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◎議事日程
日程第１

一般質問＜Ｐ３〜Ｐ４０＞
後藤次雄議員Ｐ３〜Ｐ８
榊原深雪議員Ｐ８〜Ｐ１３
前田秀夫議員Ｐ１３〜Ｐ２２
田利正文議員Ｐ２２〜Ｐ３１
髙橋秀樹議員Ｐ３１〜Ｐ４０
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午前１０時００分

開議

ナスになることも懸念していると思います
が、削減しない方針でいくのか考え方を伺い

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

ます。

おはようございま

す。

また、同時に給与指数（ラスパイレス）も
国家公務員並みと求められていますが、管内

全員の出席でございます。

自治体の動向を見きわめて対応を検討してい

これから、本日の会議を開きます。

くのかも、あわせて伺いたいと思います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君）
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

問にお答えをいたします。

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

後藤議員の一般質

復興への対処等について、みずからが覚悟を

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

国は、厳しい財政状況及び東日本大震災の
示すことで日本再生に向けた防災、減災に積

６

極的に取り組むとともに、地域経済の活性化

月１４日に開催されました第２回定例会に伴

を図るため、地方と一丸となった行財政改革

う議会運営委員会の協議の結果を報告しま

に取り組む姿勢を明確に示す立場から、地方

す。

財政計画における人件費を昨年比８,５０４

本日６月１９日は一般質問を行います。

億円減額する一方、削減額と同額程度を全国

以上で、報告を終わらせていただきます。

防災事業費（地方負担分）及び緊急防災・減

○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。

災事業費と地域の元気づくり事業費として新
たに計上し、これに伴い、政府が地方公務員
の給与水準を本年７月から国家公務員並みに

◎

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第１

引き下げるよう地方自治体に求めておりま
一般質問

す。

を行います。

本町においては、これまで「行財政改革大

順番に発言を許します。

綱」や「足寄町自立プラン」等に基づき、事

１０番

務事業の見直しや行政コストの削減、職員給

後藤次雄君。

○１０番（後藤次雄君）

一般質問通告書に

よりまして質問をしたいと思います。

与・手当の削減等に取り組み、あらゆる角度
から経費節減のための見直しを検討し、行財

地方公務員の給与水準を国家公務員並みに

政改革を実施してまいりました。

引き下げることについて。

地方分権一括法が施行されて以降、国と地

政府が地方公務員の給与水準を国家公務員

方自治体は対等、協力という新しい関係が構

並みに引き下げるよう地方自治体に求めてい

築され、地方自治体は自主性、自立性を高め

る問題で、マスコミ報道は５月３０日現在で

個性豊かで活力ある地域づくりを行うという

は道内の全市町村１７９のうち、７２市町村

方向性が示されております。

が給与の削減を行う方針、４１市町村が行わ

地方公務員の給与は、地方公務員法により

ない方針、６６市町村が検討中であるという

個々の自治体の条例に基づき自立的に決定さ

ことであります。理由は「交付税の削減によ

れるものであります。

る住民サービスの低下を避けるため」または

そのため、国が地方公務員の給与削減を強

「国の強い要請でやむを得ない」が大半です

制することは、地方自治の根幹を揺るがすも

が、この状況の中で足寄町は地域経済にマイ

のであるばかりか、地方交付税削減を手段と
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して用いることは、地方の固有財源としての

○副町長（田中幸壽君）

性格を否定するものであり、一方では、給与

す。

お答えをいたしま

削減による地域経済に与える影響は極めて大

質問のパーセントということでありますけ

きく、特に小規模自治体においては顕著であ

れども、給与削減のパーセントもありますけ

ると考えております。

れども、人員削減もあって、どの部分のお答

また、ラスパイレス指数については、近年

えをすればいいかということになりますけれ

本町の指数は１００を切っておりますが、国

ども。私どもが明らかにしているところとい

は平成２４年度から２年間、時限的に国家公

いますか、町民に公表しているのは、足寄町

務員の給与を平均７.８％引き下げており、

自律プランが平成１６年度に策定をしており

国との給与水準を示す本町の指数は、総務省

ます。そして、１６年度以降、行政改革推進

が公表している「平成２４年地方公務員給与

委員会に削減については毎年報告をしており

実 態 調査 」 によ る と１ ０ ７. ５と な って お

ます。給与削減については、自律プランに基

り、国家公務員の時限的な２年間の給与改定

づく削減につきましては、平成１７年から平

特例法による措置がないとした場合の値は９

成２０年までの４年間、独自削減を実施をし

９.３％となっております。

ております。

以上のことに鑑み、現在のところ本町にお

この中には、今、後藤議員御指摘のとお

いては、職員給与の削減について考えており

り、議員並びに私ども特別職、非常勤の特別

ませんが、今後における国からの指導、助言

職等々の給与の削減も当然入ってきますけれ

等や管内他市町村の給与状況いかんによって

ども。その部分を除いて、職員給与だけでい

は改めて協議、検討させていただくこととし

きますと、平成１７年度に３％から５％、平

ておりますので、御理解を賜りますようお願

成１８年に２％、さらには１９年に２から６

い申し上げ、後藤議員の一般質問に対する答

％、それで２０年に２.５％から３％という

弁とさせていただきます。

ことで、この４年間ずっと削減をしていると

○議長（吉田敏男君）

ころであります。削減の額でありますけれど

１０番

再質問を許します。

後藤次雄君。

○１０番（後藤次雄君）

も、職員給与のみで４年間の総額は２億６,
町長から詳しく御

３００万円。それと同時に、職員の削減もし

答弁いただきましたけれども、町長言ってい

ております。いわゆる人件費でございますの

るとおり、足寄町も平成１５年から財政改革

で、一般職並びに企業会計職員、準職員も含

に取り組んで、もちろん、一般職、我々議員

めて１７年から２２年の間で４９名を削減を

も含めて相当な削減幅を何％かやってきたわ

しております。これを金額に換算をした数字

けですけれども。ほかの町村を見ましても、

は、約４億４,４００万円。先ほどの２億６,

今回私が質問したのは５月３０日現在ですか

０００万円と合わせると、約７億円の独自削

ら、きょうは６月１９日ですから相当日にち

減をしております。あと、それ以外に、冒頭

もたっていますけれども、ただ

申し上げましたけれども、特別職であった

管内見ますと幕別町が実施すると、池田町は

り、議員であったり、非常勤職員等報酬等々

実施しないという状況になっていますので。

もこれにプラスアルファになるということで

そういう状況の中で、足寄町が１５年度から

御理解を願いたいと思います。

給与削減を含めて何％ぐらいやってきたの

以上でございます。

か、それをちょっとお聞きしたいと思いま

○議長（吉田敏男君）

す。

君。

○議長（吉田敏男君）
答弁、副町長。

削減率ですね。

○１０番（後藤次雄君）

１０番

後藤次雄

今、副町長からの

答弁で、７億円、これはもちろん職員の削減
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等も入っていますけれども、これだけやっぱ

上げまして、そのことも少し明らかにしてお

り１７年からこれだけ削減しているわけです

くべきかというふうに思っているのですけれ

から、町長の答弁にあったとおり、やっぱり

ども、既に交付税の減額というのは約４,４

地域経済に与える影響は相当私は重いと思う

５０万円程度で、地域の元気づくり推進事業

のです。特に、今、例えば、飲食街でもやっ

ということで、足寄町に配分されるのが約

ぱり役場の職員の方が相当利用しているとい

１,４５０万円程度というふうに試算がされ

う状況の中で、やっぱりこのことがほかの町

ています。差し引きしますと、２,９９０万

村がどうだこうだは言いませんけれども、

円程度が実質削減ということになるのかなと

やっぱり私たち地域経済を心配していると、

いう、そういう抑えであります。現実、ここ

今答弁があったとおり、ほかの町村の様子見

で約３,０００万円の削減ということですか

はありますけれども、やっぱり私としても下

ら、これは間違いなく大きなお金だというふ

げるげきではないと。ぎりぎり調整をして検

うに思っております。この分との兼ね合いと

討をしてやってもらいたいと思います。それ

いいますか、どう捉えるのと、いわゆる町民

とあわせて、今後検討していくにも、町長と

の皆さん方に行政サービス低下等々を含めて

してどの辺まで、例えば、１７９市町村のう

迷惑をかけるのではないのかという、これは

ち９０％ぐらい減らすような状況になれば当

当然、議論としてはあるのだというふうに

町としても考えていくのか、その辺ちょっと

思っています。

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）

しかし、その部分については、先ほど副町

答弁、町長。

長が答弁したとおり、先ほど１７年からの自

お答えをいたしま

す。

律プランのところでお話ししましたけれど
も、現実、私が平成１５年５月に首長に就任

先ほどの、一番最後のところで、今後国か

してからの人件費の総額からいきますと、３

らの指導あるいは管内の状況ということをお

億円強です。３億強総額で削減しているとい

話ししました。基本的に、私は削減はしない

うことです。

という思いであります。ただ、後段つけ加え

一方で、ずっと交付税が削減され続けたの

た部分でいきますと、実は交付税の削減とい

です。これも、参考までに申し上げますと、

うのは既に決まっているのです。削減額も。

足寄町が特別交付税を含めてピーク時に何ぼ

そして、過去の削減といいますか、行革の取

交付税があったのかというと、平成１２年が

り組みによっては、正式名称が元気交付金で

一番高い数値でありますけれども、参考まで

すか、このやつのうちの配分というのはおお

に申し上げますと、５２億９,０００万円。

よそ来ているのです。ですから、国の状況だ

これが、一番減額されたところでいきます

とかという意味は、さらに今回、うちの町が

と、これは平成１８年です。４３億７,００

給与の削減しませんよとなったときに、例え

０万円まで。約１１億円削減されているので

ば、特別交付税だとか、そういうところでさ

す。民主党政権になってから、元には戻って

らにペナルティ的なものが出てくるのかどう

ませんけども、民主党政権になって少しずつ

なのか、私はないというふうには思っている

交付税が戻ってきたということが一つの要因

のですけれども、国がそれをやってしまう

とあわせて、この間、職員の削減、あるいは

と、また別の問題が出るのだろうというふう

給与の削減、もちろん特別職の議員さんも含

に思っているのです。

めて、我々も含めて削減をしてきたことに

地域の元気づくり事業、そういうことで、

よって、交付税は減らされていますけれど

これはまたそれぞれの取り組み状況によって

も。事業量は一定程度確保していますから。

差はついているのですけれども、率直に申し

そこのところ、また参考までに基金の積み立
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て額も見ていただきたいなというふうに思っ

てくると思うのです。そうすると、やっぱり

ているのですけれども。本当に、平成１７年

先ほど言ったみたいに、町全体の経済性を含

に自律プランを策定したときには、今現在は

めて、私はちょっと心配しているわけですけ

２０年末で６０億円の基金ということですか

ども。今の副町長、町長の交付税の関係も、

ら、自律プランの計画でいきますと、３７億

今回の議長の諸般の報告で財政報告ありまし

円ぐらいの残という計画でありましたけれど

たけれども、あれを見ますと大体５月現在で

も。

すか、５４億１,１００万円ぐらいという話

ですから、このことという特定というのは
難しいというふうに思っているのですけれど

です。今、町長の話だと６０億円ぐらいとい
うことですけれども。

も、先ほど申し上げたいろんな部分の組み合

いずれにしても、足寄町はそれだけ交付税

わせによって、交付税もふえましたよ、ある

を減らされても努力して、これだけ我々から

いは、行政改革を一生懸命やってきましたよ

いうと貯金が残っているということですか

ということも含めて、そういう状況になって

ら、これは本当にすごく財政の関係ではいい

いるということでありますから、本当に議員

状況だと私は思います。そういう中で、こう

仰せのとおり、仮に、さらにまた職員の給与

いう国からの提案があって、恐らく足寄町ば

削減ということになりますと、やっぱり地域

かりではなくてほかの町村も相当苦慮してい

経済という意味は役場職員に準じて給与を決

ると思うのです。ですから、先ほどから話し

めているというのが、私が聞いている範囲で

したとおり、足寄は１６年からこういうふう

は商工会であったり、あるいは農協の職員で

に減らしておりますけども、ほかの町村でも

あったりということでありますから。それか

やっぱりかなりずっと８％ぐらい減らしてき

らもっといきますと、私どもが一般の建設工

ているわけです。それを減らしてきた上に今

事は別ですけれども、委託業務に出している

回の７.８％ですから。やっぱり、役場職員

部分の単価なんかについても連動させている

といえども住民の一部ですから、そういう意

わけでありますから、相当大きな額の影響が

味では、私は今町長が申されたとおり、でき

あるのだろうというふうに思っております。

る限り減らさないという状況で、ぎりぎりま

ですから、今後検討していきますよと言っ

で、これ財政状況を考えるとです。言われた

た部分については、よほど大きな、例えば、

とおり、私も相当このことによって、２,９

十勝管内のきょう現在では幕別町だけがやる

９０万円減らされるということなのですけれ

ということで議会提案されたということであ

ども、そのことによって、足寄町の財政の関

ります。これが、例えば、うち以外は全部

係がどうなるかということもちょっとそのこ

やっただとか、あるいは国からまたさらに何

とも気になったのですけれども、今、町長の

らかのペナルティが出てくるだとか、そう

答弁でいくと、それがあってもやっぱりまだ

いった場合については、やっぱりこれは組合

これだけの危機感を持っていると。やってい

とも相談をさせてもらわなければならないな

けるということですから、それは非常にいい

と。そんな思いだということでございますの

ことだと思いますので、ぜひそういう方向で

で、ちょっと長くなりましたけれども、そん

今後も検討していただきたいというふうに思

な考えだということでございます。

います。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

○１０番（後藤次雄君）

１０番、後藤君。
今、町長の答弁さ

訂正の答弁がありま

すので、許します。

れたとおり、やっぱり役場の職員を給料を減

町長。

らすということになれば、今言ったように農

○町長（安久津勝彦君）

協、商工会、そのほかのことも相当影響が出

ください。
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一つ訂正をさせて

先ほど、自立プラン上の２４年度末の基金

実施していきたいと。ほかの町村も結構、豊

残高の計画でいきますと３７億円と言いまし

頃あたりもそう言っていますので。ぜひ、足

たけれども、計画では６億１,９００万円ま

寄町もそういうことで、できれば考え方を進

で減るという計画でありました。その部分、

めていってもらいたいということをお願いし

訂正させていただきます。

て、町長の答弁をもらって終わりたいと思い

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ます。
１０番、後藤次雄

君。
○１０番（後藤次雄君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）
ラスパイレスの関

お答えをいたしま

す。

係ですけれども、今回、足寄町は副町長の答

たまたま、今ラスのお話も出ましたから、

弁にあった１０７.３％ということで、これ

少しお話しさせていただきますと、ラスパイ

は管内でも順番からいえば３番目なのです。

レス指数というのは、国家公務員と我々足寄

ところが、このラスパイレス方式というの

町の職員とを比べるわけです。一番の違いと

は、これは毎年恐らくかわると思うのです。

いうのは、高卒で例えば勤務年数何年で一体

結局、職員の給与、年齢構成を含めて上がれ

幾らなのだと。そして、もう一方、国の職員

ばかわると。だから、足寄町の平成２１年ぐ

と比べるわけです。まず、決定的に違うとい

らいのときは、恐らく１３位ぐらいだったと

うのは、国の職員の場合は、高卒の職員とい

思うのです。そして、それからずっと上がっ

うのは圧倒的に少ないということです。今ど

たり下がったりきて、今回、どこの町村も１

この自治体もそうですけれども、最近は結構

００％ほとんど越しているのです。これは、

上級職ということで、大卒の職員、我が町も

先ほどから言っているとおり、平成１７年度

結構ふやしてきております。当然、職員構成

からずっと給与を絞ってきたということでラ

にもよるのですけども、すなわち職務職階と

スパイレスも上がらなかったわけですけれど

いって、役職が付けば次のところに昇格をす

も。今回、２年間ぐらいほかの町村も下げて

るということになります。

いませんので、この数字が恐らく出てきたと

ですから、これはその年、その年によって

思うのですけれども、今後やっぱり町として

もかわってくるのですけれども、少なくと

も、先ほどの答弁ありましたとおり、先ほど

も、直近のやつは私も個別のやつは見ていま

の給与と同じ、やっぱり国家公務員が上げた

せんけれども、例えば、高卒の職員がいた

から、国家公務員がこういうふうにしたから

と。年齢が若いけれども優秀で、しかも職場

という、そういう影響を受けないで、また来

の状況も含めて、たまたま係長発令なり、あ

年になったら恐らく１００％を切る町村が大

るいは課長補佐発令になったという場合につ

分出てくると思うのですけれども、ぜひそう

いては、当然、国と比較したらぐんと上がっ

いうことで、今の段階では私はラスパイレス

てしまうのです。一人上がれば、これ国の職

を国からいろんなそういう要求はあると思い

にすると掛け算するわけです、職員数の。で

ますけれども、やっぱり下げないで、下がる

すから、私はこのラスパイレス指数というの

と思いますけれども、こういう方向でいくし

は、国の職員と地方の職員の給与を比較する

かないのではないかと思います。それで、ほ

というのは、必ずしも適した比較にはならな

かの町村のことあまり言いたくありませんけ

いというふうに思っています。さらには、国

れども、大樹町あたりも、やっぱりこういう

の場合については、偉くなった人、指定職と

ことで１１年、１２年給料を下げなかったと

いうのですが、これはこのラス指数からは除

いうことで、この状態でこの効率は好ましく

外されていますから。

ないと思いますけれども、来年以降も対策を
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ですから、これは本当に正確な比較という

ことで適用するのがいいのかなという、そう
いう疑問も実は私は持っているということで

そこで、風疹の流行に伴う緊急対策につい
て、町長のお考えを伺います。

ございます。ちょっとラスのことも触れさせ

１、感染症発生動向調査では、風疹にか

ていただきましたけれども、いずれにしまし

かった累積では２０１１年が３７１人、２０

ても、後藤議員仰せのとおり、このことは

１２年が２,０９３人と５.６４倍ふえていま

やっぱり地域経済に与える影響というのは極

す。なぜ、２０１２年に大流行したのか、原

めて大きいものもあるというふうに思ってい

因として考えられることについて。

ますし、やっぱりこの間、職員に、私が就任

２、足寄町の風疹の現況について。

して平成１６年から実際もう削減やっていま

３、風疹予防対策について。

すし、やっぱり職員の数を減らし続けてきた

４、予防接種の助成についての考え方につ

と。自律プランで５人やめて一人しか採用し

いて。

ませんということでずっとやってきました。

５、妊婦やその家族が風疹予防する注意点

議会にも報告させていただいて、もうこれ以

について。

上限界だということで、基本的には現状維

○議長（吉田敏男君）

持、さらには新たな事業がある場合について

○町長（安久津勝彦君）

は増ということもあり得ますということで報

問にお答えいたします。

答弁、安久津町長。
榊原議員の一般質

告をさせていただいたところでありますけれ

１点目の２０１２年に大流行した原因につ

ども、いずれにしても現段階は削減はしない

いての御質問ですが、市町村は原因特定の調

という思いだということで、特別な事情が出

査機能を有しておりませんので、御容赦いた

てきた場合については、再度また一方的にや

だきたいというふうに思います。

るということではなくて、職員にも理解を求

なお、国立感染症研究所が本年５月７日付

めながら、そういう場合もある得るというこ

で公表している改訂版では、２０１１年にア

とで考えていますので、御理解いただきたい

ジアで大規模な風疹流行が発生し、海外で感

というふうに思います。

染を受けて帰国した後に風疹を発症する成人

以上でございます。

男性と、職場での集団発生が散発的に報告さ

○議長（吉田敏男君）

これにて、１０番後

れるようになったとしております。

藤次雄君の一般質問を終えます。
次に、３番

２点目の御質問ですが、本町では過去３カ

榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君）

年において発病は報告されておりません。な

議長のお許しをいた

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

お、十勝総合振興局によると、管内では本年
２件の報告がされております。

て質問をさせていただきます。

３点目の風疹予防対策ですが、平成１８年

風疹の流行に対する町の対策について。

度から導入されたＭＲ（麻疹・風疹）混合ワ

２０１２年にこれまでにない規模で流行し

クチンの定期接種の推進、婚姻届出のあった

た風疹が、年をまたいで２０１３年にふえ続

際に戸籍窓口でリーフレットを配布、妊婦検

けることに不安の声が上がってきています。

診時には予防接種の検討について説明をして

風疹が流行する時期、季節としては、特に

おります。

春から初夏にかけて最も多く発生するという

なお、昨年から成人の発病が多発している

ことです。国立感染症研究所は、全国で風疹

ことから、本年６月１４日配布の広報６月号

と診断された患者数は、５月１２日までに

に掲載したほか、病院など公共施設等にポス

６,７２５人と発表しました。昨年の１年分

ター等を掲示し予防意識の普及啓発を図って

の３倍になる勢いで感染症の広がりに歯止め

おります。

がきかない状況のようです。

４点目の予防接種助成についての考え方で
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すが、風疹はウイルスにより飛沫感染または

種はしなかったということがありました。そ

直接接触感染によるとされ、町単独で防ぐこ

れで、成人男性が風疹にかかると、やはり症

とは困難であることから、基本的には国や北

状が重くて１週間以上は職場を休まなければ

海道と足並みを揃えて対策を講じていくべき

ならないという現状があるそうです。それ

ものと考えております。現在、北海道では発

で、足寄町の２５歳から３３歳ぐらいまで

生状況等を注視している段階とし、具体的な

の、その一番の感染を受けやすい状況の抗体

対策は予定されておりません。

を持っていない人たちは何名ぐらいいるかと

５点目の質問ですが、平成２５年５月２１

いうことをお調べになったでしょうか。

日付で厚労省健康局感染症課から情報提供の

○議長（吉田敏男君）

あった「赤ちゃんとお母さんの感染予防対策

答弁、福祉課長。

対象者ですね。

５か条」について、要点のみ御説明をいたし

○福祉課長（櫻井光雄君）

ます。

す。

第１か条は、妊娠中は家族、産後は自分に
ワクチンで予防しましょう。

お答えいたしま

抗体検査を実施しておりませんので、人数
はきちっと把握できておりません。当然、子

第２か条、手をよく洗いましょう。

供のころに風疹にかかって抗体を既に持って

第３か条、体液に注意。

おられる方もいらっしゃいますし、予防接種

第４か条、しっかり加熱したものを食べま

をされている方もおりますので、きちっと何

しょう。

人抗体がお持ちになっていない、あるいは低

第５か条、人ごみは避けましょう。となっ

いという方の特定は現状できておりません。

ております。

私どもも調べてみたのですけれども、昭和

以上でございますが、感染予防対策につい

６３年からの予防接種の記録はあって、いろ

て正しい知識を身につけておくことが何より

いろ調べてみたのですけれども、平成２年以

も大切であり、特に風疹は、妊娠中に感染す

降においては、男女とも予防接種をしている

ると胎児に先天性風疹症候群を起こすことが

ということでございますから、平成元年以前

あることから、妊娠を希望する方には予防接

のお生まれになった男性については、予防接

種の検討を促すとともに、妊娠検診で抗体を

種の機会がなかったかもしれないという状況

持っていない、あるいは抗体の値が低い場合

です。ただ、女性にあっては、国でいきます

は、医師とも相談していただき同居の家族に

と、私どもの記録はないのですけれども、昭

予防接種をしていただくよう指導しておりま

和５２年から定期接種をされていると。た

すので、御理解を賜りますようお願い申し上

だ、現状、定期接種化はされているのですけ

げ、榊原議員の一般質問に対する答弁とさせ

れども、健康被害等もあって選択制というの

ていただきます。

ですか、努力義務になっていると。そういっ

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

３番、榊原君。
○３番（榊原深雪君）

た時代もあって、全員が完全に実施している
かどうかと、こういった部分が判明していな

風疹の主な目的で一

いという状況であります。

つは、やはり妊娠中の女性が感染しないよう

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原君。

にという、最後の町長の言葉どおりなのです

○３番（榊原深雪君）

私がこの質問をした

けれども。特に、この風疹が大流行した原因

きっかけが、やはり妊娠中の女性が自然感染

の一つに考えられることは、２５歳から３３

しないということで、やはり風疹のことを調

歳の人が要注意とされております。それは、

べてみました。そうしたら、この２５歳から

１９７９年４月２日から１９８７年１０月１

３３歳の人は要注意となっておりまして、予

日ごろに生まれた方が、その当時は風疹の接

防接種を受けた可能性が低いのです。そし
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て、一度もし仮に予防接種を受けたとして

それから、早急に御家族の方等々が、妊娠

も、２回受けても何ら問題はないそうです。

中の女性については予防接種できませんの

それで、誰しも子供や孫が障害を持つという

で、御家族の方含めて感染防止のために予防

ことがないようにしていただきたいと思う願

接種をするようになるのですが、その結果が

いから、この質問に至ったわけですけれど

家族の方が抗体を持つという部分でいきます

も。まず、優先的に調査していただいて、妊

と、６週から８週かかってしまうと。御家族

娠している家族、その夫、そしてこれから妊

の方が免疫をつけられるまでには６週から８

娠する希望を持つ女性には、やはり予防と。

週という形になりますので、非常に難しい、

感染この地区ではまだしていないから大丈夫

効果を早急に見出していくには、なかなか難

ということは絶対ないのです。

しいのかなというそういった部分もありま

やはり、東京、大阪中心にすごく大流行し

す。そういった部分で、今、妊婦検診時、あ

ておりますので、やはり行楽のシーズンでも

るいは医師等からも産婦人科を含めて全国の

あり、行き来することでやはり唾液がしぶき

病院等にそういった指示が出ておりますけれ

でも感染するということなので、そして潜伏

ども、そういった医師等とも相談をさせてい

期間も２、３週間ということで、なかなか

ただいて、そういった予防対策をとっていた

戻ってきても発症しないということで、感染

だくのと、それから先ほど町長の答弁でも申

がわかりずらいです。そうしたら、もしか

し上げましたように、感染予防対策５カ条と

かったりして、万が一、誰しも予測もできな

いう部分でみずからそういったものを、マス

かったことが起こり得るかもしれないですよ

クをしてですとか、消毒をしてですとか、感

ね。そういうことで、急に家族の方のやはり

染を徹底して予防していく、そういった指導

予防接種の訴えかけを調べていただいてほし

を徹底していくしかないのかなというふうに

いと思うのですけれども、その件に関しては

思っているところでございます。

どうでしょうか。
○議長（吉田敏男君）

それから、もう１点の妊娠を希望している
答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

人の把握、これは私どももしていきたいなと

先ほど、町長の

いうふうに思っているのですけれども、非常

答弁で、まず妊婦さんの妊娠中の方の場合な

に先ほども申し上げましたように、誰が、ど

のですけれども、やはり抗体をお持ちでない

ういった人が抗体力がお持ちでない、あるい

方が、妊婦検診時においてそういった検査の

は低いという部分がはっきりしていないとい

結果、抗体がない、あるいは低い方もいらっ

うことで、特定がなかなか難しいと。最近で

しゃるという状況は把握しています。ただ、

いきますと、できちゃった婚等々もあって、

そこの部分については、この先天性風疹症候

その特定が非常に難しいものがありまして、

群の病気が感染するとする場合、妊娠から２

実施するのであれば、やはり全員を対象にし

０週以内に感染すると、そういった後遺症が

ていくような対策を打っていくしかないのか

残るという状況ですから。いろいろシミュ

なというふうに思っています。

レーションをしていくのですけれども、妊娠

そういった意味では、道、十勝総合振興局

がわかって、第１回目の初回の妊婦検診時に

等ともいろいろ相談をさせていただいた部分

は、私ども券を発行して検査を受けるように

でいきますと、国や道と歩調をあわせて対策

していますけれども、そのときに必ず抗体検

を取っていくべきではないかと、そういった

査をされるわけです。それが、実際に結果が

ことであります。ただ、私どもとしては、北

わかるのは１０週から１２週目あたりに抗体

海道あるいは管内の発生状況は少ないのです

を持っている、あるいは低いという結果が出

けれども、やはり今からそういった人数、対

てくるわけです。

象者、何とかいろんな手段を講じてでも把握
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はしていきたいなというふうには思っていま

も、大体上限が１万円。それまでの至る数字

す。

はまちまちですけれども、そんなに予算、助

以上でございます。

成額も町としては負担にならないことです

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原君。

し、予防注射というのは、はやってからする

○３番（榊原深雪君）

福祉課長から抗体の

ものではないですよね、もちろん。先ほど

件と、やはり妊娠しているその家族とか、い

も、効果が出るまでにというお話しでしたけ

ろいろお話がありましたけれども、抗体検査

れども、何でもどの予防注射でもそうですよ

もしていないというわかっている世代がある

ね。ならないのが一番ベストですけれども、

わけです。今問題になっているのは。それを

やはり予防注射はしなくては。

しっかりと調べていただいて、抗体があって

だから、今完全に風疹にかかってはいけな

もなくても、風疹のワクチンの場合は、再度

いということで、無料で何段階かされていま

注射をしてもかまわないわけですし、それ以

すよね、町で。だから、そのしていなかった

外の方は受けているわけですから、ほとんど

世代を中心に今問題になっている、私らみた

抗体お持ちですから。調べていただいてもそ

いな高齢者の場合は抗体持っているのです。

んなに足寄町では人数はいらっしゃらないか

その世代は大事な世代です、足寄町にとっ

と、その世代がです。トータルしても、やっ

て。そして、１週間も仕事を休まなければな

ぱりこの質問が出たときに、やはりすぐわか

らないような事態になりますと、やはり経済

るわけですよ、インターネットで。どういう

状況にも影響してきます。だから、そういう

ことが原因なのだろうかとしたときに、その

ところをすばやく数字をつかんでいただい

世代がわかるわけです、受けていない世代

て、１万円までとなるとなかなか負担が大変

が。

だと思いますけれども、個人負担が少しでも

そうしたら、一番やっぱりお子さんを育て

軽くなるように町のほうでも早急な手だてを

る世代だったのです。だから、これは大変だ

していただきたいなと思っておりますけれ

なと思って。実際に、インターネットの中で

ど。今ワクチンの状況、新聞等でとても不足

もお子さんを亡くした方が予防接種の呼びか

しているということで、大変だということで

けを全国行脚してやっている方もいるので

新聞とかテレビ等で今言われております。

す。だから、そういうことを踏まえて、やは

それで、早く確保しておかないといけない

り私たちの町にでも一人でも障害のお持ちの

なと私は思うわけです。それだけ、結局自治

方が発生をしないように努力していただきた

体がこの大変さをわかっているからこのワク

いなと思っているわけです。

チンの予約の数字が多くなって、このワクチ

そして、助成のことも十勝管内でも１件あ

ンが足りないまでにもなってきているのでは

りました。助成している町がです。そうした

ないかと思っているのです。そこのところの

ら、私たちの６倍もあるような町ですから、

お考えをお願いいたします。

予算額は２７０万円強だったと思いますけれ

○議長（吉田敏男君）

ども、私たち、それを考えると、やはり全額

○福祉課長（櫻井光雄君）

無料とまではいかなくても、やはり個人負担

しているということについての御質問です

していただくのがベストではないかなと私は

が、６月１４日付、先週の金曜日に、厚労省

思うわけです。そして、個人負担としたら、

のほうから数値が入っています。これにより

全国的にも数字を調べましたら、２,０００

ますと、例年、年間の接種量が通常でいけ

円 か ら３ ,０ ０ ０円 と いう と ころ が 上限 に

ば、例年推計でいきますと３０万回程度の接

なっているようです。そして、医療機関では

種がされているそうなのですが、本年５月に

ワクチンの接種料金はまちまちですけれど

は月間で３２万回、これも推計ですけれども
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答弁、福祉課長。
ワクチンが不足

接種がされているということで、本年の５月

以上でございます。

１カ月間だけで例年の１年分の予防接種がさ

○議長（吉田敏男君）

３番、榊原君。

れているということになります。その原因と

○３番（榊原深雪君）

東京、関西圏で大流

して、接種量が多いという部分につきまして

行しているということですけれども、やはり

は、どうしても首都圏、あるいは関西圏、

夏休みには関西のほうに行こうとか、子供の

きょうの新聞でいきますと大阪のほうが関西

喜ぶ所がたくさんありますよね、東京・関

方面が首都圏を超えて発生者が多くなってい

西。だから、そういうことで広がり、もし北

るという部分がありますから、そういった部

海道にまた大きな広がりを見せないために

分で接種量がすごくふえているという形にな

も、この風疹の予防接種を行う主な目的は、

ります。このままでいきますと、厚労省が推

先ほど町長からもお話がありましたけれど

定をしている部分でいきますと、８月末ぐら

も、妊婦が風疹にかかることによって生まれ

いにはワクチンが不足していくということで

てくる赤ちゃんが先天性風疹症候群の障害の

推計をしておりまして、国からの協力依頼と

持つことのならないようにあらかじめ予防す

いうことでありますけれども、任意の予防接

ることなのです。そして、予防接種は、風疹

種については、妊婦の周囲の方、妊娠希望

の自然感染による合併症の予防にもなり、大

者、または妊娠する可能性の高い方で、抗体

人が感染して重傷になることも予防します。

価が充分でないといわれる人を優先して接種

多くの人が予防接種を受けることにより、個

をしていただきたいということで、そういっ

人が風疹から守られるだけではなくて、他の

た協力要請が来ております。これは、私ども

人に風疹を移すことが少なくなって、社会全

市町村だけではなくて、医療機関等々にも

体から風疹から守られることにあると思いま

いっていますから、予防接種の買いだめです

す。

とか、そういったことのないようにというこ

そして、されなかった２５歳から３３歳と

とで要請が来ています。これは、あくまでも

いう可能性が言われていますけれども、これ

国の予防接種、ワクチンが確保できるまでの

はひとつは国の不備であったかもしれませ

間、何とかそういった形で協力をしていただ

ん。だから、そういうことを自治体のほうも

きたいという通知が来ております。

よく踏まえて、なるべく個人の負担が少ない

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ように考えていただいて予防接種を受けてい
ワクチンに対する費

ただく。１回受ければもういいわけです。予

用負担、それを考えているかどうかというこ

防接種の抗体をつくれば、もう後は安心して

とについて。

過ごせるわけです。また、流行するようなこ

答弁、福祉課長。
○福祉課長（櫻井光雄君）

とあっても、子供さんは接種を受けるわけで
公費助成につい

すから。だから、そういうことも考えて、ぜ

ては、鋭意今も検討はさせていただいており

ひ予防接種の予防を訴えかけていただいて、

ますけれども、十勝管内でも私も聞いており

足寄町のホームページも開いてみたのですけ

ますが、十勝総合振興局の情報によれば、２

れども、それにはまだ流行しているというこ

町で導入を検討されているということであり

とが周知されていないのです。でも、よその

ます。私どもも鋭意検討をしているところな

ホームページなんかに行くと、大流行してい

のですけれども、今のワクチンの問題、協力

ます、こういうことですというふうに周知さ

要請等も来ていますし、今シミュレーション

れているのです。だから、やはり意識を持っ

も含めてしているのですけれども、まだす

ていただかないと、なかなか自分として捉え

る・しないという決定には至っておりませ

ることが大変なのです。

ん。

だから、そういうことで、予防注射の大切
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さということを、先ほど福祉課長もお話し

○６番（前田秀夫君）

だったように、やはり積極的に受けていただ

だきましたので、一般質問通告書に従って御

くことも大切ではないかななんて思っており

質問をさせていただきます。

ますけれども、そこで最後お言葉いただいて

議長のお許しをいた

まず最初に、利別川河川改修についてでご

終わりにしたいと思います。

ざいますが、利別川河川改修中流地区、仙美

○議長（吉田敏男君）

里ダムから足寄橋の改修計画が１０年遅れる

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

と聞いておりますが、したがって足寄橋の架
橋も当初計画は２６年から２８年度計計画

福祉課長のほうからいろいろ答弁をさせて
いただいております。

が、１０年遅れると聞いております。原因
は、下流地区の改修原因と伺っております

公費助成については、引き続き検討はさせ

が、利別川の河川改修は十勝川河川改修が基

ていただきますけれども、目下いろいろ国の

本と考えるが、現在の事業計画では、災害時

情報等含めて情報収集はしておりますけれど

の影響として、洪水等による河川の氾濫によ

も、一番なのはやはりきちっと正しい情報を

り浸水する恐れのある区域に足寄町は入って

伝えるということだというふうに思っており

おらず、想定氾濫区域面積は約６万１,８０

ますし、先ほど冒頭の答弁でも申し上げたと

０ヘクタール、想定氾濫人口は約１万５,０

おり、感染予防対策について、いろいろ町内

００人との北海道開発局の資料がございます

の医療機関等とも連携をしながらそういった

が、中流地区の河川改修の遅れの原因と要因

正しい情報をお伝えをするということ。当面

を、安心安全で住みよい町の観点から、具体

は、１回の接種料も８,９００円程度という

的に次の事項についてお聞きをいたします。

ことで、子宮頸がんワクチンと違いましてそ

一つ、利別川の河川改修事業は、十勝川河

んなに高いということでもありませんので、

川改修事業が源にある中において、当町行政

当面は自助の中でそういった正しい情報をお

区域には利別川と足寄川の合流地点があり、

伝えをしながら、やはり自分たちの身は自分

降雨が続くとかなりの増水があり、過去に堤

たちで守ろうというところを徹底していきた

防からの氾濫により避難をした経過の教訓が

いなと。

ございますが、そうした実態を市町村との協

なお、引き続き、国や道とも連携をしなが

力体制において水防活動を行うため、十勝川

ら、本当に公費助成をすべきなのかどうなの

水防連絡会議を定期的に開催していると思わ

かということも含めて、引き続き検討をさせ

れますが、当町として１０年遅れに対してど

ていただきたいということで御理解をいただ

のような対策と意見提起をしてきているの

きたいというふうに思います。

か、また、水防連絡協議会はどのような構成

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

でなされているのかをあわせてお聞きをした
これにて、３番榊原

深雪君の一般質問を終えます。

い。
二つ、流域市町村で構成されている十勝川

ここで、暫時休憩をいたします。

治水促進協議会には、当町が入っていると思

１１時１５分スタートといたします。

われますが、どのような実態認識で意見、要

午前１１時０１分

休憩

望をされているのかをお伺いをいたします。

午前１１時１５分

再開

三つ、過去に一定程度の堤防整備と河道掘

休憩を閉じ、会議を

削の河川改修事業を実施してきた経過がござ

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

いますが、現在、沿線住民の声として降雨時

一般質問を続行をいたします。

期のみならず川上の森林整備等による融雪期

６番

の増水災害等への不安の声がある中で安心、

前田秀夫君。
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安全の町とした観点から、今後どのような河

の整備、線形改良等を適切に組み合わせて、

川改修を考えておられるのか、所見をお伺い

基本的には川を流れる水の量をふやすことで

したい。

洪水を防止することを目的に事業が進められ

四つ、河川の氾濫は、単に人的な問題ばか

ています。

りではなく、営農等にも影響を及ぼすことに

また、改修は上流・下流と左岸・右岸及び

つながるが、山村地域では森林整備の遅れと

本・支流の流量を、バランスを図りながら整

相まって産物の生産、販売にも大きな被害を

備する必要があり、上流の整備を先行してし

もたらした歴史的経過がある。とりわけ、川

まうと、下流の流量がふえて下流が氾濫する

上の森林整備の重要性を鑑みるときに、国、

可能性が高くなることから、下流域の流量を

道、北海道開発局に実態提起を起こし、早期

充分確保した上で段階的に上流域の整備を進

の河川改修を強く要望すべきと考えるが、こ

めることが基本となっております。

の間の１０年遅れ問題とあわせて、どう対応

河川改修は、膨大な費用が必要であり、長

してまいるのか、具体的な所見を伺いした

期的な視点に立ち、整備目標年度が設定され

い。

るようでありますが、限られた予算を効率

○議長（吉田敏男君）

ここで、答弁。

的、効果的に執行するために、近年水害が頻

答弁、安久津町長。
○町長（安久津勝彦君）

発している箇所における浸水被害の速やかな
前田議員の利別川

解消や背後地の資産状況等を踏まえ、災害発

河川改修についての一般質問にお答えをいた

生の危険性が高い箇所を優先的に整備するな

します。

ど、そのときどきの状況に応じ見直しを行っ

利別川河川改修事業は、本町においては平

ていると聞いております。

成６年度から北海道により整備が進められて

本町を流れる利別川の改修計画に関しまし

おり、現在、豊栄橋の掛けかえ事業のほか、

ては、議員仰せのとおり、改修が遅れており

下愛冠から大誉地地区の暫定改修が順次進め

ますが、今後とも足寄橋のかけかえも含め、

られております。

利別川の河川改修事業の促進を関係機関に要

毎年度、利別川河川改修事業促進期成会総

望していきたいと考えております。

会の際に、帯広建設管理部足寄出張所に出席

具体的な御質問の１点目、十勝川水防連絡

をしていただき改修事業の概要について説明

協議会については、北海道開発局帯広開発建

をいただいております。平成２４年度の計画

設部が直接管理する十勝川等の水害軽減を図

では、利別川上流地区において、西１線橋周

るために、重要水防箇所の周知、河川水防情

辺 で 掘削 工 とし て 延長 ２ .７ ５キ ロ メー ト

報の提供等を通じて関係各機関が密接な連携

ル、築堤工２.４キロメートル、神州橋から

を図り、災害時の水防活動や避難等を迅速か

千歳橋の間で用地買収、千歳橋から上流５キ

つ円滑に行い、地域住民の安全を確保するこ

ロの間で補償物件調査などが行われ、今後も

とを目的に設置された協議会であります。

順次改修が行われていくことになっておりま
す。

参加機関は、帯広開発建設部、十勝総合振
興局、釧路地方気象台、道警釧路方面本部、

河川改修は、御承知のとおり、洪水等によ

陸上自衛隊第５旅団、北海道電力、電源開発

る災害発生の防止や軽減、流水の機能維持、

等、自治体にあっては国が管理している直轄

河川環境の整備と保全を目的に、想定する氾

区間を有する１２市町村であり、本町には直

濫面積、被害人口や資産額、これまでの被害

轄区間がないことから、この協議会には参加

の実態、経済性や上流・下流のバランス等を

しておりません。

総合的に考慮して改修規模を設定し、堤防の

しかしながら、十勝川水系の利別川を有す

構築や川幅の拡幅、川底の掘り下げ、遊水池

る自治体として、帯広開発建設部を初め、十
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勝川水防連絡協議会参加機関と災害時の対応

ジェクトの構築を進めており、さらに、森林

を円滑に行うために必要な連携、情報交換を

が有する公益的機能と木質資源の安定的な確

行っております。

保を目的に、民有林伐採後の未立木地を、町

現在、大雨・台風の際には、利別川の大誉
地本町や両国橋等にある水観測所データを、

が取得して植林することで森林の水源涵養機
能の回復を進めているところであります。

インターネットを通じて監視し、必要に応じ

４点目の河川改修の整備促進に関しては、

現場巡回や水防活動を行っており、引き続き

議員仰せのとおり、河川氾濫等による災害

帯広建設管理部足寄出張所と連携をして水防

は、本町の基幹産業である農林業の経営に直

活動を進めてまいります。

接関係する非常に重要な課題であります。

２点目の十勝川治水促進期成会につきまし

下流の整備が遅れたことによる本町の影響

ては、十勝川の恒久的な治水事業を促進する

については、結果的には足寄町内の整備箇所

ため、十勝川の本支流がない大樹町と広尾町

の順番が入れかわったもので、全体計画が１

を除く十勝管内１７市町村が参加をし、河川

０年遅れることになったということではない

災害を根絶して地域の民生安定を図ることを

というふうに聞いておりますが、引き続き利

目的に設置されており、北海道開発局や北海

別川を有する近隣町と連携をして、関係機関

道、さらに国土交通省、財務省や国会議員に

に整備促進の要望を行ってまいりますので、

対して十勝川水系の治水事業促進の要望を積

御理解のほどよろしくお願いを申し上げま

極的に行っております。

す。

利別川河川改修は、本町の最重要事業の一
つでもあり、本町の利別川河川改修事業促進

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

６番、前田君。

期成会とともに粘り強く関係機関に整備促進

○６番（前田秀夫君）

の要望を行った結果、北海道が管理する本別

御答弁で、連帯的なものは頭の中では描き理

町市街地の上流地点から陸別町市街地の上流

解しつつも、問題とするところは、一つ目に

地点までが優先整備区間と位置づけられ、他

は、利別川と足寄川の合流地点、あそこ私も

地域に比べて手厚い予算措置がされており、

何回も歩きました。２キロも３キロも。あそ

順調に整備が進んでいるものと認識をしてお

この堤防棚というのですか、コンクリートの

りますが、引き続き整備促進の要望を関係機

やつが全部崩れ去ったような形で役目を果た

関に行ってまいります。

していないと。これ昔から言われていますけ

ただいまの、町長の

３点目の今後の河川改修に関する対応であ

れども、新人も。足寄町には、利別川と足寄

りますが、昨今のいわゆるゲリラ豪雨等の異

川の２本があって、もう一つ言うと具体的に

常気象の頻発や樹木の伐採が進み、森林の保

は３本なのですけれども、合流地点があっ

水力が失われ短時間に大量の雨水等が河川に

て、さらにその下に仙美里ダムができるとい

流入することで、急激に河川が増水する事象

うことで、どこまで食いとめられるのかとい

が近年頻発しておりますことから、河川の流

うことで、随分昔から言われているわけであ

下能力を向上させるための河川改修が必要で

りまして。そこら辺のところ、具体的にどの

あります。あわせて、河川に流入する雨水等

ように押さえているのかということが一つ

を少なくするために森林の保水力を回復させ

と。

ることも非常に重要であると考えておりま
す。

１０年遅れということにはならないという
順番の入れかえだということで町長の御回答

本町は木材の町であり、町有林のほか、民

がございましたけれども、そうすれば、どの

有林にあっても、伐採をしたら植林をすると

ぐらいの状況の中で、どういう環境のときに

いう木材の循環施業、無限資源の循環プロ

利別川の全体的な河川改修になるのかという

― 15 ―

ことは二つ目と。

て、旭町地区と螺湾の市街地ちょっと氾濫を

三つ目は、私が聞いたところによります

するのではないかということで心配をし、警

と、所管から聞きましたけれども、遅れでは

戒態勢を組んだわけでありますけれども。結

ないということで回答はございましたけれど

局やっぱり、ダムの放流との関係でありま

も、仙美里ダムより下流地区での遅れである

す。ですから、関係機関が密接な連携をとっ

ということでありますから、そこがどういっ

てやっていかなくてはいけない事案でござい

た原因で、あるいはどういった問題で遅れて

ます。

いるのか、まずこの３点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）

御案内のとおり、平成１５年のときには大
変な台風災害に遭ったわけでありますけれど

答弁、町長。

も、これも仙美里ダムを管理するＪパワーの

３点の御質問でご

ざいます。

ほうと連携をとって、本来の放流量を上回っ
て放流をしていただいた結果、市街地等々の

まず、下流の関係につきまして、私ども聞

氾濫については最小限に食いとめられたとい

いているのは、開発が管理する、先ほどもお

うことでございますので、今後とも関係機

答えしたとおり、本別の市街地付近で一部用

関、密接に連携をとりながら、下流との連携

地交渉が難航していたということもあって、

も当然必要ですし、そういったことで当面す

これがそういう意味では、これと関係するの

る対応をしていきたいというふうに考えてい

だというふうに思いますけれども、私どもの

ますので、御理解いただきたいというふうに

町は着々とやっていただいてますけれども、

思います。

暫定という、こういうことかなというふうに

○議長（吉田敏男君）

６番、前田君。

私は認識をしております。直近の情報でいき

○６番（前田秀夫君）

ただいまの町長の御

ますと、そこの用地の関係についても全て処

回答で、下流問題、それから上流問題、それ

理が終わったということで聞いていますか

から沿線上流の陸別問題の関係、私も北海道

ら、当然、下のほうの国が直轄管理している

開発局の資料を全部入手しまして、そこら辺

河川改修等も順次行われるのだろうというふ

のところは承知してますので、あえて再質問

うに思っております。

はしませんけれども。ただ、やはり今の関係

なお、そこから上流につきましては、道費

機関と密接な、あるいは合流地点含めて密接

河川で北海道建設管理部が所管をするという

な連携をとってやっていかなければならない

ことで、直接は足寄に出張所がありますか

という御回答でございましたけれども、早急

ら、そことのやり取りをさせていただいてい

に合流地点だけは町のほうでも査察をして何

るというようなことでございます。

らかの対応をとっていただきたいということ

全体の陸別までの改修計画については、現

を要請したいと思います。

時点では平成３３年までに完成をさせるとい

さらに、４点といいますか、質問点でござ

う計画だというふうにお聞きをしておりま

いますけれども、冒頭にも申し上げています

す。あとは、年度ごとの予算のつき方だろう

けれども、北海道開発局では河川改修関係で

というふうに思っているところでございま

は戦後最大の洪水を安全に流すための整備に

す。

当たっては、現在の河川区域内で流下能力の

それから、議員仰せのとおり、利別川と足

確保が可能であるため、現在の河川区域内で

寄川の合流地点の問題とあわせてやっぱり密

の堤防の整備、河道の掘削等を行うこととし

接に関係するのが仙美里ダムの放流の関係で

ていますが、十勝川水系河川改修整備基本方

ございます。４月の螺湾方面、阿寒にかけて

針の策定では、関係住民からの意見聴取と、

の降雨のときに、これは融雪水とも相まっ

北海道知事意見照会が策定されております
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が、それらの内容がどのように集約され、意

区ということで、足寄橋から陸別に向かって

見照会の後に北海道としては具体的にはどの

の４４.３キロ、この部分を今特に整備をし

ような方策を打ち出しているのか、知り得る

ているというところでございます。これが、

範囲でお聞かせを願いたい。

先ほど町長からもお話しございましたけれど

さらに、被害関係では直接被害の家屋など

も、現在のところでは平成３３年までを予定

の一般資産被害、農作物被害、公共土木施設

しながら整備を進めているところでありま

被害などがあります。間接被害では、営業停

す。

止被害、応急対策被害と考えられますが、こ

それで、足寄町の中には、利別川河川改修

れらに対し、対応方針として流域の地方公共

事業期成会というのがございまして、期成会

団体等から安全度向上に対する強い要望があ

の中で毎年、建設管理部足寄出張所の方に来

り、引き続き地域住民または関係機関と連携

ていただいて、事業の内容等を説明を受け、

して事業の進捗を図ることとありますが、単

その中で住民の方たちからもいろいろな意見

に人命資産の観点からしても、整備の遅れに

をいただいて、その中で事業を進めていると

ついての災害被害を考えれば、既に不安な気

いう形で今現在進めているところでございま

持ちになります。そこで、ネックとなってい

す。

る事項と、予算は相当膨大なものになるとい

お話を聞いているところでは、陸別も市街

うふうに町長の御回答がありましたけれど

地があるということで、とりわけ農地の部分

も、ネックとなっている事項と具体策を求め

と、それから実際に住民の方たちが住んでい

つつ、住民に周知、説明を行うことが大事な

らっしゃる市街地区の部分では、改修の内容

ことであり、町行政としても一層実態の意見

についても若干かわってくるというようなと

反映を行うことが必要と考えておりますが、

ころでございまして、これから平成２４年度

説明の場を含めて、考え方をお聞きしたいと

では、先ほどの答弁の中で町長のほうからも

思います。

お話ししておりますけれども、２５年度もま

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

たその次の部分で事業が行われていくという

利別川の関係で

ことになってございます。期成会のほうの総

ございますが、足寄町内の河川につきまして

会が例年７月ぐらいを予定してございました

は、道が管理をしているということになって

ので、またその時期にまた説明を受けながら

ございまして、直接開発建設部とはやり取り

平成２５年度の事業はどういうところでどん

というか、そういうものはございません。本

な事業が行われるのかとか、そういったこと

別の市街地の足寄川のところから上流につい

を説明を受け、また、住民の方たちからもい

ては北海道が管轄をし、先ほどの中でもあり

ろいろ意見をいただきながら事業を進めてい

ましたけれども、帯広建設管理部、足寄には

くという形で進めているところでございま

足寄出張所がございますので、そこのところ

す。

と協議を進めているところでございます。

以上でございます。

この本別の市街地の上流部分から陸別まで

○議長（吉田敏男君）

６番、前田君。

の部分で、三つに区域が分かれておりまし

○６番（前田秀夫君）

ただいまの総務課長

て、本別から仙美里ダムのところまでを下流

の御答弁で理解はいたしますけれども、ただ

地区、それから仙美里ダムから足寄橋のとこ

１点、町長の最初のほうの御答弁の中では１

ろ辺りまでを中流地区、それから足寄橋から

０年遅れではなく順番の入れかえといいます

陸別までを上流地区ということで、３地区に

か、そういうことであると。そういうことに

分かれて整備がされているところでありま

なれば、その期成会なるものでもう少し、足

す。現在、整備が進められているのは上流地

寄町の上流のところはやっているというふう
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に聞いております。下流問題を含めてもう少

うようなことも含めて接触関係をしていただ

し厳密に実態を突きつけて、順番であれば先

きたいということを御要望申し上げ、町長と

にしていただけるような何か対策を講じれな

してもこの河川問題については、森林整備等

いのかというふうに思っていますので、そこ

の観点でも重視をしているという御回答でご

のところをまずお聞きしたいと思います。

ざいましたので、この関係につきましては了

○議長（吉田敏男君）

解をいたしました。

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

先ほど、上流地

次に、林業退職金共済制度について。

区の部分でお話をさせていただきましたが、

山村地域に労働を拠点とする林業労働者

先ほどの合流地点、ここの部分は中流地区と

は、過去から現状も労働賃金等は低位な実績

なってございます。中流地区につきまして

である。そうした中にあっても、森林の公益

は、先ほど町長の一番最初の答弁の中でもご

的役割を担っているのが限られた林業労働者

ざいますけれども、河川改修というのはやは

である。そこで、次の事項をお伺いしたい。

り下流のほうから十分に水が流れる量を確保

１点目、略称、林退共制度は、林業で働く

しながらどんどん上流に向かって改修をして

人たちのために中小企業退職金共済法によっ

いくという形でございます。そういうこと

て国がつくった制度であるが、制度の仕組み

で、合流地点の部分についても、下流のほう

として労働者が退職金を受給するには、事業

から順次改修を進めて行くという、そういう

主がそこに加入しなければなりません。近

予定になっているということで聞いておりま

年、木材の低迷と相まって、必要事業量の確

す。ですから、今、本別のほうでいけば仙美

保すらままならない実情下にあり、そうした

里ダムのところぐらいまで進んできています

困難な社会情勢で中小業界では加入が余り進

し、今、豊栄橋の架けかえなどもやっており

んでいない実態もあり、事業主と独立行政法

ますけれども。順次、そういう改修を進めて

人勤労者退職金共済機構との契約ができ得な

いきながら、足寄川と利別川の合流地点のほ

い状況であると認識していますが、当町での

うにも整備が進められていくということに

加入者数と林業事業所数をお伺いしたい。

なっております。

２点目、退職金は、事業主からの証紙の枚

ただ、まだ時期的にいつぐらいになるかと

数によって異なるが、共済証紙は１日券で４

いうのは、まだはっきりと聞いてはおりませ

６０円、１０日券で４,６００円であり、１

んが、そういう計画があるということで何年

７日を１カ月に換算して１２カ月で１年のカ

か前にもう既に話は聞いているところであり

ウントとなり、所定の手続により受給できま

ます。

すが、支給額は例示を申し上げれば２年で１

以上でございます。

８万円、１０年で９８万円、２０年では２０

○議長（吉田敏男君）

６番、前田君。

０万円支給されます。そこで、課題となって

○６番（前田秀夫君）

ただいまの総務課長

いのが事業主の加入環境支援策であると考

の御答弁で、大筋理解はいたしました。た

え、現在の制度では初回の加入掛け金の６２

だ、しつこいようではございますけれども、

日分が助成されることとなっていますが、こ

この順位という計画があって順番の入れかえ

の助成枠の拡大支援が必要と考え、森林整備

ということになれば、先ほども私申し上げま

を担う事業主に一層の支援が必要と思われま

したけれども、やはり行政そのものも関係、

すが、考え方をお伺いしたい。

開発局の出張所の方と同行でもしながら写真

３点目、国など、公的事業への入札要件と

を撮るとか、あるいは増水時期の問題だと

しては、この加入が必要と考えております

か、融雪期の時期の問題だとか、やはり現場

が、それ以外、全ての林業種に該当でき得る

実態をしっかり訴えて、できれば前倒しとい

ように北海道、さらには厚生労働省、全国森
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林組合に対しても一層の支援策を要請すべき
と思われますが、町長の所見をお伺いした
い。

状況であります。
林業退職金共済制度は、労働者の雇用事業
主がかわっても労働者の被共済者の立場は継

４点目、一方、こうした制度すら不承知の

続され、働いた日数は通算されるようになっ

事業主と林業労働者もいるとは思われます

ており、新たに加入した労働者につきまして

が、林業で働く人なら職種、賃金制度に関係

は、議員仰せのとおり、国が掛け金の一部と

なく受給資格があり、一人親方でも所定の手

して初回交付の共済手帳の６２日分を免除す

続をすれば資格がつくわけであり、行政とし

る制度として、新たな林業労働者への加入の

てもあらゆる機会を通じて周知と加入の促進

支援となっております。

を促す具体策を含めて町長の所見をお伺いし
たい。

町といたしましては、助成枠の拡大への要
望は現在検討しておりませんが、労働者の雇

５点目、この制度のほかに、建退制度をあ

用の場として事業継続ということが最も重要

わせて、ふるさと東十勝通年雇用促進協議会

だというふうに考えているところでございま

において、事業主・季節労働者向けのセミ

す。

ナーの事業計画があることを申し添え、制度

林業退職金共済制度への加入につきまして

のメリットである証紙掛け金は、法人は税法

は、国、北海道、町とも公的事業の入札要件

上は損金として、個人では必要経費として全

とはしておりませんが、日ごろより加入する

額非課税であることなどに加え、労働事業地

よう啓発を推進しており、さらには、一人親

は道内一円で該当し、事業主をまたいでも通

方にあっても任意組合により対象となります

算して受給することの仕組みなどを実施との

ことから、今後とも広報等により森林・林業

ことでありますが、行政としての力添えが必

事業主や作業従事者に周知し、意欲向上に努

要であり、構成町を含めての関係団体への連

めてまいりたいと考えておりますので、御理

携指導を願いたいが、冒頭にも申し上げまし

解を賜りますようお願い申し上げ、前田議員

たとおり、林業労働者の比較的低位な諸条件

の回答とさせていただきます。

において、本制度への事業主の加入契約が第

○議長（吉田敏男君）

６番、前田君。

一でありますし、一定程度の賃金収入として

○６番（前田秀夫君）

ただいまの町長の御

の受給が深まれば一層の森林、林業作業従事

回答で総体的には理解いたしました。

への意欲が高まると考えますが、町長の所見
をお伺いしたい。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

ただ、１点だけ、町としての助成枠の拡大
の要望というのは、私の質疑内容がまずかっ

答弁、町長。

たのかもしれませんけれども、町として拡大

質問にお答えをい

たします。

をしてくださいということではございません
ので。町として、いわゆる国だとか厚労省だ

議員御質問の５点につきましては、林業退

とか全国森林組合だとか、そういった方面に

職金共済制度の一連でありますことから、一

もう少し、例えば、６２日分を１００日分に

括して回答とさせていただきますので、御了

するとか、そういうことで町から発信をして

解をお願いを申し上げます。

事業主がそこへ加入しやすいような条件をさ

まず、中小企業退職金法に基づき、本町の

らにできないのかということでお聞きしたわ

造林事業入札参加事業主１２社については、

けでありますので、そこのところをお聞きし

全て独立行政法人勤労者退職金共済機構と契

たいと思います。

約者となっており、１０社が林業退職金共済

○議長（吉田敏男君）

制度、１社が中小企業退職金共済制度、残り

○経済課長（岩原

１社が建設業退職金共済制度に加入している

す。
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答弁、経済課長。

栄君）

お答えいたしま

この助成に対しては、議員仰せのとおり国
が法律で決められている枠の助成制度を求め

○６番（前田秀夫君）

続けて、質問をさせ

ていただいます。

ているわけでございますが、現在のところま

森林公有化の具体的な森林施業について。

で私どもの町内の企業から林業労働者に対す

２５年度第１回定例議会において、町長の

る支援策としての要望等の聞き取り等を含め

政策として未立木地の公有化関連産業におい

まして、まだ実施はされていませんけども、

ても高い評価として伝われてきております

そういった事業がないということが１点。そ

が、昨今、森林・林業での不明森林が高い面

れから、私どもが先ほど答えさせていただい

積を示されていますが、国土買収のグローバ

た町長の答弁とおり、事業を継続させる、林

ル化が全国的にも続けられております。つま

業の拡大することによって雇用労働者を継続

り、所有者不明資産が増加してきています

して守って、働く場を確保してまいりたいと

し、そうした中でも、東京の奥多摩、北海

いうことでの御理解をしていただければなと

道、長野などの公有林化が取り組まれ、とり

いうことであります。今後とも、そういった

わけ水源林の公有化が進められてきておりま

御要望等あれば、また担当としては御議論さ

す。そこで、次の事項について、考え方をお

せていただきたいというふうに思っていま

聞きしたい。

す。

一つ、地積調査との関連もございますが、

以上でございます。

民有林での森林所有者把握課題、所有者が把

○議長（吉田敏男君）

６番、前田君。

握できなければ地積調査もできかねると考え

○６番（前田秀夫君）

ただいま、経済課長

るが、課題解決の方策があればお聞きした

のほうから事業の継続の話、町長のほうもご

い。

ざいました。理解はしています。ただ、現実

２点目、今時点の公有林化林種であります

問題として、昨年の議会でも別なことで私質

が、森林造成は古くは戦後の一斉拡大造林で

問しましたけれども、現状雇用するのに見合

単層林造成があり、後のさまざまな被害防止

う林業関係の事業というのが受注できている

策として検証し、複層林施業化として見直し

体制があるのかといえば、そこはなりきれて

てきていますが、立地条件として可能であれ

いない部分があるということもありますの

ば育成複層林として植えつけ樹種を当町のブ

で、私が聞きたいのは、そこはそことしまし

ランドづくりとして広葉樹、アオダモの一斉

ても、厚生労働省や北海道や全国森林組合

林としてカラマツ林との調和で水土保全林形

へ、いわゆるこの助成枠をもう少し緩和とい

成ができ得ないものか。もちろん、人工造林

いますか拡大をしていただきということを町

であり、林道整備状況等も林分形成の選定因

として上申をしていただきたいということを

子となりますが、公有化林地の周辺林相を調

申し上げて、私のこの２点目の質問は終わり

査し、森林保全と雇用プランを持ち、後世に

たいと思います。

残る町民の財産形成に努めつつ、施行要件を

○議長（吉田敏男君）

３点目、午後からに

します。

整えて実施でき得ないものなのか、また、町
の総合計画では４０ヘクタールとあるが、地

ここで暫時休憩をいたします。

方財政等の事業が許すなら、さらに拡大を望

昼食のため、１時再開といたします。

みますが、町長の所見をお伺いしたい。

午前１１時５５分

休憩

○議長（吉田敏男君）

午後

再開

○町長（安久津勝彦君）

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。
６番、前田君。

１時００分

休憩を閉じ、会議を

答弁、安久津町長。
前田議員の質問に

お答えをいたします。
１点目の地籍調査による森林所有者の把握
につきましては、本町の森林調査簿により、
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不明所有者は存在いたしませんが、森林境界

かに町有林の中で循環システムをつくり上げ

につきましては、地籍調査実施状況にて処理

ていくかということをまず念頭に置いている

してまいりたいと考えております。

ということと、やはり近年これだけ雇用情勢

２点目の公有林化につきましては、本年度

も厳しくなってきていますから、やはり相当

から民有林の未立木地を公有林化とすること

森林整備についても高性能の機械だとか機械

で、年２０ヘクタールとして総合計画に計上

化も進んでますけども、やはり雇用の場の確

したところでございます。

保という視点でいけば、やはり森林整備が一

また、公有林化の複層林施業についてであ

番雇用の場の確保にもなるというふうに思っ

りますが、本町ではカラマツと赤エゾマツに

ていますから、ここら辺の事業量の確保等々

よる複層林施業について実施しているところ

を含めて、これは十分に検討させてもらいた

ですが、議員仰せの広葉樹、アオダモの一斉

いというふうに思っております。

林は森林を天然林により近づけることで台風

○議長（吉田敏男君）

６番、前田君。

等の被害及び森林害虫に強い森林を仕立てる

○６番（前田秀夫君）

わかりました。

方策でもあり、環境保全林としては最適と考
えております。

それで、知識の押し売りではございません
けれども、育成複層林の施業というのは、森

しかし、木材生産としての経済林との色分

林を形成する林木を択伐などにより林分的に

けは必要でありますし、木材の無限資源や循

伐採をして、人為的に複数の時間層を構成す

環施業を構築をして、林業労働者を創出する

る森林としてつくりながら維持する施業であ

には、伐採林齢級の区分が必要とも考えてお

りまして、ただ施業の関係上、切ったところ

りますので、単層での人工造林地域、さらに

が一時的に単層林となる森林を含む、そうい

は複層林地域については、実施箇所の地形及

うことも含めて複層林施業というのは、実は

び環境状況等を踏まえた中で施業方法を決め

国の中において認められているというふうに

ていくことが必要と考えておりますので、御

なっております。もちろん、人工林により造

理解を賜りますようお願いを申し上げ、前田

成した林分で単層林と複層林がございますけ

議員への回答とさせていただきます。

れども、複層林と育成複層林施業によって造

○議長（吉田敏男君）

６番、前田君。

成した人工林もたくさん全国にはございま

○６番（前田秀夫君）

私の理解不足かもし

す。

れませんけれども、ただいまの町長の御答弁

そこで、人工林の林種変更の考え方とし

で理解すれば、いわゆる私が質問をしている

て、植栽木の在籍歩合と本数歩合が５０％以

一斉林の関係は可能性はあるということでご

上ということでありますけれども、現状、私

ざいますか。

が質問しているのは、隣接する隣地はわかり

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

ませんけれども、未立木地の関係であります

お答えをいたしま

す。

けれども、そこには植林在籍歩合あるいは本
数歩合が５０％超えということは回答できな

先ほど、お答えしたとおり、今後公有林化

いでしょうけれども。ただ、全国森林計画に

計画も含めて、これは議員も仰せのとおり、

おいて、全国の体系図の中で市町村の森林政

周りの状況あるいは地形等々も踏まえて、そ

策として林業に対する市町村、つまり町の政

れは充分に検討していきたいなというふうに

策の森林も可能であるということも書かれて

思っております。今現在も町有林の中で天然

おりますので。できれば、隣接する林分がカ

林もありますから、そこもどう残していくの

ラマツの人工林、単層林で仮にあったとして

かということも含めて、ちょっと大きな私の

も、あるいは人工造林により一時的に単層林

夢物語で言っていますけれども、やっぱりい

となっても未立木地での植栽木が仮にアオダ

― 21 ―

モではあっても、将来の時間密度があれば台

うふうに思っております。

風等の被害に強い複層林施業として、例え

御提言いただいた部分につきましても、充

ば、当年次はアオダモ植栽、翌年次はカラマ

分担当のほうと調査、研究させていきたいと

ツとして林分形成し、複層林として林分がで

いうふうに思っていますので、御理解いただ

きれば可能と思われますが。

きたいというふうに思います。

そういった中においても一定程度要件がご

○議長（吉田敏男君）

６番、前田君。

ざいまして、当地がそういったことはないと

○６番（前田秀夫君）

大変な森林整備に対

いうふうに私は認識しておりますけれども、

する御理解を賜りまして、敬意を表したいと

例えば、音量指数の問題、あるいは地域別、

思います。

樹高別などの施業基準の問題というさまざま

最後ではありますけれども、一斉林を含め

な課題があろうかと思いますけれども、全国

て調査、検討ということで御回答いただいて

森林計画におきましては、市町村段階での林

ますけれども、例えば、育成複層林にでき得

分、要するに森林に対しての森林造成の政策

ない状況があったとしても、森林と人との共

というもののことが認知されておりますの

生林としてはモデルとする林分及び体現、林

で、そういうことで、ぜひ先ほど検討してい

業としての林分形成が可能ということが、全

くということでございますので、それは検討

国的に、あるいは市町村の段階での施業方針

をよろしくお願いしたいと思います。

にも書かれておりますので、ぜひこのことも

もう一度、町長の見解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）

モデルとするということも選択として検討し
ながら、今後の足寄町の森林整備あるいは雇

答弁、町長。

用などを含めて、後世に残るものにしていた

お答えをいたしま

す。

だきたいということを申し上げて、私の一般
質問を終わりたいと思います。

ただいまの前田議員の提言も含めて、充分

ありがとうございました。

に検討してまいりたいなというふうに思って

○議長（吉田敏男君）

おります。

田秀夫君の一般質問を終わります。

なお、今現在、町民の財産である町有林の

次に、７番

これにて、６番、前

田利正文君。

うち約５０％近くですか、４０％ぐらいにつ

○７番（田利正文君）

きましては水源林ということにもなっており

きましたので、一般質問通告書に従って一般

ますから、水源林の関係も含めて、これは今

質問をさせていただきます。

は名称かわりました森林総合研究所ですか、
そこのほうとも十分そこら辺のことも相談を

議長の許可をいただ

官制ワーキングプアをつくらないためにと
いうことであります。

しながら、例えば、水源林でそういうことが

構造改革、規制緩和政策のもとで、労働者

可能なのか。今現在は、水源林も皆伐をする

の働くルールが壊され、働いても働いても暮

のではなくて、それこそ例えば、列状間伐を

らしていくことがままならない、年収２００

してそして残してとか、そして複層林、これ

万円、３００万円以下のワーキングプアとい

はカラマツとトドマツということで今現状は

われる労働者がふえています。その圧倒的多

しているのですけれども、とにかく、この事

数が非正規雇用労働者です。

業の継続ということも含めて、原則は皆伐し

こうした状況が日本中を席巻しているとい

てしまいますと次の事業につながらないこと

う中にあって、我が足寄はどうなのかという

もありますから、そこら辺の御指導もいただ

ことで、内部のワーキングプアと外部のワー

きながら、町民の財産いかにあるべきかとい

キングプアの二つに分けて伺いたいと思いま

うことは常に検討をさせていただきたいとい

す。
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ワーキングプア問題は、官からも民からも

御質問ですが、本年５月末現在、本町におけ

なくさなければならないことは言うまでもあ

るおおむね８割以上の勤務日数、勤務時間で

りませんが、なぜ官制というのかという問題

雇用している職員の数は、車両センター、特

があります。民間の模範となるべき官がワー

別養護老人ホーム、子供センター及び国民健

キングプアをつくり出していいのかという問

康保険病院等を含め、定数外臨時職員の補助

題と、官制ワーキングプア発生の仕組みにつ

職員が１２１人となっております。

いて考えなければならないと思います。

また、その中の年収２００万円、３００万

町が行う行政サービスには、①町が正規公

円以下の職員数についてですが、昨年１月か

務員・非正規公務員を雇って直接実施する直

ら１２月までの１年間の収入をベースとし

営サービス。②民間事業者に委託するなどし

て、本年５月末日現在の実績人数により想定

て実施するサービス。③公共工事の発注。④

して積算いたしますと、２００万円までの層

物品の購入などがあると思います。

が８２人、２００万円から３００万円の層が

（１）内部のワーキングプアということに

２５人となっております。

なりますが、足寄町の正職員、準職員以外の

２点目の外部のワーキングプアについての

臨時職員で、おおむね通年（８割以上の勤務

御質問ですが、財政状況が厳しいからという

日数、勤務時間）で雇用している方は何人い

理由で、安さだけを追求しているわけではな

るのか、その中で年収２００万円・３００万

く、最小の経費で最大の効果を上げることを

円以下の方はいるのか、いるとすれば何人い

基本として、各種事業を発注しているところ

るのか伺います。

であります。

（２）外部のワーキングプアということ

また、各種の事業発注における労務単価の

で、自治体、事業者、労働者の関係ですが、

関係ですが、建設工事等については国庫補助

町が事業者に発注し、事業者が労働者を雇用

事業、町単独事業とも、公共工事設計労務単

して労働者が賃金を得ます。事業者と労働者

価を用いた積算を実施しており、道路の調査

の間には、労働条件も存在します。

設計、用地調査等の業務委託においても、同

発注者である足寄町は、これまで財政状況

様な積算を行っております。

が厳しいということを背景に、いかに安く発

また、草刈りや清掃等の維持管理的な業務

注するかということを追求してきたと思いま

においては、町職員の賃金をもととした労務

すし、発注した後は基本的には関与しない、

単価により積算しており、高齢者就労セン

つまり、発注後、事業所の現場で働く労働者

ター等に業務をお願いする場合は、高齢者就

がどんな労働条件で働いているのか、発注労

労センター等の労務単価を使用しているとこ

働単価は支払われているか、事業者はどんな

ろであり、それぞれ適正な労務単価で発注を

苦労をしているのかということなどについ

行っております。

て、追跡調査なり把握はしていないのでしょ

受注事業者に対する追跡調査の関係です

うか。受注事業者に雇用されている労働者で

が、施工計画書や工事旬報の提出による施工

年収２００万円、３００万円以下の労働者は

管理状況の確認により、労働時間や休日労働

いるかについて伺います。同時に、ワーキン

の事前届け出等を通じて過度の労働にならな

グプア問題についての町長の所見を伺いたい

いような指導を行っているところでありま

と思います。

す。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

受注事業者に雇用されている労働者の労務

田利議員の一般質

問にお答えいたします。

単価については、町が追跡調査を行うことは
しておりません。そのため、年収２００万

１点目の内部のワーキングプアについての

円、３００万円以下の労働者がどのくらいお
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られるのかは把握はしておりません。

う。渡辺先生は、当然のことながら聞いたそ

ワーキングプア、いわゆる働く貧困層の問

うであります。日本では、生活保護を受けて

題については、近年、たびたびマスコミ報道

いる人が夏休みで海外旅行に行けるとは思え

等でも社会的問題として取り上げられており

ないが、もし行ったとしたら、国中のマスコ

ますが、我が国では、バブル経済の崩壊後、

ミ挙げての大バッシングになるだろうという

構造改革による市場原理主義の台頭や規制緩

趣旨だったと思いますが、本人いわく、失業

和による非正規雇用の促進等の社会的背景に

中だろうと現役だろうと夏休み、バカンスは

も左右され、ワーキングプアが増加したとも

イギリス人の権利だと。誰も文句を言う人は

いわれております。

いないというふうに言ったそうであります。

個々のライフサイクルに応じた多種多様な

周りも当然それが当たり前という考えが、国

働き方が可能である現代社会において、一律

民的にも企業経営者も、そして行政にも常識

に年収のみで判断することは、必ずしも適切

となっているのだということでした。今のイ

ではないと考えておりますが、雇用をめぐる

ギリスではありません。約２０年近く前のイ

情勢は依然として厳しいものと認識してお

ギリスの話しでした。

り、町といたしましても、今後とも法令に基

もう一つは、きのうの新聞に出ておりまし

づいた適正な雇用形態の維持と行政サービス

たが、「残業代出たら年収１,０００万円」

の提供に努めてまいりますので、御理解を賜

「悪いのは全て自分と洗脳され」「辞められ

りますようお願い申し上げ、田利議員の一般

ない、体壊すその日まで」。これは、２０代

質問に対する答弁とさせていただきます。

から３０代のブラック企業というところで働

○議長（吉田敏男君）

く労働者の川柳であります。我が足寄はどう

再質問を許します。

７番、田利君。
○７番（田利正文君）

でしょうか。国家公務員の賃金下がったのだ
再質問に入る前に、

から、地方公務員も下げるべきという話が出

なぜワーキングプアという問題を取り上げた

ると、役場の給料は高すぎる。生活保護を受

のかということについて、私の考え方を述べ

けている人よりも、もっと大変な生活をして

てから再質問したいと思います。

いる人がいる。生活保護をもらってパチンコ

働いても働いても年収２００万円以下とい

に行っているなどという声が聞こえてきま

うワーキングプアが６年連続して１,０００

す。大人社会で社会的に弱い者が、さらに自

万人を超えました。貧困問題がますます深刻

分よりも弱い者をいじめる、こういう構造が

な状況になっています。こうした中で、当

広がっています。子供の模範とならなければ

然、生活保護受給者がふえることになりま

ならない大人社会が、こうした現状では困る

す。厚生労働省の報告では、１９９５年の８

というふうに思います。国家公務員と地方公

８万２,２２９人から２０１２年１１月現在

務員、役場職員と民間、高齢者と若者、正職

２１５万人、１５７万世帯になっています。

員と非正職員との間にくさびが打ち込まれ、

５１％が６５歳以上と、高齢化社会の実態が

それに乗ってしまっているという状況下では

反映されていると思います。

ありますが、少なくとも足寄町がかかわる分

今月の９日、帯広で渡辺治一橋大学名誉教

野からは、ここのところが大事だと思います

授の講演を聞く機会がありました。十数年

が、こういった状況はつくらないと。あるい

前、研究のためイギリスに行ったとき、失業

は、ワーキングプアはつくらせないというよ

中の労働者が、日本でいう生活保護を受けな

うにしたいというのが、一般質問をした趣旨

がら再就職のための職業訓練を受けていたそ

であります。

うであります。その労働者が夏休みで１週間

１点目の内部のワーキングプアについてで

バカンスでギリシャに海外旅行に行くとい

ありますが、今、町長の答弁によると、２０
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０万円以下の層が８２人、２００万円から３

の答弁にもありましたのではないかと思いま

００万円の方が２５人おると。答弁でひょっ

すけれども、正職員ではなくて嘱託職員など

としたら、いませんという答弁が来るかなと

の非正規職員のほうが双方にとって都合がい

いう期待をしたのですけれども、おりまし

いということもあるというふうに思います。

た。もちろん、この数がいたから即だめだと

それらを踏まえて、それ以外は同一労働、同

いうわけではありません。町長の答弁があり

一賃金と言われてきたように、正職員と同等

ましたように、それぞれの家庭の状況なり、

の処遇に可能な限り近づけるべきだというふ

家庭の人数なり、そういったものを分析せ

うに思っています。もちろん即座にできるも

ず、全て年収だけでもってだめだというふう

のでもないこともわかっています。問題は、

にはならないということは充分わかっており

そのことをする考えがあるかどうかというこ

ます。

とがやはり大事なのだと思います。フルタイ

言いたいことは、足寄町には正職員のほか

ム臨時職員の現状について、今言ったような

に、答弁にもありましたように、準職員、嘱

方向で、町長の見解を改めて伺いたいと思い

託職員、フルタイム臨時職員、パートタイム

ます。

臨時職員などが合わせると１５９名、間違っ

○議長（吉田敏男君）

ていなければ５月現在でいると。一般論とし

○町長（安久津勝彦君）

ていえば、正職員以外のこの１５９名の非正

す。

規労働者がいて初めて足寄町の行政サービス
が成り立っているのだというふうに思いま
す。しかも、フルタイム臨時職員が多い部署
は、保育所、国保病院、車両室など、町民生

答弁、町長。
お答えをいたしま

今、田利議員からるるお話がございまし
た。
総論としては、私も全く同じ考えというこ
とでございます。

活に一番身近なところです。ここで働く非正

ただ、この間の足寄町の現状、もっと言え

規公務員労働者の立場からいえば、公務員だ

ば足寄町だけではありませんけども、やはり

からということで、民間でいう労使対等の原

自治体を取り巻く、取りわけ財政問題がござ

則が一般には通用しないというように思いま

います。私は昭和４５年に役場に採用された

す。任用という規定により、そういうことに

わけでありますけれども、私の記憶でいきま

なるのだと思いますが。

すと、当時、正職員はたしか３００名近くい

もう一つは、次期はどうなるのだろうとい

たというふうに思っています。一方、臨時職

う不安定な雇用形態であるというふうに思い

員というのは本当に、平たくいってお茶くみ

ます。したがって、安心して働ける状況で

ですとか、コピーですとか、本当に単純な業

あってほしいというふうに思っているのでは

務の方で、本当に数えるぐらいしかいません

ないかというように思います。例えば、あく

でした。直近のお話をしますと、私は平成１

までも例でありますけれども、花祭りや花火

５年に首長になりました。先ほどの質問にお

大会などのイベントのときに、前日、当日、

答えしたとおり、私が首長になってから正規

後片づけの３日間の作業のために地元の人を

職員約５０名削減をしております。これは、

中心に有償ボランティア、アルバイトとして

とりもなおさず、ひとつには財政状況が一つ

臨時に雇用するということは当たり前だと思

にありますよということです。それとあわせ

います。さらに、産前・産後休暇や有給休

て、一方で人を減らした分だけ仕事量が減っ

暇、病気休暇を補償するために、潜在の有資

ているかというと、これはまた細かな分野に

格者あるいは経験者などを優先的に臨時雇用

分かれて多岐多様に分かれる、あるいは住民

するとかいうことも当たり前だと思います。

の要望も多岐多様にわたっているということ

そして、部署と職種によっては、先ほど町長

もあって、反面、先ほどお答えしたとおり、
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臨時職員の数がふえている。

います。

すなわち、私がお世話になったころの臨時

しかし、民間の雇用状況も厳しいというこ

職員の方の仕事の中身も相当正規職員に近い

ともあって、運転手さんでいけば大体２００

ような形で働いていただいている方もいらっ

万円ちょっと超えるかなというふうに思って

しゃるということでござます。

いますけれども、それでも民間よりいいから

ですから、ここはひとつ社会情勢もありま

何とか使ってくれということで応募されてい

すし、もっといえば雇用の形態といいます

る方もいるというふうには聞いておりますけ

か、もっと言えば私どもは臨時職員、これは

れども、ともかくそういう役場の関係の仕事

もっと言えば雇用の状況が非常に厳しいとい

をして、自分の生計が成り立たないというよ

う中にあって、平たく言います。この仕事、

うなことだけは極力避けていきたいなという

本当に正規職員がそこまでしなくてはいけな

ふうに考えていますので、ぜひ御理解いただ

いのかと。もっと言えば、それを切り離して

きたいというふうに思います。

臨時職員でもできることがないのかという、

以上でございます。

そういう業務の見直しもさせていただいて今

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

の形態にあるということでございます。

○７番（田利正文君）

わかりました。

それから、嘱託職員というのは、これはも

私が言わんとしていることと、町長の答弁

う正規職員の労働時間の７５％以下というこ

ともかみ合っていると思います。間違ってい

とでございますから、ですから、そういった

ないですよね。私自身も、今、町長が言われ

ことで、仕事の内容に分けて雇用形態も決め

たことはわかります。ただし、ワーキングプ

させていただいているということでございま

アがあってもやむを得ないと。こういう事情

す。本当に、思いとしては、やはり将来のこ

だからやむを得ないのだといって取り組むの

ともありますから、通年で心配なく働けるう

と、出さないようにしようというふうに取り

ちは働いていただきたいという形はつくりた

組むのとは違いがあるというふうに思ったも

いという思いはありますけれども、しかしも

のですから、あえてこの質問をさせていただ

ろもろのことも含めていったときに現状に

きました。

なっている、もっと言えば、ならざるを得な

車両センターの話も出ましたけれども、一

いという状況にあるのだということをぜひ御

番町民生活に身近なところにいる人たちがい

理解をいただきたいなというふうに思ってお

て初めて、足寄町の行政サービスが成り立っ

ります。

ていると。ちょっとダブりますけれども。そ

なお、参考までにお話しさせていただきま

ういう状況になるということはわかっている

すと、特に今車両センター、車の運転業務に

わけですから、そこのところをやはりきちっ

つきましては、正職員というのは今３人ぐら

としていくことは今後も検討しなければだめ

いまで減らしてしまいました。その結果、１

というふうに思いがあるのです。そのことを

１カ月雇用の臨時職員で対応をしておりま

ちょっとつけ加えさせていただきます。

す。これは、現場にも指示を出しているので

２点目に入ります。

すけれども、今の賃金の内容では世帯を持っ

外部のワーキングプアという意味なのです

て子育てなんていうのはとてもできるような

けれども、答弁では、発注した後の追跡調査

年収を保証できる状況ではないわけだから、

などは行われていませんということで、年収

例えば、ある程度もう一線を退く年齢に近い

２００万円、３００万円以下の労働者がどの

方だとか、あるいはもう例えば定年を迎えた

くらいいるかは把握していないという答弁で

けどもまだ現役で働けるという方々を中心に

ありました。

募集をしながらという、こんな指示も出して

全日本建設工務一般労働組合という組合が
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あります。それの北海道本部がアンケート調

適正な工事の施工をということで帯広市が出

査をやっておりまして、これは何年か前の話

している工事の施工上の留意事項と書いてあ

ですけれども、それとあと、現地に入っての

るのです。１項目には、地元業者の活用、地

聞き取り調査をやっております。その結果

元資材の優先的使用について。２について

を、全部ではなくてほんの一部だけもらった

は、下請契約の適正化について。中には、労

のですが、例えば、元請けと下請けに対する

務費については、これに相当する額は、必ず

同じ質問をします。そうすると、回答が微妙

現金で支払うとともに、労務賃金が確実に労

にずれてくるのです。下請け契約の方法で下

働者に支払われるよう配慮してくださいとい

請契約書を取り交わしたと。元請けは２３.

うのがあったり。それから、ことしのやつに

１％が交わしたと言います。下請けのほうで

ついては、１５％単価が上がったというのが

は１２.１というふうに下がるのです。それ

ありますので、そのことを特別わかるように

から、注文書と請け書のみの交換だというの

ゴシックで黒くして書いてあります。ちょっ

が元請けはゼロです。下請けは７１.６％あ

とだけ最初言います。２５年度の公共工事積

ります。それから、先ほど６番議員の質問で

算単価は、建設産業における労働者確保のた

出てきました建設業退職金共済制度、加入し

め、技能労働者の賃金水準の低下や社会補償

ているか、元請けは９２.３％、下請けでは

等への未加入といった事態の改善を目的とし

４４.４％。証紙代は下請け代金に含んでい

て上げてほしいということを要望していま

るというのは元請けではゼロですが、下請け

す。それが、工事の施工上の留意事項という

では５７.１％なのです。それから、現金払

ことで１６項まで。それからもう一つは、委

いがある場合、現金の労賃に対する割合はど

託業務実施上の留意事項というもの、これも

うかと。労働費相当額以上に払われていると

あげている。これは、例えば、人件費の精算

いうのは元請けで１００％、下請けでは６

のところについては、別表積算根拠一覧表に

４.３％という数字が出ています。こういう

基づいてきちっと支払ってくださいというふ

実態が、実際にはあるのだとうというように

うに書いてあるのです。一覧表には、委託業

思います。私のほうとすれば、足寄町で発注

務の労務単価について、それから、設計業務

した仕事について、それを受けた業者、それ

技術者単価、賃金一額参加、帯広市の場合

からその業者からさらに下請けに行ったり、

と。それから、保育所職員の本俸基準額な

その事業主が雇用した人がどういう現場でど

ど、それから介護労働者、あとソフトウェ

ういう労働をしているのか、どういう労働条

ア、し尿及び汚水の収集運搬業務単価という

件で働いているのかということを、やっぱり

ような一覧表がつけてあります。

しっかりつかんでほしいというのが今回の趣
旨であります。

これに基づいて、いわばしてくださいよと
いうお願いの文書を出しているわけです。そ

それで、帯広市は、平成９年から適正な工

れがどうなっているかということを、今度

事の施工をと。そして、工事の施工上の留意

は、これ２４年ですけれども、平成２４年度

事項ということで、１項から１６項まである

下請契約の適正化等の実態調査結果について

文書。それからもう一つは、委託業務実施上

ということで発表しております。ここまでや

の留意事項ということで、１項から１０項ま

れるということですから、ぜひ足寄でもやっ

での文書を出しています。そして、その文書

ていただきたいという思いがあって、このこ

を出した後、これは２年か３年に１回だそう

とを今紹介しました。それで、帯広の場合で

ですけれども、下請契約の適正化等の実施調

すけれども、調査対象業者数は１２５社で、

査をやり、その結果を発表しています。それ

内訳は元請けが１７社、回答率１００％、下

で、ちょっと紹介をしたいのですが、これは

請けは１０８社、回答率８８.９％となって
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います。だから、回答率は意外といいのだと

可能かどうかということについて、改めて町

思います。このことも含めて、もし足寄でや

長の見解を伺いたいと思います。

る場合に参考にしてほしいなと思います。

○議長（吉田敏男君）

やっても回答が来ないのではないかというふ

○町長（安久津勝彦君）

うに思わないでやっていただきたいというふ

るるお話がございました。

うに思いがあります。

答弁、町長。
今、田利議員から

私も思っているのですけれども、まず一つ

それともう一つは、私の一般質問の中に、

には、公共事業という部分がもう事業量がも

現場の労働者だけでなくて事業者がどう考え

うピーク時の４０％ぐらいまで落ちていると

ているかということもぜひつかんでほしいと

いうことが一つ、それからこの間の中で談合

いう話もちょっと入れましたけれども、例え

問題だとかいろいろあって、入札のあり方、

ば、これは川村さんという先生で北海学園大

これもとりわけ一番公平な入札、すなわち一

学の教授でＮＰＯ建設政策研究所北海道セン

般競争入札、誰でも入札に参加できるように

ター理事長という肩書きも持っている先生の

という、こういうこともどんどん奨励をされ

報告なのですけれども、その中で、調査した

てきている結果、どういうことが起こってき

結果ですが、公共事業や入札制度に対する評

たかといいますと、落札率の大幅な減とい

価あるいはどう思っているかということ、業

う。一時、落札率が８０％を超えるものにつ

者がです。一番多いのが、ちょっとびっくり

いては全て談合だという、こういう乱暴な言

したのですけれども、大型の公共事業に集中

い方をしたかの有名な方、誰とは言いません

的に投資すべきだという考えの経営者の方は

けれども、いらっしゃいました。ですから、

４.５％、一番多いのは、定入札価格調整制

そういった誤った考え方も含めて、いろんな

度、それから最低制限価格の見直し・引き上

問題があるのだというふうに思っておりま

げを図るべきだというのが７０.５％、その

す。

次に多いのが、分離・分割発注をふやして中

ただ、入札制度のあり方の中で、当然、一

小零細事業者の受注機会を拡大すべきだとい

般競争入札が公平だよと。ある意味、私もそ

うのが５７％、地元の雇用や地域経済の効果

うかなと思いますけれども、しかし、私は一

の高い事業に集中的に投資すべきだというの

貫として議会でも申し上げておりますけれど

が６４.５％、現在の公共事業は中小企業社

も、ぜひ御理解をいただきたいということ

の振興や雇用の拡大には役立っていないと考

で、私どもはいまだに指名競争入札で発注を

えている業者が５３％いるというのが出てい

しているということでございます。これは、

ました。それからもう一つは、工事金額別に

どういうことかといいますと、やはり一般競

見た１００万円当たりの雇用の量です。どの

争入札にしますと、当然、大きな会社にはか

ぐらい人が雇われているかということですけ

なわないということです。正直言って。です

れども。一番多いのは、２５０万円未満で

から、私は決して談合がいいだとかそんなこ

す。それで２７.３人。その次に多いのが７

とは全然思っていませんし。しかし、地元に

５０万円未満で２２.１人、５００万円未満

ある企業が受注できる機会をやはりちゃんと

が２０.８人とあります。僕らの発想でいく

保障していくというのが、ある意味、私の首

と、大規模な公共事業をやれば雇用がふえる

長としての責務でもあるなという思いをして

のかという単純に思っていたわけですけれど

おります。これだって、恣意的にこの業者と

も、そうではないということが数字で示され

この業者なんていうことはやっておりません

ておりました。そんなことも含めて、帯広の

から。当然、指名するに当たっては、資格基

例を紹介しましたけれども、足寄でもこうい

準も定めておりますから。そういう中にあっ

う追跡調査なりアンケートなりをやることが

て、やはり数少ない公共工事受注機会をふや
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していきたいなと、こんな思いをしていると

針等ともあるのかなというふうに思いますけ

いうことでございます。

れども、一律に設計で見た単価を支給しなけ

それから、さらに発注の仕方についても、

ればだめだよということも、これもなかなか

これはいろんな業界からも、あるいは足寄の

難しいことなのかなという、そんな思いもし

地元の建設業界からも要請を受けております

ております。仮に、これから先のことで、こ

けれども、可能な限り分離・分割発注をして

の間はありませんけれども、これから先に町

くれと。これは、私どもはちゃんとそういう

の工事を請け負った業者で働いている方々

形で。例えば、建物でいけば本体工事は本体

が、もう賃金安くてどうにもならんと。最低

工事、設備は設備、電気は電気ということで

賃金も下回っているよなんてことで、そんな

分離・分割発注をしているということでござ

声が聞こえてくるとすれば、それは何らかの

います。これも、単に経費のことだけでいい

対応はしなくてはいけないのかなという思い

ますと、全部一発ぼんと発注することのほう

はしていますけれども、現在のところ、そう

が経費率から考えたときには、ある意味安上

いったお話も届いておりませんので、これは

がりにつながるという御意見もあるかと思っ

地元の業者の皆さん方も、それは積算どおり

ておりますけれども、これはやはり下請けの

の価格では支払われているかどうかというの

問題も含めて正当な受注機会を得られるよう

はちょっとわかりませんけれども、それなり

にということで、そういう配慮もさせていた

の賃金単価も正当な賃金を支払われているも

だいているということでございます。

のというふうに思っているという認識でござ

なお、これは私どもの町に限らず、公共工
事につきましては全面下請けというのは、こ

います。
以上でございますので、御理解をいただき

れはもう禁止されていますから。やはり、工

たいなというふうに思います。

事を請け負ったところで、自分のところでで

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

きない一部分の工事については下請けも認め

○７番（田利正文君）

わかりました。

るということで、一定のそういった細かな決

最後になりますが、今、町長が難しいと言

めもございますから、私どもの工事の中では

いましたけれども、たかだか２枚なのです。

きちっとそういったことはされているという

あるいは、３枚ぐらいの文書を発注先の事業

ふうに思っております。丸投げ、例えば、頭

者に出すと。それに応えて、先ほどの数です

から２０％、３０％はねて丸投げしたという

けれども、元請けでいえば１００％回答して

ことはないものというふうに確信をしている

くれているという状況ですので、そんなに難

ところでございます。

しくないのではないかと、私には素人的に

最後に、その実態調査、実際に設計されて

思ったものですから。そういう思いもあっ

いる単価どおり支払われているのかどうかの

て、ぜひ検討していただきたいというふうに

調査をすべきではないかということだという

思います。

ふうに思いますけれども、この点について

この一般質問を準備するに当たり、いろい

は、今の人員体制も含めて、これは極めて困

ろ調べてまだ調べ尽くしてるわけでもありま

難だというふうに思っております。

せんし、十分わかっているわけでもありませ

なお、一応、積算の根拠としては、それぞ

んが、札幌なんかでも検討しているというこ

れ必要な原材料あるいは人経費等とも含めて

とがわかったのですが、入札や契約をめぐる

積算をしておりますし、その結果、入札をし

問題を調べたり業者の意見を調べて聞いた

て一定の予定価格を下回った場合についての

り、調査したり、あるいはそういったさまざ

み、落札決定ということになります。これも

まな問題を時間をかけて整理するというよう

また、業者の中での当然年間の会社の経営方

なことも含めて、正式に検討する部署が建設
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課になるのかどこになるのかわかりませんけ

あるのかなというそんな思いもしています。

れども、そういうチームをつくるなどして公

ただ、一方では、御案内のとおり、通年雇用

契約条例をつくるということが必要なのかな

の協議会もありますから、そのところとも協

というところまで話が見えたのです。それ

議をしながら、どういった内容も含めて可能

が、足寄の場合どうなるのかということが、

なのかも含めて、そういった検討はさせても

すぐぱっと私が今きょう提起できないことが

らいたいなというふうに思っております。

あれなのですけれども、そんなことも含め

それから、公契約条例の関係、これは全国

て、もし町長がわかっていらしゃれば、公契

で何箇所か既に条例制定をしたところもござ

約条例をつくるという方向にかじを切るとい

います。ただ、これも、私もちょっとまだそ

うのでしょうか、そういうことが可能なのか

んなに詳しくは勉強してませんけれども、

どうか。あるいは、そういうことも今検討し

上っ面だけでありますけれども、これも中身

ているのかどうかということについて、最後

的には相当難しい問題があるなと。すなわ

にお答えをお聞きして、私の一般質問を終わ

ち、一番の主たるところは、やはりしっかり

りたいと思います。

と労働者のところにちゃんとまともな賃金が

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

支払われていることをちゃんと保証しましょ

お答えをいたしま

す。

うと。少なくても、公共工事で、例えば、１
日当たりの労務単価１万円と積算しているに

実態調査の関係でいきますと、これは

もかかわらず、例えば３,０００円しか払わ

ちょっと勉強させてもらいたいなというふう

れていないだとか、５,０００円しか払われ

に思っております。基本は、先ほどお答えし

ていないだとか。この部分というのは、やは

たとおり、我が町ではそんな状況というのは

り最低賃金との関係もありますし、これがま

出ていないのかなという。甘いといわれた

さしく町が直営で雇用している分については

ら、甘いかもしれませんけれども、私はそこ

直接契約ですから、それは間違いない金額が

ら辺の問題というのは、やはり先ほど議員も

支払われるでしょうけれども、しかし、ここ

言われたとおり、適正な工事の執行というこ

のところは請負契約をして、そこで実際に雇

とでいろいろやられているというふうに思っ

用主と労働者との雇用契約の中で、何ぼで契

ております。これは、やはり一般競争入札で

約をしているのかということもありますか

過度な、例えば、一時最低限入札価格なんか

ら。これは、なかなか難しい分野かなとい

も出されました。うちも一時やったことがご

う。

ざいますけれども、これが結果どうなるかと

ですから、今、ともかく至上原理主義みた

いうと、もう抽選でなければ、企業の努力だ

いなことで、ともかく競争社会になっていま

とかそんなことではなくて最低限価格が公表

すから、ある意味、そういったひずみが出て

されることによって、皆さんがその価格を札

きているのかなという思いもしていますけれ

に入れて、結局くじ引きで。そうしますと、

ども。決して、いいことではないなというふ

企業だってそんな１年間の計画なんて立たな

うに私は思っているのです。だけども、しか

いです。まさしく、くじ運が強ければ仕事は

し、アウトソーシングできるものはアウト

もらったと、毎回くじに外れちゃったわとい

ソーシングしなさいというのが、もう流れで

う。これはやはりいびつなことだろうなとい

すから、何も民間でできることは公的機関、

うふうに私は思っております。

自治体がやる必要はないではないかという、

いずれにしましても、そういった調査のこ

こういう意見のほうがぐっと大きいわけで

とにつきましては、結果の分析なんかも含め

す。ですから、そこは本当に兼ね合いなのか

て、どうやっていくのかという難しい問題が

なという、そんな思いをしています。その事
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業の中身が本当に人件費がほとんどだよとい

年を切り町民に理解されていない点が数多く

うものについては、私は本来、委託だとか請

あると思われますので、以下の質問をさせて

け負いに出すべきではないのかなと。すなわ

いただきます。

ち、事業者が受けるということは、そこで利

１、支え合いセンターは、自立支援型の施

益を生まなければいけないということですか

設だと伺っているが、どのような位置づけに

ら、これが原材料だとかいろんな部分、物を

する予定なのか。

製造するということであれば、そこから利益
を生み出すということは、これは当然のこと

２、足寄町内に潜在的にどのぐらいの利用
者がいるのか。

でありますけれども。しかし、現実業務の中

３、足寄町社会福祉協議会が指定管理者と

身によって、人件費がほとんどだという場合

なると思われるが、どのような形で運営する

については、むしろ私は直営でやったほうが

のか。

ベターなのかなと、そんな思いはしています
けれども。いずれにしましても、全体の中で

４、町民への認知度が非常に低い。今後、
どのように認知を高めていくのか。

の検討もしながら、どうあるべきかというの

５、前回説明において、介護・福祉士、職

は、これは常にそれは念頭に置きながらやっ

員が４０名程度確保が必要があるとお伺いを

ていかなくてはいけない問題だというふうに

していますが、人員の確保の状況について。

思っております。

以上について、町長の御所見をお伺いいた

以上で、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

します。

これで、７番、田利

正文君の一般質問を終わります。

○議長（吉田敏男君）

答弁、安久津町長。

○町長（安久津勝彦君）

ここで暫時休憩をいたします。

髙橋議員の一般質

問にお答えをいたします。

２時１０分再開といたします。

まず、１点目の地域支え合いセンターの位

午後

１時５５分

休憩

置づけについての御質問ですが、高齢化が進

午後

２時０９分

再開

んでいる現在では、高齢者等が住みなれた地

休憩を閉じ、会議を

域で健康でいきいきと、その人らしく自立し

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

た生活を続けられるようにするためには、健

一般質問を続けます。

康づくり、社会参加、要介護・要支援となら

１番

ないような介護予防・リハビリ等が必要と考

髙橋秀樹君。

○１番（髙橋秀樹君）

議長のお許しを得ま

えております。

したので、一般質問通告書に基づき、足寄町

今年度建設する足寄町地域支え合いセン

地域支援センターの現状と今後について、御

ターのうち、小規模多機能型居宅介護施設

質問をさせていただきます。

は、在宅の要支援や要介護認定を受けた高齢

医療、介護、福祉の連携システムの中で、

者等が通いを中心に訪問、宿泊サービスを柔

足寄町地域支え合いセンターが来春本格的に

軟に組み合わせて、利用者の有する能力に応

スタートしようとしています。この支え合い

じ、その居宅において自立した日常生活や社

センターは、今後の足寄町の老人介護・福祉

会生活を送ることができるように、２４時間

の中核的存在になる施設と考えています。現

３６５日支援する施設となっており、利用者

在、急速な高齢化で老人介護・福祉施設の増

に対して、身体・生活機能向上のための訓練

加により介護・福祉士のニーズが高まってい

を行うこととしております。

る中、地方での人材不足からなる人員の確保

次に、足寄町地域支え合いセンターのう

が大変厳しいと伺っています。また、財政規

ち、地域交流施設は、一般の高齢者を中心に

模からのサービス格差の問題と、開所まで１

介護・認知症予防、生活機能向上等を図るた
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め、運動・生きがい・趣味活動、食事等を提

域交流施設は収益事業ではないため、町が指

供する施設で、ボランティアや元気な高齢

定管理料を支払い、各種事業を実施していた

者、地域住民の参加により、地域全体で高齢

だく予定でおります。

者等を支える体制づくりを目指しておりま
す。

４点目の町民への認知度についての御質問
ですが、現在、福祉課の職員が町内の自治会

また、身体状況の改善等により小規模多機

や老人クラブ等の団体、グループにお伺いし

能を卒業した方や、次年度建設予定の仮称生

て高齢者複合施設や医療と介護、保健、福祉

活支援長屋の入居者が通う施設として、足寄

の連携システムについて説明をさせていただ

町が目指す循環型支援システムの中核的な役

いております。平成２３年度から開始して本

割を担うものと考えております。

年度までに計５４回実施をし、ほかにも数回

２点目の、足寄町内に潜在的にどのぐらい

開催することで御依頼をいただいておりま

の利用者がいるかとの御質問ですが、小規模

す。今後も積極的に地域に伺い、説明をさせ

多機能は介護保健における要支援及び要介護

ていただきたいと考えております。

の認定を受けている方が対象となりますが、

また、説明会のほかに、毎年開催をしてお

平成２５年５月現在で、足寄町内の要支援認

ります地域福祉セミナーでも小規模多機能型

定者が１５５人、要介護認定者が３３２人、

居宅介護施設をテーマに講演を行ったほか、

合計４８７人となっております。

これまで第４号まで発行した足寄町の医療と

３点目の足寄町社会福祉協議会が指定管理

介護、保健、福祉の情報誌「あしょろって」

者になった場合の運営方法についての御質問

においても町民に周知を図ってまいりました

ですが、小規模多機能と地域交流施設を一体

が、今年度も引き続き「あしょろって」の発

的に管理運営する形態となります。

行や、広報あしょろ、ホームページなどを活

足寄町社会福祉協議会は、高齢者組織やボ

用し、折りに触れて町民への情報提供に努め

ランティア育成等、足寄町内の地域福祉を推

てまいります。また、地域支え合いセンター

進する中核的組織として活動し、さまざまな

につきましては、完成後、町民の皆様に見学

社会資源とのネットワークを有しているた

をしていただく機会をつくるほか、施設の愛

め、その資源を活用して地域に密着した事業

称の公募等を行う予定で、町民の方の親しみ

展開をできると考えております。

やすい施設づくりをしていきたいと考えてお

また、現在高齢者や障害者の在宅生活を支

ります。

援するデイサービス事業や訪問介護事業等を

５点目の人員確保の状況についてですが、

実施しているため、介護保険事業についての

高齢者等複合施設が完成しますと、介護職

ノウハウを持っており、円滑な事業開始がで

員、調理職員等、合わせて４０名程度の職員

きるものと期待しております。運営について

が必要と考えております。職員の確保につき

は、基本的に指定管理者が主体となって行い

ましては、都市部以外の地域での介護士等の

ますが、小規模多機能の利用者登録業務につ

応募状況は非常に厳しいものがあると聞いて

きましては、循環型システムを円滑に進める

おりますので、現在、指定管理者として予定

ため足寄町が行うこととするほか、地域交流

している足寄町社会福祉協議会が専門学校や

施設における介護予防事業等についても、福

大学等を鋭意訪問して情報収集を行っている

祉課と連携をし、実施していく予定でおりま

ほか、今後は説明会などにも出席をし、足寄

す。

町の施設の情報提供等をしていく予定であり

また、運営経費についてですが、小規模多

ますので、町としても社会福祉協議会ととも

機能サービスについては、介護保険事業であ

に訪問を行うなどして、円滑な施設供用開

るため、介護報酬での運営となりますが、地

始、運営に向け努力しているところですの
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で、御理解を賜りますようお願い申し上げ、

ラン、そういったものをつくって可能な限り

髙橋議員の一般質問に対する答弁とさせてい

自宅での生活が継続できるようにしていく

ただきます。

と、そういった施設を考えています。

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

１番、髙橋君。
○１番（髙橋秀樹君）

それから、２点目の介護度がどういった人
が対象になるかという質問でございます。

まず、１点目の質問

をさせていただきます。

今回、議決をいただきました条例の中で
は、要支援１から要介護５まで全ての部分が

足寄町の地域支え合いセンター、小規模多

対象になっております。ただ、どういった人

機能と地域交流センター、二つの部分に分か

がということであれば、あえて言うのであれ

れるというふうになっております。

ば、可能な限り在宅生活をしていきたいのだ

まず、この小規模多機能について、自立し

という人が、まず最初であります。それは、

た生活が続けられるよう身体機能向上のため

本人もそうでありますけれども、お医者さん

の訓練というふうにあるのですが、具体的に

との相談もさせていただき、また、家族の支

はどのような形をとろうとしているのか。ま

えもあってそういった部分ができるという方

た、介護度の認定度というか、その募集をか

が優先されてくのかなというふうに考えてい

けるときにどのぐらいの方を想定をなされて

ます。

いるのか、御質問いたします。
○議長（吉田敏男君）

ただ、今、私どもとしましては、イメージ

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

的には持っているのは、施設に入っておられ
る方でも本来であれば、自宅で生活できるよ
うな人も、そういった人ももう一度在宅復帰

まず、小規模の施設において、自立した生

を目指して頑張るという、そういった人も対

活支援、具体的にどういったことをやるのか

象に考えていきたいなというふうに思ってい

という御質問でございます。

ます。

一般的にいわれている介護といいますと、

以上でございます。

大きくいいますと三大介護といっていまし

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

て、トイレ、排せつの関係、食事の介護、あ

○１番（髙橋秀樹君）

小規模多機能に関し

るいは入浴、こういった大きな自分でできな

ては、ある程度イメージがつきました。これ

い部分を介護士等々が施設で支援をするとい

もまた、後ほど多分もうちょっと細かく説明

う一般的な介護支援なのですが、私どもが今

をしていただくような形になると思いますの

ここで目指している自立支援といいますか、

で。

そういったものというのは、在宅生活を支え

次の、地域交流施設です。それは、一体ど

る部分でございますから、当然住宅の改修に

のような機能を持たせるのか。それで、今こ

伴って自分でトイレに行けるようにですと

ちら先ほど言われた、私の質問にはなかった

か、自分で食事をとれるようにですとか、自

のですけれども、答弁書にございましたの

宅のお風呂の入れるような、そういった機能

で、生活支援長屋、こちらのほうの機能に関

回復訓練等も行って、家族の方の介護の軽減

して御説明をお願いいたします。

負担につながっていくような仕組みづくりを

○議長（吉田敏男君）

していこうと。例えば、今おむつをされてい

○福祉課長（櫻井光雄君）

る方でも、そのおむつを取れるように支援を

の生活支援長屋の機能ということでの御質問

していく形になります。これは、大変難しい

にお答えしたいと思います。

答弁、福祉課長。
来年建設の予定

問題でありますけれども、個々の身体状況等

生活支援長屋は、入居対象者というのは、

そういったものにあわせて個別ごとに介護プ

これから条例もつくって具体化させていただ
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くのですけれども、基本的には要介護者、要

して宿泊もできますという、そういった３点

支援者も当然対象になりますけれども、これ

セットの施設でございます。

に加えて、介護認定の受けていない一般の方

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

も対象としている施設というふうに考えてい

○１番（髙橋秀樹君）

よくわかりました。

ます。そういった意味でいきますと、幅広い

それで、２点目、足寄町に潜在的にどのぐ

人が利用できると。例えば、介護認定を受け

らいの対象者がいるかという質問をさせても

ていない方でも冬期間、病院に通院すること

らいたいのですけれども、小規模多機能のほ

が困難な方ですとかも想定されますし、また

うに許容する人数はどのぐらいなのか。こ

病院を退院して施設に入らなければならない

れ、足寄町の中には、特老ですとかあづまの

方でも、空き待ちのときにこういった施設を

里、ケアハウス、それからデイサービスだと

御利用いただくという形になります。この生

かいろいろな施設があると思うのですけれど

活支援長屋に利用される方にあっては、今年

も、その中で小規模多機能は何人ぐらい受け

度建設予定の地域交流施設の中でも、それぞ

入れを予定しているのか、まずお聞きしま

れ生きがいを持って趣味活動ですとか、機能

す。

回復ですとか、リハビリも含めて、そういっ

○議長（吉田敏男君）

た利用ができると。入浴施設等も利用できる

○福祉課長（櫻井光雄君）

ようなことで予定をしているところでござい

用者につきましては、最大登録者数が２５人

ます。

となっております。そのうち、１日通所して

答弁、福祉課長。
小規模施設の利

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

デイ事業を受けれるのは１５人という制限が

○１番（髙橋秀樹君）

ちょっと僕、今、認

あります。ショートステイ、宿泊ですけれど

識ができなかったのですけれども。小規模多

も、９人までということで、そういった施設

機能と、それから地域交流施設というのがご

になっております。訪問介護については、２

ざいますよね。地域交流施設のほうは、通い

４時間３６５日ということになっておりま

といったら変ですけれども、ほとんどの方が

す。

通ってこられると。町の人が自由に使う施設

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

だというふうに僕は認識したのですけれど

○１番（髙橋秀樹君）

この対象者、私聞い

も、この小規模多機能というのは、もちろん

たのですけれども、大体４７８名が足寄町に

それもあるのですけれども宿泊もあるという

いるというふうになっていると。その中で、

認識でよろしいのですか。

先ほど言ったように、あづまの里だとか、特

○議長（吉田敏男君）

老ですとか、ケアハウスだとか全部合わせて

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

地域交流施設は

の人数だと私は認識しているのですが、その

通いであります。ただ、支援長屋に住んでお

中で、結局このサービスを受けれない人とい

られる方、あるいは来年建設するグループ

うのは、待機者数みたいなというのは、どの

ホームの利用者の人もそこを利用できるとい

ぐらいになるかわかりますか。

うことがまず１点です。

○議長（吉田敏男君）

小規模の施設のほうについては、日中通っ

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

待機者数につい

てくるデイサービス事業がまずあって、それ

ての、現在施設に入れない方の待機者数の調

から自宅にいるときには訪問介護をして生活

べでございますけれども、少し昨年の調べて

身辺の世話もできます。なおかつ、御家族の

いる部分につきまして、特別養護老人ホーム

方が冠婚葬祭等でいらっしゃらない、不在に

のほうで今現在待機をされている方は、６月

なるときですとか、介護の疲れているなとい

１７日現在で７０人ということで、その資料

う部分においては、ショートステイといいま

はいただいておるのですけれど、そのほかの
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施設の待機者数についてはちょっと把握して

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

おりません。昨年９月末で調べている数値で

○１番（髙橋秀樹君）

それでは、３点目に

あれば、新型老健あづまの里さんでお待ちに

移らさせてもらいます。

なっている方は４名、それから認知症対応型

社会福祉協議会が認定を受けて多分やって

共同生活介護施設、こちらのほうで待機され

いくというふうになっていると思うのですけ

ている方は１３人、合わせて８７人という形

れども、まず、小規模多機能の登録者につい

になります。

てなのですけれども、利用者の方が、例え

ただ、この中には、実際に町内の施設に

ば、私は小規模多機能に行きたいといったと

入っている、あるいは他町村の施設に入って

きに、そういう希望というのは聞けるのか。

いて、特養の場合は希望されている方もい

全部が、足寄町の福祉課の窓口においてケア

らっしゃるので、実際的に在宅介護、在宅で

マネージャーかどなたかが、そういう家族を

生活をされていて施設待ちになっている方

含めた中で全部を掌握した中でないと、小規

は、昨年の９月調べで３９名となっていま

模多機能に行けないのか、その点はどういう

す。

ような扱いになってきますか。

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

○議長（吉田敏男君）

○１番（髙橋秀樹君）

そうすると、この小

○福祉課長（櫻井光雄君）

答弁、福祉課長。
指定管理者の指

規模多機能ができたときには、その３９名か

定を受けた社会福祉協議会が、個々の利用希

ら２５名が引かれるという認識でよろしい

望の状況を聞いて、自分で利用の決定をする

と。

ことができるか。できません。

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

今回の条例でも、提案させていただいてい

一律的に、先ほ

ますけれども、この関係については、どうし

どもお話をしましたように、この人たちが全

ても今首長が目指している連携システムを構

て入れるというわけではなくて、やはり個々

築していく上で、足寄町が決定しようという

の身体状況ですとか、そういった状況によっ

ことで条例を制定させていただきました。

てかわってくるのかなと。

ただ、その決定に当たっては、当然私ども

つまり、今在宅介護をされている方、在宅

の専門職を含めて、あるいは医師等の意見も

で生活されている方にあっても、まず今現

聞き、また、指定管理者のほうではケアプラ

在、社会福祉協議会が実施しています訪問介

ンをつくる介護支援専門医さん等もいますか

護事業をやっています。そういったサービス

ら、当然入所の決定等々においては、協議の

を利用している方がいます。また、社協でデ

場、入所判定委員会みたいなものを、委員会

イ事業だけ単独で日中のデイ事業だけを利用

みたいなものをつくって、きちっと公平公正

されている方もいらっしゃいます。ショート

に判断をさせていただきたいなというふうに

ステイ、宿泊の部分でいきますと、あづまの

今考えているところでございます。

里さんでもそういったショートステイができ

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

ますし、特別養護老人ホームでもそういった

○１番（髙橋秀樹君）

よくわかりました。

利用ができるようになっています。

これ、社会福祉協議会が指定管理者に多分

今回の小規模の部分は、これを３点セット

なっていくと思うのですけれども、この中

で、つまり同じスタッフでそれぞれの個々に

で、私実を言うと、先ほどの答弁書の中で、

応じたサービスをして在宅生活に結びつけて

小規模多機能については介護保険料で事業で

いくのだと、つなげていくのだという目的

まかなうと。それから、地域の交流施設は収

持った施設ですので、御理解いただきたいと

益事業ではないために、町が指定管理料をお

思います。

支払いするという形になっているというふう
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になっていると思うのですけれども、社会福

会福祉協議会にそういった地域の資源といい

祉協議会だけでお金を全部回していくといっ

ますか、人材をお持ちになっていると。それ

たら変なのですけれども、この事業をやって

は、社会福祉協議会には老人クラブの連合会

いくのはかなり大変な部分が多いのではない

の事務局も持っていますし、身障者の会の事

かなと。

務局も持っている、あるいは寡婦会とか、そ

ですから、民間の力をこういうところに、

れから多くのボランティアセンターも事務局

町が指定管理料を払うところは民間、ＮＰＯ

も持っておられると。どうしても、ここのノ

の法人だとかに広く公募をかけて、多分、事

ウハウといいますか、力を借りていかなけれ

業何かやると思うのですけれども、そういう

ば、ここの本当の予防事業というのは展開し

提案をさせるとかいうことは、町としては考

ていけないのではないかと。そういうふうに

えていないのですか。

考えておりますので、私どもとしては、別の

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

民間の力を借り

団体にここの施設を切り離して、ここの部分
だけを別の民間会社等にお願いしていくとい

ていく、地域交流施設の部分を別のＮＰＯ法

う考えは、今現在持っておりません。

人ですとか、民間企業等に指定管理者になっ

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

てもらってやっていく方法はないかという考

○１番（髙橋秀樹君）

私が懸念しているの

えはあるかどうかと。私どもとしましては、

は、いわゆる第３セクター方式なのかなとい

この地域交流施設というのは、在宅支援を進

うふうに。行政のいいところと、それから民

めていく上での軸になるというふうに実は

間のいいところをあわせてやっていこう。だ

思っているわけです。

から、逆にいったらこれ兄弟みたいな関係

つまり、施設をどんどんつくっていくので

で、足寄町がこうやりなさいといったときに

はなくて、やはりお年寄りの人が一番希望さ

でも、いやもう私どもはお金がないから足寄

れているのは、やはり自宅で生活をしていく

町さん、これだけお金くださいというふうに

ということですから、自宅に戻りたいという

ならないかなということを、実をいうと懸念

要望をかなえていくためにも、また、そう

している。例えば、足寄町のほうで、こうい

いった施設に入らなくてもいいように、何て

う事業があるのでこういうことをやってくれ

いいますか、健康でいつまでも元気でいられ

と。これは、これだけのお金でやってほしい

るための取り組みをしていきたいということ

のだというふうになるようにするためには、

で、どちらかというと介護予防、ここにとに

違う血というか、力を入れていったほうが、

かく力点を置いていきたいのだというふうに

より活性化するのではないかな、いろんな考

思っています。そういった意味では、先ほど

え方が出てくるのではないかなというふうに

町長の答弁にもありましたように、今現在考

思っているのですが、その点はいかがでしょ

えているのは、社会福祉協議会と町行政の共

うか。

同事業だよと。

○議長（吉田敏男君）

ですから、当然、社会福祉協議会に丸投げ
する気はさらさらありません。私どもも福祉

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

課として、ここの事業の中身については町と

実は、私どものプロジェクトを行っており

しても責任持ってかかわっていきたいなとい

まして、この地域交流施設を使って具体的に

うふうに思っています。

趣味・生きがい事業ですとか、あるいは健康

ただ、ここの活動を展開していく上では、

相談、リハビリ等々、あるいは世代間交流と

これまでも社会福祉協議会に指定管理者をお

いいまして、保育所の子供たちですとか小学

願いする考えだという表明しているのは、社

生がここへ来て交流していくですとか、さら
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にはちょっと就労といいますか、そういった

うふうにあるのですけれども、これは小規模

部分なんかも、実は具体的に今詰めている最

多機能についてですか、それとも全体の医療

中であります。また、社会福祉協議会も、そ

のやつに関しての５４回ですか。

ういった独自の事業等も検討されていまし

○議長（吉田敏男君）

て、今回条例制定させていただきましたか

○福祉課長（櫻井光雄君）

ら、これから本格的にその詳細の協議を始め

平成２３年からでございますけれども、その

ていくような形になります。

説明会の内容としましては、足寄町の今の現

答弁、福祉課長。
５４回、これは

そうした意味では、ここを切り盛り運営し

状と今後の高齢者がこういうふうにふえてい

ていく人材といいますか、そういった部分が

きますよという中身と、その上で今現在の施

すごく重要になってくるのかなというふうに

設を利用されている状況ですとか、あるいは

思っています。私どもは、ある意味、私ども

足寄町内にある介護施設の状況等々を説明し

の職員をそこに派遣していくのか、あるい

た上で、そういった中で今足寄町に必要な施

は、社会福祉協議会さんのほうでそういった

設として、この小規模あるいはグループホー

ノウハウを持っている人を確保していくのか

ム、生活支援長屋が必要なのだと。こういっ

等々も含めて、やはりどうしてもここの部分

た施設をこれからつくっていくのですよとい

は柱になってきますから、そこの体制につい

う説明をさせていただいています。あわせ

ても検討させていきたいと思っています。

て、それでは、この小規模とかグループホー

以上でございます。

ムとか、なかなか小規模施設は今現在町内に

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

全くありませんので、誰もがなかなか説明し

○１番（髙橋秀樹君）

これ、在宅に向けて

ても理解できないのですけれども、そのメ

の本当の核になる施設だというふうに僕も

リット等も含めて説明をしながら、この施設

思っています。

の目的等々を説明をさせていただいておりま

ですから、やはりいろんな知恵なりいろん

す。

な考え方をそこに当て込めるような形をして

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

いかないと、足寄町とて財政的にそんなに裕

○１番（髙橋秀樹君）

この地域支え合いセ

福といったら裕福なわけではないですし、や

ンターというか、これ本当に多分この辺の東

はり大都市圏に比べると非常に見劣りをして

区だとか北区の人たちが近くにおりますか

しまうという現状の中、足寄町独自のやはり

ら、そういう人たちが利用する頻度というの

このシステムがしっかりと動いていかなけれ

は非常に上がってくるというふうに僕は認識

ば、魅力あるものになってこない。

しています。なのですが、僕の記憶であれ

この間、新聞で地方から都会に行って、そ

ば、東区に説明があったのは去年１回とこと

の保健料を地元で払いなさいよということを

し６月に入ってから１回の２回だったような

検討されていると、そういうような新聞もあ

記憶をしています。この地元にこういう施設

りましたけれども、そうならないためにも足

ができますよというときに、たった２度の説

寄町がどういった形でいいシステムを、これ

明しかないというのは、ちょっと乱暴だった

だけの足寄町はやっているのです、在宅に戻

のかなというふうに僕的には思うのです。ま

れるようなシステムをつくっているのですと

だオープンはしていないので、これからもう

いうことをしっかりとできるようなことを

ちょっときめ細やかな説明等をしていただけ

やっていただきたいと、そういうように思い

るというふうには思っているのですが、その

ます。

もうちょっときめ細やかな説明というのはで

それでは、４番目についてなのですけれど
も、地域の説明会です。５４回実施したとい

きないか、お伺いします。
○議長（吉田敏男君）
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福祉課長、答弁。

○福祉課長（櫻井光雄君）

地元東区あるい

り住民の方わかっていらっしゃらないです、

は北区の町内会の皆さんに説明が足りないと

残念なことながら。認識として、やはり在宅

いうことでございます。私どもも、たしか昨

という考え方というよりは、特老という考え

年の６月に東区、これは単位自治会になると

方のほうの考え方が多くて、在宅にされても

思いますけれども、御説明をさせていただき

ちょっと困るのだというのが、ほとんどと

ました。そこで、いろいろなコミュニティ機

いったらおかしいのですけれども、そういう

能の持った施設にしてほしい等々の御意見等

意見も伺っています。その辺のギャップを、

も頂戴をしながら、基本計画の作成には、い

やはり説明会等でしっかりと埋めていってい

ろいろと検討させていただいた経過がありま

ただいて、なぜ在宅をしなければならないの

す。

かということを、しっかりと説明をいただき

基本計画が昨年の１１月にできた以降、住

たいというふうに思います。

民説明に回ろうということで、自治会を初

それでは、最後に職員の確保についてなの

め、老人クラブ等々を回って説明をさせてい

ですが、４０名程度というふうに伺っており

ただいております。そこの説明に当たって

ます。これ、長屋のほうが次年度ですから、

は、５人集まればどこでも行きますよという

実際当初オープンのときには何名ぐらい必要

ことで、それから土曜、日曜も私ども職員で

なのですか。

対応しています。４月以降は社会福祉協議会

○議長（吉田敏男君）

の専務さんとも一緒に今行っているところで

○福祉課長（櫻井光雄君）

ございます。

す。

答弁、福祉課長。
お答えいたしま

大変遅れたのですけれども、先般、東区の

まだ確定してはいないので、今現在、社会

自治会さんには、また説明をさせていただき

福祉協議会とすり合わせしている中での人数

ました。今、議員仰せのとおり、大変お叱り

という形になろうかと思いますけれども、２

を受けて、今大変申しわけないなというふう

６年度開設するこの小規模多機能、地域支え

に思っております。

合いセンター、両方で２５人程度と予定して

今後についてでございますけれども、今現

います。

在、東区自治会の連合会、あるいは北区自治

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

会の連合会、こういったところへの説明もき

○１番（髙橋秀樹君）

先般の新聞で、３名

め細かにやっていきたいなというふうに考え

ほど確保をしたというふうになっていると思

ておりますし、また、先般自治会連合会の総

います。この３名確保をしたというのは、一

会、各町内自治会長さんが集まる場でも本当

体どういうような形で確保をなされているの

に３人、５人集まれば、どこの町内会でも行

ですか。

きますので、呼んでくださいという形の中で

○議長（吉田敏男君）

説明をさせていただいております。

○福祉課長（櫻井光雄君）

答弁、福祉課長。
新聞報道で出て

不十分な点は多々あるかとも思うのですけ

いた３名の状況でございますけれども、これ

れども、精いっぱいこれからも、何とか住民

は、３月の議会でも説明をさせていただきま

の理解をいただいてこのプロジェクトを成功

した、緊急雇用対策事業の、これは平成２４

させていきたいなと思っていますので、今後

年度の補正予算で国の１００％補助という形

も努力をさせていただきたいなと思っており

で出された事業に足寄町が来年から開設する

ます。

ということで、採択要件にマッチしていたと

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

いうことであります。３名いずれも町内の在

○１番（髙橋秀樹君）

そうですね、非常に

住の方で、３名の方が採用ということで、今

いいシステムですので。ですけれども、やは

週６月１７日から採用となっております。
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以上でございます。

確保できるような形をとっております。

○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

○１番（髙橋秀樹君）

開所のときには２５

条例を制定させていただき、引き続き正式な

名で、今現在３名。このあと２２名程度は、

指定管理者の選定業務をさせていただいて、

どういうような形で、一応先ほど説明ありま

手続をさせていただいて、９月議会には提案

したが、多分恐らく社協のほうでいろいろと

をさせていただいて議決をいただいた上で正

知恵を絞られているのだと思います。この人

式な協定という形になります。

また、できるだけ早くということで、今回

材不足というのは、非常に大きな問題だと

そうしますと、それから約６カ月間あるの

思っています。足寄町で、例えば、中途採用

ですけれども、その準備期間をできるだけ長

ではないですけれども、そういった形で一時

く確保したいということで、今回提案をさせ

的にでも採用をして、その採用するというこ

ていただいているのですけれども、これから

とができないかなというふうに、実をいうと

９月の議会をくぐれば、もう職員の採用内定

私は思っています。なるべく早くに人材を確

通知等も出していける体制は、早期につくっ

保しないといけないのではないかなというふ

ていきたいということで、今回そういった対

うに思っているのですが、その辺はいかがで

応をさせていただいているところでございま

しょうか。

す。

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えをいたし

ます。

それから、できるだけ早くという部分の中
で、今、社会福祉協議会さんのほうからは、
そういった今すぐとはならないのですけれど

先ほど、緊急雇用で３名確保されたという

も、１０月１日採用という部分ですとか、１

ことでありますけれども、そのほかに６月１

月１日採用ですとか、そういった部分をやっ

日付で業務管理者といいますか、恐らく開所

ていきたいと。そういった場合の財源等につ

したときにはきちっと配置しなければいけな

いても支援対策がないかということで、要請

い管理者というものがあるのですけれども、

等も来ておりますので、鋭意検討していると

そこの部分については一人６月１日付で採用

ころでございます。

になっております。それから、現在、社会福

ただ、今回の小規模施設というのは、全て

祉協議会さんのほうで雇用されている方で看

有資格者を確保しなければできない施設では

護師さんがおられるのですけれども、この方

なくて、先ほど言った管理者ですとか、介護

がこの施設運営の計画作成をするケアマネー

支援専門員とか、そういった人を確保は絶対

ジャーというのですか、この部分は確保され

必要条件なのですが、国の基準でいけば、介

ております。先ほどの答弁に追加をさせてい

護従業員は、介護福祉や訪問介護員との資格

ただいて、御報告をさせていただきます。

は必ずしも必要がないのだと言われていま

それで、議員のほうから御質問のあった、

す。これは、社協さんもちゃんと認識をして

できるだけ早くという御質問でございます。

いると思います。ただ、原則として、介護等

実は、私どもも昨年から、やはりマンパ

に対する知識、経験を有する人でないとだめ

ワーが必要なのだと。人を確保するのが一番

ですよということがありまして、そういった

大変であり、一番先に取り組んでいく課題だ

意味では、早期に採用、あるいは早期に内定

ということで、社協とも協議をしながら進め

をさせていただきて、その間における研修で

をさせていただき、こういった絶対必要な有

すとか、実地体験ですとか、そういったもの

資格者の部分についても、私も当初の予算の

をしていかなければならないというふうには

中で社会福祉協議会への助成事業の中でまず

考えているところでございます。

は確保させていただいて、優秀な人材はすぐ

そういった意味で、これから採用に当たっ

― 39 ―

て、本格的に今大学や高校等も訪問をしてい

力をしていただきたいと、そういうふうに思

ます。社協のほうから報告をいただいている

います。

のは、十勝管内、札幌、旭川、釧路等々、今

どういった形であるのがいいのか、ちょっ

訪問をしておりまして、大体３０校リストを

と僕もよくわからないのですけれども、足寄

つくっているのですけれども、約１５校、既

町をやはり盛り上げていくため、この在宅介

にもう半分の訪問を終わっていまして、さら

護というのが必要だと思いますので、ぜひと

にあすからは旭川のほうを訪問するというこ

もこれを成功裏に終わらせていただきたいと

とになりますので、６割から７割ぐらいは今

思いますので、よろしくお願いしたいと、そ

週中ぐらいには確保できるのかなと。

のように思って私の質問とかえさせていただ

ただ、これは今情報収集も兼ねて、それで

きます。

今足寄町が取り組んでいる状況説明して、足

○議長（吉田敏男君）

寄町でこういった求人を行いますよという部

橋秀樹君の一般質問を終わります。

分で、就職担当の先生等と情報交換をしてい

これで、一般質問を終わります。

これにて、１番、髙

ます。本格的には、今学生さんはいろんなと
ころで実習に行っているというふうにお聞き

◎

散会宣告

しまして、その学生さん等の就職開始等は、

○議長（吉田敏男君）

７月末から８月にかけて本格的な就職の説明

は全部終了をいたしました。

以上で、本日の日程

会やガイダンスがあるということでございま

本日は、これで散会をいたします。

す。今私どもここの中にも出席をさせていた

次回の会議は、６月２０日、午前１０時よ

だいて、足寄町の今取り組もうとしている部
分を説明をさせていただいて、とりわけ地元

り開会をいたします。
大変御苦労さまでございます。

十勝にいる人は真っ先に私どもに紹介をして
ほしいということで、先生等にもお願いをし
ているというふうに聞いているところでござ
います。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

○１番（髙橋秀樹君）

有資格者でなくても

いいということは、足寄高校の生徒でも大丈
夫だということの認識でよろしいですか。
○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

足寄高校卒業生

でも大丈夫です。足寄高校にも説明には行っ
ているということでございます。
○議長（吉田敏男君）

１番、髙橋君。

○１番（髙橋秀樹君）

このシステム、非常

にいいシステムだと私は考えております。で
すけれども、やはりいろいろとまだまだ皆さ
んわかっていない部分がたくさんあると思い
ますので、今後ともどんどん多くの説明会
等々を開いていただいて、足寄町の高校に一
人でも多くここに入っていただけるような努
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午後

３時０６分

散会

