となっております。

道フッ化物洗口事業重点地域の指定を受け、

次に、道内の実施市町村ですが、平成２４

また、支援対象施設として足寄保育園どんぐ

年９月３０日現在の資料によりますと、全道

り、上利別、螺湾、芽登の各保育所が指定を

１７９市町村のうち実施済みは１１４市町

受けました。

村、実施率は６３.７％です。また、重点地

指定後の本年７月からは、入所児童の保護

域等の指定を受け準備を開始している市町村

者全員を対象とした説明会を開催するととも

は１９市町村があり、未実施または未指定市

に、４歳児および５歳児の保護者に実施希望

町村は４６市町村となっております。いずれ

調査を実施したところ、回答者数１２０名の

も実施している保育所等の施設数、幼児の実

うち１０８名、９１.５％の保護者から希望

施人数等は公表されておりませんので、御容

する旨の回答が得られましたので、町内４保

赦をいただきたいというふうに思います。

育所でフッ化物洗口の実施を決定をいたしま
した。

２点目の虫歯予防効果の御質問ですが、厚
生労働省の公表資料によりますと、小学校入

実施に当たっては、職員を対象とした実技

学後（６歳）からフッ化物洗口を開始した実

研修を開催し、それぞれの保育所等における

施群は３１から４９％、就学前４歳児から実

マニュアルを作成、僻地保育所３カ所につい

施した群では５４から７７％で、永久歯の生

ては１０月１０日から水うがいの練習を行

え始める前からの実施で高い予防効果を得る

い、上利別は１０月１７日から、螺湾は２２

ことができると報告されております。

日から、芽登は２６日からそれぞれフッ化物
洗口を開始しております。

また、施設単位で行われるフッ化物洗口は
中学卒業で終了しますが、その後の予防効果

また、足寄保育園どんぐりでは、１１月２

の持続性についてフッ化物洗口を経験しな

６日から水うがいを開始し、５歳児にあって

かった群の虫歯有病状況と比較したところ、

は１２月１０日から開始しておりますが、４

２０歳では５４％の予防効果があったと報告

歳児にあっては、１分間のうがいができない

されております。

子もいることから、安全を期して現在も水う
がいの練習を行っております。

３点目の御質問は、教育委員会から答弁さ
せていただくことといたしまして、４点目の

以上が保育所等におけるフッ化物洗口の取
り組み状況でございますが、まず１点目の御
質問にお答えをいたします。

インフォームドコンセントの御質問につい
て、お答えをいたします。
インフォームドコンセントとは、正しい情

道内市町村の実施状況でございますが、平

報を得た上での合意を意味し、近年では医療

成２３年度および直近の実施状況は公表され

現場で治療方針を決定する際に用いられてお
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ります。当然ながら、フッ化物洗口の事業実

します。

施に当たっても同様であり、北海道が作成し

１点目の道内の何市町村で、何校が実施さ

たマニュアルに沿って説明責任を果たしてき

れているのか。どのくらいの生徒がフッ化物

ました。具体的には、保護者全員を対象とし

洗口を受けているのかとの御質問ですが、北

た説明会を開催し、講師には帯広保健所から

海道教育委員会が指定するフッ化物洗口普及

歯科医師と歯科衛生士をお願いし、具体的実

事業にかかわる推進指定校の状況は、今年度

施方法、期待される効果、安全性、実施まで

１２月４日現在、６９市町村で、幼稚園が２

のスケジュール等を説明、質疑応答の時間を

５園、小学校１４５校、中学校１６校となっ

充分に確保し、参加できなかった保護者には

ております。

資料を配付するだけではなく、不安や疑問に
対して説明できる体制をとりました。

推進指定校以外の独自実施では３５市町村
で、幼稚園９園、小学校８４校、中学校２０

また、安全性につきましては、誤飲による

校となっております。全体では１０４市町村

急性中毒や慢性中毒等の症状について説明し

で幼稚園３４園、小学校２２９校、中学校３

たほか、保護者や保育士等にも実際にフッ化

６校の計２９９施設で実施しております。

物洗口を体験していただき、その必要性や有

現在、十勝管内では１９市町村中、保育

効性を説明させていただき、その結果、９割

所、幼稚園での実施は本町を含め帯広市、鹿

を超える保護者から同意をいただいたものと

追町など１６市町村となっており、小学校で

認識をしております。

の実施は帯広市、鹿追町、豊頃町、広尾町、

なお、理解が得られなかった一部保護者の
お子様については、北海道のマニュアルに基
づき、洗口を行っている子と一緒に水うがい
を励行していただいております。

新得町の５町となっております。
いずれも実施人数は公表されておりません
ので、御容赦願います。
なお、来年度の実施に向けて上士幌町、池

フッ化物洗口の有効性と安全性について
は、ＷＨＯ、世界保健機関を初め、ＦＤＩ、

田町、幕別町、中札内村、足寄町で準備を進
めているところであります。

国際歯科連盟、文部科学省、厚生労働省、日

次に、３点目の子供の虫歯はふえてきてい

本歯科医師会、日本歯科医学会、日本口腔衛

るのかとの御質問ですが、学校保健統計調査

生学会等の専門機関、団体が一致して、安全

によると、１２歳児の１人平均虫歯の本数

かつ有効であることを認め、その積極的な利

は、足寄は平成２１年度３.８本、平成２２

用を推奨しておりますので、本町としまして

年度２.０本、平成２３年度１.４６本と減少

も引き続き町内歯科保険関係機関等と連携、

傾向にはありますが、依然として広く蔓延し

調整を図り、保護者を初めとする関係者の充

ている状況にあります。学校検診で最も多い

分な理解と協力を得ながら事業推進してまい

疾病が虫歯で、子供の６割が虫歯に罹患した

る考えでございますので、御理解賜りますよ

経験を有し、年齢とともに虫歯の本数がふえ

うお願いを申し上げます。

る傾向にあると指摘されております。

なお、教育関係についての御質問につきま

また、子供の虫歯には大きな地域格差があ

しては、教育委員会委員長から答弁させてい

ると言われており、地域の社会環境や生活環

ただきますので、私からの答弁は以上とさせ

境の違いにもより、虫歯を予防するためのよ

ていただきます。

い環境をつくることで、虫歯を減らすことが

○議長（吉田敏男君）

教育委員会委員長、

答弁。
○教育委員会委員長（星崎隆雄君）

可能と言われております。
次に、４点目の実施に当たっては充分な説

教育委

明と同意を行うべきで、足寄町ではどのよう

員会から榊原議員の一般質問にお答えをいた

にされているかとの御質問ですが、説明につ
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いては、平成２５年度からの実施に向け、本

洗口液を希釈する場合に足寄町ではどの薬剤

年１１月に先進地である鹿追町の鹿追小学校

をお使いでしょうか。お伺いします。

と通明小学校を視察し、その後に１２月２日

○議長（吉田敏男君）

には足寄小学校で、帯広保健所も含めた保護

○福祉課長（櫻井光雄君）

者説明会を実施いたしました。今後も保護

のものでございまけれども、洗口に使用する

者、学校職員への説明会や実技研修を通し、

薬剤は市販製剤オラブリスの０.００５％水

４月からの本格実施を目指し計画を進めてま

溶液を使用して、週５回ほどやるということ

いります。

で進めております。

答弁、福祉課長。
保育所のほうで

また、同意については希望する保護者の意

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

思確認であり、社会通念理念上からも必要な

○３番（榊原深雪君）

週５回法で実施され

行為であると考えております。

ていることですね。それで、このマニュアル

以上で、榊原議員の一般質問に対する答弁

をみますと、週１回が週５回法とかいろいろ

とさせていただきますので、御理解を賜りま

あるようなのですが、効果は同じと書いてあ

すようお願いを申し上げます。

りました。週５回法を選択されたのは、どう

○議長（吉田敏男君）

いうことでしたのでしょうか。

再質問を許します。

３番、榊原深雪君。
○３番（榊原深雪君）

○議長（吉田敏男君）
お伺いいたします。

暫時休憩をいたしま

す。答弁調整のためです。

私も洗口のマニュアルを読ませていただき

午後

２時５５分

休憩

ましたけれども、その中で、ガラスに反応す

午後

２時５６分

再開

るためという部分があったのです。そのフッ

○議長（吉田敏男君）

化の洗口液がです。ガラスに反応するため、

再開をいたします。

紙コップかプラスチックのコップということ

答弁、福祉課長。

休憩を閉じ、会議を

でされておりました。それで、保育所と保育

○福祉課長（櫻井光雄君）

園はプラスチックの容器を用意するからと希

のフッ化物濃度でございますけども、９００

望書には書かれておりました。それで、一つ

ｐｐｍを使いまして、１回量ですけども、使

質問いたしますけれども、このカップです

用量は５ミリリットル、フッ化物量は４.５

ね。希望される子としない子と色分けとかそ

ミリグラムとなっています。週５回法のほう

ういう工夫はされているのでしょうか。お伺

につきましては、２５０ｐｐｍ、使用量は同

いいたします。

じ５ミリリットルなのですけれども、フッ化

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

まず、週１回法

物量は１.１３ミリグラムということで、週

御質問のフッ化

５回法と週１回法、効果は同じであり、残留

物洗口を希望する子としない子との容器の区

率も１０から１５％という形になっていま

別しているかどうかという御質問だと思いま

す。保育所の場合、お子様が小さいというこ

す。

とで、万が一にもそれを誤飲してしまっても

区別をしておりまして、間違って希望して

安全性を確保するということで、希釈を薄め

いない人に洗口をしないような形で区分けを

て数を多くするというようなことで、週５回

しております。

法を選定しているということでございます。

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君）

そこで、お伺いしま

○３番（榊原深雪君）

先ほど、薬剤の名前

す。

を聞きましたらオラブリスですね。それは、

区別してるということですね。そして、ガ

希釈する前は劇薬扱いとなるものなのですよ

ラスに反応するということなのですが、この

ね。それで、小さいお子さんということは、
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保育園では何歳から導入されているのでしょ

のですけど、洗口液はやり方としては何通り

うか。４歳からでしたっけ。

もあろうかと思いますけれども、それを希釈

○議長（吉田敏男君）

する作業はどこでやられるのでしょうか。

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

開始時期ですけ

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

れども、第１大歯臼というのですかね、根っ

○福祉課長（櫻井光雄君）

こから生えてくる萌芽時期というのですか

保健所のほうの医師の指示に基づいて保育所

ね。あごのところから生え始めてきた４歳児

等で希釈して使用しております。

からということで、開始をしております。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君）

○３番（榊原深雪君）

先ほどの答弁の中に

で、園児が誤って飲み込んだらっていうお話

ありましたけれども、ＷＨＯ、世界保健機構

しでしたけど、万が一、飲み込んだ場合はど

で安全とされていると言われてましたけれど

のように対処されるおつもりでしょうか。

も、ＷＨＯでは、６歳以下で使用してはいけ

○議長（吉田敏男君）

ないと。禁忌とされているものなのですね。

○福祉課長（櫻井光雄君）

そこのところは、ちゃんと精査されたので

場合の処置の仕方でありますけども、基本的

しょうか、足寄町では。

には飲んだとしても特に問題ないというふう

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

今現在は、帯広

３番、榊原深雪君。
先ほどの答弁の中

答弁、福祉課長。
万が一、飲んだ

にお聞きしております。中毒症状、そういっ

足寄町ではそう

た部分が出た場合には、嘔吐とか、そういっ

いった専門的な検査することもできませんの

た場合には、牛乳を飲ませるとか、そういっ

で、私ども厚労省ですとか、そういったとこ

たことはありますけれども、特に、飲んでし

ろの資料をもとに判断をさせていただいてお

まったからといって対応する必要はないと、

ります。

そういうふうに聞いています。

ＷＨＯ、世界保健機関がその６歳未満です

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

か、そちらのほうにはしないほうがいいとい

○３番（榊原深雪君）

飲んでも、そしたら

われている理由としては、もう既にこのフッ

全然大丈夫なのですか。そのお子さんが気分

化物というのは、あらゆる食品等に入ってい

が悪い、吐き気がするとか、そういうことも

まして、特に水道水に含まれている地域があ

これからあるかもしれませんね。風邪を引い

るそうです。世界各国にです。そういったと

て鼻が詰まってたら、うまくぶくぶくうがい

ころにおいては、もう既に水として飲んでい

はできなくて、空腹なとき、あるいはいろん

るところがありまして、そういったところに

な条件のときに目が行き届いていればよろし

ついては、６歳未満のお子さんには洗口をし

いですけれども、誤飲をしたというとき、今

ないほうがいいという報告が出ています。

の牛乳を飲ませるというような対処は、毒物

足寄町を含めて、日本の場合は、そういっ

を飲んだときにされる対処の仕方なのですよ

た水とか、そういった形でフッ化物を飲んで

ね。安全っていうことはかなり強調されてい

いないということで、４歳からそういった

ろいろマニュアルには書かれておりますけれ

フッ化物洗口をしても問題はないということ

ども、今の答弁でしたら、毒物を流すような

で国等の見解が出ておりますので、安全だと

ことですよね。そこのところに、やっぱり保

いうことで判断をさせていただいておりま

護者としては心配があるのです。この全道の

す。

数字を見ましても、なかなか導入促進がされ

以上です。

ていないというところも見えてくると思いま

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

す。そこのところ、今の、もしもの場合、万

○３番（榊原深雪君）

そのフッ化物洗口な

が一の場合にその誤って飲んだ。気分悪い、
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ぐあい悪いっていうことになったときに、対

歳児で０.８本なのですけれども、洗口して

処はどのようにされるようになっています

いない東京都ほとんどしてないのですけれど

か。

も、１.４本というデータが出てます。神奈

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

川県が１.３本、広島は１.１本と。実施率が

フッ化物の急性

低いところでも虫歯の保有率が低いのですよ

中毒あるいは慢性中毒の心配がないかという

ね。これをされるということは、もちろんそ

部分でございます。

の中に効用は書かれておりますので、導入さ

急性中毒の場合は、嘔吐、腹痛、下痢など

れた方は専門的な方もお入りになってされて

の症状が出ると言われております。急性中毒

はいると思いますけれども。１００％ではな

の場合は、体重１キログラム当たり２ミリグ

いということですね。参加する方が。そこの

ラムで発症する、発現するということで。国

ところを考えたときに、なぜこんな安全なも

際的には、体重１キロの子であれば５ミリグ

のとこういうふうに書かれているのを見まし

ラムと。これが国際的な基準ですけれども、

たら、皆さん賛同していただけないのかなと

国内基準でいきますと、１キログラム当たり

か思ったりもするわけです。そうしたら、こ

２ミリグラムを飲んだ場合と。週５回法の洗

のマニュアルの３０ページにガラス製でない

口液でいきますと、５ミリリットルに含まれ

コップが必要ですと書いてあるのです。フッ

るフッ素量は１.２５ミリグラムということ

化物はガラス類と反応しますのでと書いてあ

で、毎日洗口液を１人分誤飲しても中毒の心

るのですが、それは、もし保護者の方に聞か

配はないというふうになっております。

れたらどうお答えになりましょう。

また、慢性の中毒でありますけれども、歯
のフッ素症ですとか、先ほどお話ししたよう
に、水道水にそういった入っている国々が海

○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

いたします。
１０分間休憩をいたします。

外にあるわけですけれども、こういったとこ

午後

３時０８分

休憩

ろでは歯のフッ素症とか、そういったのが発

午後

３時１８分

再開

病していますけども。ここの部分でいきます

○議長（吉田敏男君）

と、まず、永久前歯があごの中でほぼでき上

再開をいたします。

がる時期以降では、歯のフッ素症は心配はな

答弁、福祉課長。

休憩を閉じ、会議を

いというふうに言われています。さらに、

○福祉課長（櫻井光雄君）

フッ素を２０年以上飲み続けると、発現の可

所においての洗口においては、まず、ガラス

能性はあるが、フッ化物洗口ではまったく心

のコップは使っていないということでござい

配はないと。そういった慢性中毒について

ます。

まず、今、保育

も、心配はないということで。これは、道の

それから、もう一つ、ガラスをコップでし

指導マニュアルにもそういうふうに書いてあ

たら化学反応を起こしたりとか、そういうこ

るところでございます。

とがあるのかという御心配だと思いますけれ

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

ども、ガラス成分、ガラスにありますケイ素

○３番（榊原深雪君）

虫歯が足寄町は多い

と反応するという部分で、ガラスのコップの

ということで、希望書には足寄町は極めて虫

中にケイ素が付着してしまってコップが中が

歯が多い方が多いのでということを文言が書

見えなくなるぐらい真っ白くなりますという

かれていますけれども、それどこの市町村に

ことで。そうすることによって、ガラスにケ

もこの希望書の中に盛り込まれてるのです

イ素が、本来の機能を果たすフッ素がコップ

ね。それでいて、今まで全国的なデータを見

に付着してしまうと。そういったことで、そ

ますと、フッ化物洗口に熱心な新潟県は１２

の効果が低下してしまうという。そういうふ
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うに考えられて、こういった表現になってい

ると。そういうような対応となっておりま

るということでございます。

す。

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

先ほどもお話ししましたけれども、参考と

○３番（榊原深雪君）

先ほども質問しまし

いたしまして、フッ化物の急性中毒量は推定

たけども、今のガラスに反応するという説明

で体重１キログラム当たり２ミリグラムでご

はよくわかりました。

ざいます。１.５グラムを１袋全部飲むとい

私は、この町でいただいたマニュアルをも
とに質問しておりますので、どこかから引っ

うことになれば、６０人分ぐらいの部分を一
気に飲んだ場合の対処法でございます。

張り出したものをしてるとか、そういうこと

以上でございます。

ではありませんから、間違えないでいただき

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

たいと思います。

○３番（榊原深雪君）

お子さんが一気に６

そして、先ほど、質問しました、もし、万

０人分も飲むとか、そういうことを質問で答

が一の場合、誤飲してお子さんがぐあい悪く

えを求めているわけじゃなくて、その水溶液

なった、アレルギーのお子さんが調子悪く

そのものを飲んだときにお子さんが体調が悪

なった。その、飲んだって、それが直接原因

かったり、空腹なとき飲んだり、風邪を引い

かもしれないし、そうでもないかも、それは

たとき鼻を詰まらせてて誤って飲んだと。

わかりません。病院に運んでからでないとわ

僕、気分が悪いっていったときに、そういっ

かりませんけれども、もしそうなった場合の

たときはどのように対処するようになってい

管理体制のマニュアルみたいなのは、どのよ

るのですかということをお聞きしたのです

うになってるのでしょうかと先ほど質問した

が。

のですけれども、答弁がなかったものですか

○議長（吉田敏男君）

ら、再度お願いいたします。

どういう指導をしているかということです

○議長（吉田敏男君）

ね。

説明員を入室させま

すから一つお願いいたします。

そういった場合には

答弁、福祉課長。

暫時休憩をいたします。

○福祉課長（櫻井光雄君）

若干お待ちください。

ては、原因はわかりませんので、保育所内で

それにつきまし

午後

３時２１分

休憩

の安静っていいますか、静養をして様子を見

午後

３時２３分

再開

るという形になると思います。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

○議長（吉田敏男君）

込山室長と對島主幹を入室させておりま
す。

○３番（榊原深雪君）

３番、榊原深雪君。
保育所でも、説明

は、先ほどいったように、インフォームドコ

それで、先ほどの答弁につきましては、答
弁、福祉課長。
○福祉課長（櫻井光雄君）

以上でございます。

ンセントが大切だということで集めて説明さ
れたと思いますが、このような質問は、こう

誤飲の際の対処

方法の御質問でございます。

いった説明に何名ぐらいの保護者の方が来
て、そういった質問を投げかけた方が１人も

万が一、フッ化物洗口溶液濃度２５０ｐｐ

いらっしゃらなかったのか。それとも、何人

ｍを誤飲した場合、飲み込んだ量に応じて対

かいて、こういうふうに答えましたっていう

応するということになっております。

ことがありましたでしょうか。

オラブリス１.５グラムを１袋全部飲み込
んだときは、カルシウムを多く含んだ牛乳等
をすぐに飲ませて園内で様子を見て観察をす

○議長（吉田敏男君）

暫時、休憩をいたし

ます。
若干、お待ちください。

― 46 ―

午後

３時２７分

休憩

教育委員会のほうでお伺いします。

午後

３時２９分

再開

小中学校で今後実施される予定だとお伺い

休憩を閉じ、会議を

しておりますけれども、小中学校では週何回

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

法を選択されるのでしょうか。

答弁、福祉課長。

○議長（吉田敏男君）

○福祉課長（櫻井光雄君）

まず、何人の方

が出席したかということでございます。

答弁、教育次長。

○教育次長（根本昌弘君）

お答えをいたし

ます。

上利別、螺湾保育所の保護者説明会におき

まず、小中学校ではということでございま

ましては、参加対象、上利別９名、螺湾６名

すが、当面、小学校での実施というふうに考

が対象でございますけれども、全員参加して

えてございます。小学校での実施というふう

おります。合計１５名出席しております。そ

に。

れから、芽登保育所、参加対象者数は７名で

それで、実施につきましては、週１回法と

ございますけども、こちらのほうも全員出席

いうことで計画してございます。

をしております。それから、足寄保育園どん

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

ぐりでございますけども、保護者説明会７月

○３番（榊原深雪君）

その洗口液の希釈す

２３、１０月２６日、２回開催しております

るのに、いつどこで誰がするのでしょうか。

けども、参加者数は３８名でございます。

お願いします。

どのようなここで質問が御意見等があった

○議長（吉田敏男君）

答弁、教育次長。

かという件でございますけれども、実際、

○教育次長（根本昌弘君）

今、家で歯磨きの中にフッ化物が入っている

物洗口におきましては、学校薬剤師にお願い

歯磨き粉を使っている方からは、家でもこの

をして、学校薬剤師のほうでつくっていただ

まま引き続きやっていいのかですとか、そう

くと。ということで、今考えていますのは、

いった実際にやっている方からの質問があっ

足寄小学校さんにつきましては、学校薬剤師

たということでございます。それから、小さ

のところに取りにいっていただき、それか

い子供なので、うがいが上手にできない場合

ら、僻地３校につきましては、朝というか午

もあって、そういった部分で一斉にやらない

前中の給食車の搬入と同時に、あわせて行い

で、おくれてできるようになってから始めて

たいと、そのように考えてございます。

もいいのかですとか。そういった開始時期の

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

お話ですとか。そういった質問等々がありま

○３番（榊原深雪君）

では、小学校では専

した。

門家の方がつくって取りに行くなりされてい

以上でございます。

るっていうことで、すごく安心いたしまし

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君）

わかりました。

た。
そこで、小学校の日課を見ますと、どこの

開始時期とか洗口を途中でやめたいとか、

ところに入れてうがいをされるのでしょう

したいとかっていうことは自由ですって書い

か。

てありましたので、それは後からでも保護者

○議長（吉田敏男君）

の方は参加できると思うし、また脱退もでき

○教育次長（根本昌弘君）

るということで理解しておりますけれども。

ます。

福祉課のほうで答弁していただくのは、ここ
でとどめておきたいと思います。

答弁、教育次長。
お答えをいたし

これから、まず、保護者説明会。１２月２
日に実は足寄小学校さんのほうで実施をさせ

次に、教育委員会のほうに移りたいと思い
ます。

小学校のフッ化

ていただきました。その後、教員も含め、保
護者も含め、足寄小学校で年明けの１６日に
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まずやらせていただくと。それから、螺湾小
学校１月１８日、大誉地小学校１月２５、芽

たいなと思っているところです。
そこで、教育委員会としてのお考えもお聞

登小学校で２月５日ということで、今実施を

きしたいと思います。

しております。その時期も含めて、試験的に

○議長（吉田敏男君）

行うのが２月ぐらいになろうかと、実は考え

○教育長（藤代和昭君）

てございますので、それまで、具体的などの

えしたいと思いますが、御質問にジャスト

時間帯でうがいをするとか、そういうことは

ミートになってるかどうかちょっとわからな

決定されていくのだと思います。ただ、足寄

いのですけれども。

答弁、教育長。
今の御質問にお答

小学校におきましては、通学のバスの関係も

まず、ちょっとお話をさせてください。

ございますので、そんなことも勘案しまし

私、その安全に１００％はないと思ってる

て、洗口の後、３０分は飲み食いはだめです

のです。だけど、こういう公的な機関が実施

よということになってございますので、その

するこういうフッ化の洗口のようなものにつ

時間帯は避けるのだろうなと。ただ、今、学

いては、安全については、必要、十分な配慮

校と調整中でありますが、朝の時間帯にでき

をしなければならないと。その根拠となるの

るのかどうか。そこも含めて検討をしてござ

が、専門家の判断であり、あるいは道や国の

います。予想でお話しして申しわけありませ

動向であり指導でありと思ってるのですよ。

んが、恐らくお昼ぐらいの時間帯に実施され

それで、実際にその学校の現場でやる場合に

るのかなと、そんなふうに思っております。

ついては、今までのこの教育活動にない活動

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

ですから、相当先生方に、いろんな意味で、

○３番（榊原深雪君）

螺湾小学校の日課表

時間的な部分でもそうですし、指導の部分で

を見ましたら、給食の時間が１２時１５分か

もそうですし、そういうエネルギーが注入し

ら１３時までなのです。そして、その中で給

なければならないと思うのです。ましてや、

食を食べ、給食の後片づけ、パックの後片づ

本町の場合、今この学校の現場と詰めてるの

け、お盆洗いとかいろいろして、歯磨きし

ですが、広域ですから、なかなかスクールバ

て、５分間という何か日課になってるのです

スのあれも本数がたくさんあって、上手にい

ね。その後、清掃を１５分間ということで、

かないのですよね。加えて、学校というの

休憩時間、本当の子どもさんの休憩時間とい

は、朝５分でも、たかが５分されど５分で、

うのは１５分しかないのです。その中で、結

なかなかその５分をめぐって朝学習がどうだ

構時間がとるのも大変だと思いますし、教職

とかああだとかっていろいろこうやるところ

員の方も、そのうがいの間、観察されてるの

なのです。そんなことを勘案しながら、とに

ですね。見ているということをお聞きしてお

かくう歯の状態を考えたときに、数字が物語

りますけれども。その中で、子供さんを、や

るものというのはある種の限定性もあります

はり見ているというところのこの時間の配分

から数字でどうのこうのではないのですけど

が大変だろうと思います。フッ化物洗口に当

も、実施するという方向で今鋭利努力をして

たりましては、子供の虫歯の予防にも力を入

いるわけで、その辺は学校の先生にも特段の

れているということですので、私は別に反対

御理解をお願いをしなければならないと、そ

をするということではありませんけれども

う思ってるのです。そこで、行政としまして

ね。どなたに負担がかかるということは目に

も、学校の先生の義務だとか職務だとか何と

見えているのです。やっぱり教職員の方に一

かというのではなくて、今までにないものが

番負担かかるのではないかと思いますので。

入ってくるわけですから、できる限りの。学

保護者と教職員の方、そしてまた子供たちと

校ですから、いわゆる指導と管理が、そして

いろいろ相談しながら進めていっていただき

いろんなことについて説明責任するというの
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は、これ校長の基本的なスタンスなわけです

きる子とかできない子とか、できるわけです

から、そういう部分なんかには含めて、主に

ね。人間本来の治癒力っていうのも、また見

その中でも管理の部分に含めてなるべくス

直していただきながら、このリスクに関わる

ムースに学校現場に定着するように、先生方

問題、効果もありますよね。虫歯を予防する

の軽減が少しでもなれるように、いろんな意

という大きな効果があるのは重々理解してお

味の情報の提供だとか、あるいは、専門機関

ります。その効果とともに、その副作用とい

への働きかけだとか。それから、実施すると

うことも考えていただいて、そのリスクにな

きの、実際そこまで先生方がついてるときに

る問題を明記していただいて、保護者の方に

ついての状況だとか、見守りだとか。そんな

もその三十何名しか来られてないということ

ことについて教育行政としてもでき得る限り

は、もうきっと施設の方にお任せしてるかも

の配慮や対応策をとっていきたいと考えてお

しれませんね。保護者の方は。だから、１回

りますので、どうぞ御理解のほどをよろしく

目の小学校の説明会でも参加者が少なかった

お願いいたします。

と聞いております。その完全にお任せされて

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

いたとしても、責任問題が発生したときに

○３番（榊原深雪君）

ただいまの答弁は、

は、リスクをしょうのは、やはり行政であり

完全にジャストミートしておりました。私も

ますから、そこのところを事前に確認をしな

同意見でございます。

がら、その説明書を、そこに明記して、今後

それで、この事業にかかわる問題で、あと

とも教育の場でふさわしい、保護者とともに

福祉課にもう一度聞きますけれども、小学校

生活習慣の見直しや、正しい歯磨き、そして

のほうでは薬剤師の方が希釈して取りに来

食生活を考えながら、足寄町も虫歯を減少し

る、あるいは届けるという形になっているよ

ていくように。今後とも。今、子供さんは、

うですけれども、保育所では施設でするとい

今最高の病気はぜんそくが多いと聞いており

うことで間違いありませんか。

ます。虫歯は減少傾向にありますので、そこ

○議長（吉田敏男君）

のところをこういったことを取り込むことに

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

現在も、帯広保

よって、さらにまた減少するかもしれません

健所からの指導、処方箋いただいて、現場で

けれども。リスクをしょうのは行政のほうで

つくっております。今後もそういった形で

すので、そこのところもよく理解していただ

やっていく予定でございます。

きながら進めていただきたいなと思っており

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原深雪君。

ます。

○３番（榊原深雪君）

これで、質問は終わ

質問を終わります。

りますけれども、この事業に関しましては、

○議長（吉田敏男君）

リスクに、先ほど教育長がおっしゃられまし

原深雪君の一般質問を終わります。

これにて、３番、榊

たけれども、１００％ということはないとい
うのは重々わかっております。だけど、万が

◎

延会の議決

一という、その１００％がないっていうこと

○議長（吉田敏男君）

は、１％でも０.５％でもあるわけですね。

と思います。

お諮りをいたしたい

その万が一を考えたときに、どなたが責任を

若干、時間が残っておりますけれども、田

持つかということを考えますと、それは重大

利議員の一般質問、ちょっと２問になってお

な責任、お子さんの命をあずかる方にとって

りますので、時間を要すると思います。

は、重大な責任を伴うと思います。この虫歯

そういった意味で、本日の会議はこれで終

というのは、同じように兄弟で育っても、同

了をさせていただきたいと思いますが、よろ

じ食べ物をして同じ生活してても、虫歯ので

しいでしょうか。
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それでは、本日はこれで延会をしたいと思
います。これに御異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、本日はこれで延会することに
決定をいたしました。
◎

延会宣告

○議長（吉田敏男君）

本日はこれで延会を

いたします。
次回の会議は、１２月１９日、午前１０時
より開会をいたします。
大変御苦労さまでございます。
午後

３時４５分

延会
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