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◎議事日程
日程第

１

意見書案第２号

地方財政の充実・強化を求める意見書＜Ｐ３～Ｐ３＞

日程第

２

一般質問＜Ｐ３～Ｐ４３＞
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午前１０時００分

開会

実・強化を求める意見書の件は、総務産業常
任委員会に付託することに決定をいたしまし

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

た。

皆様おはようござい

ます。

なお、本件は会期中の休会中に審査の上、
報告をお願いをいたします。

全員の出席でございます。
これから、本日の会議を開きます。

◎

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第２

一般質問

を行います。
順番に発言を許します。
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

９番髙橋健一君。

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

○９番（髙橋健一君）

議長のお許しをいた

だきましたので、通告書に従いまして一般質

榊原深雪君。２

問をさせていただきます。

番。

一般質問の内容は二つであります。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

６

一つ目は足寄町の社会福祉政策について、

月１０日に開催されました、議会運営委員会

二つ目は里見が丘公園整備基本計画について

の協議の結果を報告します。

であります。

本日、６月１５日は、最初に意見書案第２

まず最初に、足寄町の社会福祉政策につい

号について総務産業常任委員会に付託し、会

ての私の質問にお答えをいただきたいと思い

期中の審査といたします。

ます。

次に、一般質問を行います。

足寄町の社会福祉政策について。

以上で、報告を終わらせていただきます。

（１）特別養護老人ホーム（あゆみの園）

○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

の現状について、次のことをお伺いしたい。

委員会委員長の報告を終わります。

①利用定員、現在の利用者数、利用者の平
均年齢、利用者の要介護度、②利用料金（費

◎

意見書案第２号

○議長（吉田敏男君）

日程第１

用）、③待機者数、④施設理念は「コミュニ
意見書案

ケーションを大切に、相手の立場に立った質

第２号地方財政の充実・強化を求める意見書

の高いサービスの提供できる施設づくり」と

の件を議題といたします。

なっていますが、理念どおりのサービスが行

本件につきましては、条例第６５条第３項
の規定により提案理由の説明を省略をいたし

われているのかどうか、⑤あゆみの園独自の
サービスの特色は何かをお伺いしたい。

ます。

続きまして、（２）超高齢化社会を迎えて

ただいま議題となっております、意見書案

介護施設の不足が懸念されるが、特別養護老

第２号地方財政の充実・強化を求める意見書

人ホームの増改築または移転新築の考えはな

の件は、総務産業常任委員会に付託し、会期

いかお伺いしたい。

中の審査にすることにしたいと思います。

続いて、（３）富山型デイサービスについ

これに御異議ございませんか。

て。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これは、民家を改修した小規模な建物で対

異議なしと認めま

す。

象者を限定せず高齢者も子供も障害者も一緒
に暮らすという新しい発想のデイサービスで

したがって、意見書案第２号地方財政の充

すが、このようなサービスをどう思うか感想
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をお伺いしたい。

しており、当時は先進的な取り組みとして注

まず、第一の項目はこれだけでございま
す。

安心して送ることができるよう一人ひとりの

どうぞよろしくお願いします。
○議長（吉田敏男君）

目されたこともあり、明るく住みよい生活を
人権を尊重した気配り、ぬくもり、安らぎを

答弁、安久津町長。

意識した地域に開かれた空間づくりを進めて

髙橋健一議員の足

おり、さらに医療との連携強化を挙げさせて

寄町の社会福祉政策についての一般質問にお

いただきますが、４人部屋を中心とした集団

答えをいたします。

ケアが前提の古いタイプの施設構造であるこ

○町長（安久津勝彦君）

まず、１点目の特別養護老人ホームの現状

とから、理想とするユニットケアの運用には

に関する御質問でございますが、いずれも６

支障が多く、職員の苦労も多いところであり

月１日現在で、一つ目の利用定員は５６名、

ます。

現在の利用者数も５６名、満床の状況でござ

続きまして、２点目の特別養護老人ホーム

います。利用者の平均年齢は８８.５歳、利

の増改築または移転新築につきましては、現

用者の要介護度は要介護３が１７名、要介護

施設は昭和５０年に新築後、増築や大規模改

４が１８名、要介護５が２１名で、平均介護

修、設備更新等を行い現在に至っております

度は４.０７でございます。

が、老朽化が進み、また、建物の構造や設備

二つ目の月額の利用料金は、所得と要介護

等の関係から現在主流のユニットケアの運用

度により算定されますが、最低額が約３万

や効率的な運用に制限があり、足寄町におけ

２,０００円、最高額が約１１万９,０００

る保険、医療、福祉の連携を進める上でも特

円、平均額が約５万６,０００円となってお

別養護老人ホームの早期のリニューアルが必

ります。

要と考えており、現在の定員である５６人程

三つ目の待機者数につきましては、名簿登
録者数は２１人でございますが、常時の医療

度の施設更新を想定した検討を進めるよう福
祉課に指示をしております。

行為が必要なため現時点で特別養護老人ホー

施設更新の検討には、現施設改修の適否、

ムでの受け入れが困難な方や、自宅での生活

施設規模、建設予定地、地域密着型特別養護

がまだ可能とのことで入所順が来ても保留を

老人ホーム導入の適否、設置主体と運営主

される方等もおります。実質的な待機者数は

体、財源計画、目標整備年次等について住民

数人程度と見込まれております。

ニーズの把握、町内の医療・福祉・介護関係

四つ目の「コミュニケーションを大切に、

機関との協議、他町村における類似施設の整

相手の立場に立った質の高いサービスが提供

備状況、北海道や国との協議を初めとしたさ

できる施設づくり」という理念どおりのサー

まざまな検討、協議、調整が必要となります

ビスを行っているかとの御質問につきまして

が、昨年度の文教厚生常任委員会の所管事務

は、コミュニケーションをとることが非常に

調査報告「介護施設の現状について」の内容

困難な利用者もおられますが、利用者と御家

も踏まえて、足寄町の高齢者福祉施策のさら

族、そして職員間で可能な限り意思疎通を

なる充実のための検討を進めることとしてお

図って信頼関係を育み、我が家としてぬくも

ります。

りのある生活を送っていただけるような施設
づくりを進めております。

３点目の富山型デイサービスに対する感想
はとの御質問でございますが、「いつでもだ

５点目のあゆみの園の独自サービスの特色

れでも受け入れ可能」「家族のように過ごせ

につきましては、職員が一丸となって利用者

る第２の我が家」「近所の家に遊びに行く環

と生活をともにするケアを目指し、平成１８

境」といった小規模、多機能、地域密着型の

年６月からユニットケアへの取り組みを開始

デイサービスで、認知症のお年寄りが小さな
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子供の見守りをしたり、障害のある方がお年

のほうでいいますと、特別養護老人ホームで

寄りのためにお手伝いをするなど、生活上の

いいますと、平成２７年から要介護３以上の

相乗効果が高い形態と認識をしております。

方という形になって、利用者の申込者の方も

これまでの縦割り福祉の枠を超えた、最近

減っていると。

注目されている「ごちゃまぜ、共生の福祉」

さらに、帯広市内ですとか近郊でもその地

として、本町が現在進めている「いくつに

域密着型の老人ホームですとか、さまざまな

なっても一人になっても安心して暮らせる支

居住ができる施設型の入所のほうにシフトし

え合いのまちづくり」や地方創生の充実と広

てきまして、かなり減ってきているところが

がりが期待できる取り組みになる可能性が高

事実です。

いものと考えており、研究させていただきた

それで、グループホームの待機者につきま

いと考えておりますので、御理解を賜ります

して、個々の方の状況というのを福祉課のほ

ようお願い申し上げ、髙橋健一議員の１点目

うで把握しているところではございません

の一般質問に対する答弁とさせていただきま

が、差し迫って必要な方というのは今役場の

す。

北側にございます、高齢者複合施設ですと

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

９番髙橋議員。
○９番（髙橋健一君）

か、必要な緊急的な部分については対応をし
ていって本当に差し迫った施設への入所を望

丁寧な御答弁、あり

がとうございました。

まれている方というのはかなりいなくて、あ
と福祉課のほうでもそういうような情報があ

意外と待機者が少ないのでほっとしており
ますけれども。

れば、逆にグループホームの方からこういう
方がまだ本当に在宅の生活は難しいので何と

足寄町内の旭町にあるグループホームうら

かしてくれというような形で御相談いただけ

ら花さん、ママサポートえぷろんさんが経営

れば対応をしているというところで、状況と

されているグループホームのうらら花さんと

してはそのような状況でございます。

いうすごく評判のいいグループホームがある

以上でございます。

のですけれども、ベッド数は９床、待機者は

○議長（吉田敏男君）

９番髙橋議員。

１０名を超えると。２０人に迫る待機者がい

○９番（髙橋健一君）

ありがとうございま

るというふうに聞いております。

す。

こういう待機者は今どのような状態で放置
されているのか。

確かに、他町村に比べて足寄町というのは
非常に老人の方に手厚いのですよね。そうい

放置されていると言ったら申しわけないで

うことは自分でいろいろ今回調べていてわか

すけれども、相当待ちくたびれているのでは

りました。すばらしい介護をなされているの

ないかと思うのですけれども、その待機者に

ではないかと。

対する今の状況、わからないでしょうか。そ

しかし、その中であふれてくる人たちもい

の辺をちょっと説明願いたい。わかる範囲で

ますので、そう安心ばかりはしていられない

お願いしたいのですけれども。よろしくお願

というのが現状ではないかと思います。

いします。
○議長（吉田敏男君）

いわゆる今高齢者、団塊の世代が日本を支
答弁、福祉課長。

○福祉課長（丸山晃徳君）

えて頑張ってこられて、ちょうど今団塊の最

福祉課長でござ

います。

後が今６５歳以上の高齢者になるわけですけ
れども、一時は老人、金持ちだから日本は大

介護保険施設、さらにグループホーム等の

丈夫なのだと。若い人、年寄りの金で食って

待機の方は、これまではとりあえず申し込み

いけるから大丈夫ですよというような認識で

というのがかなり多くて、それが例えば施設

いたのですけれども、いつどういうふうにか
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わったのか知りませんけれども、最近聞く言

すびれっじの１.２倍になる。そこでざっく

葉は老後崩壊とか下流老人とか、いや、とん

り試算しますと、やっぱり８億円ぐらいのお

でもないことになってしまったのだと。一生

金がかかるのではないかと、そういうふうに

懸命やった人たちがこんなに苦しみにあわな

勝手に試算をして。これ、合っているかどう

ければいけないのかと、非常に何か心苦し

かわからないのですけれども。そうすると、

い、そういう残念な私は思いをしているので

これまた国から補助をもらうということにな

すけれども。

ると大変になるし、自己資金も大変な額にな

それはこっちに置きまして、新しく老人

るのではないかと。

ホームをつくると。

結局、結論は、では介護保険を上げるの

しかし、その老人ホームもびっくりしたの

か。これはちょっと難しいですね。介護保険

ですけれども、調べて見ますと、都会になる

も今どのくらいになっているかというと、足

と、いわゆる有料の老人ホームになると、ま

寄は大体６５歳以上で５,０００円を超えて

ず１,０００万円、２,０００万円をまず払っ

いますし、新聞紙上で言われているのは２５

て、そして一月２０万円、３０万円、そうい

年度に平均８,０００円ぐらいになるのでは

うお金をまた月々払っていかなければいけな

ないかと。さらに特老つくるということにな

いような有料の老人ホームがたくさんあるの

ると、また１万円、１万２,０００円のそう

ですよね。誰が入るのだかよくわからないで

いう介護保険料が考えられるのかと。これは

すけれども。非常に驚きを持って見ています

とんでもない話でありまして。

けれども。格差なのでしょうか。

そこで一つの案としまして、甘い考えかも

それはまたこっちに置くのですけれども。

しれませんけれども、今都会では介護が必要

やはり今の特老も大分老朽化しているよう

な老人がたくさんふえている。介護疎開と言

ですし、最近はユニットケアというのです

われていますけれども、そういう人たちをう

か。一つ１０人ぐらいのまとまりの中でケア

まく利用して。足寄さんは老人に対してすご

をしていくという、いわゆる行き届いた介護

く手厚いケアをしていますから、ぜひ安久津

という形で先進的に足寄も取り組んでいると

町長さん、お願いしますと。東京のそういう

いうことで大変なのでしょうけれども。やは

介護の人たちの面倒を見てください、足寄町

りそうなると、スタッフの方々もたくさん必

だったら任せますよと。そのかわりお金出し

要になってきますし、やはり一つの施設の形

ますよなど、そういうような時代になってく

態もかえていかなければいけないのではない

るのではないかと。そういうことに対する受

かなと。

け皿といいますか、そういう受け入れる気持

しかし、国の方針が箱形ではなくて在宅介

ちが町長さんにあるのかを聞きたい。

護ですから、なかなか補助金を取るのも大変
なのではないかと思いました。

よろしくお願いいたします。
○議長（吉田敏男君）

ちょっと自分なりにざっくりと試算をして
みたのですけれども、今のむすびれっじです

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
お答えをいたしま

す。

ね。むすびれっじが大体全部で１万７,３１

いろいろお年寄りの施設、いろいろな種類

０平米ということになりますか。坪数にする

があるわけでございます。お話の中でいろい

と５２４.５坪、かかった費用が、建築費用

ろ有料老人ホームですとか、それからグルー

が６億４,０００万円かかっていますね。

プホームの関係、もっと言えば特別養護老人

これを特老に与えますと、特老まだ広いの

ホーム等々あるわけであります。

ですよね。特老のほうが広いのです。特老は

まず、有料老人ホームというのは、主流は

大体坪数に直して６３５坪ありますから、む

民間の方がやって事業展開をしているという
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のが多いのですが、どこの層をターゲットに

ループホーム。これもワンユニット９床つく

するかですよね。

りました。

もっといえば、有料老人ホームというの

むしろ、そことの兼ね合いで地域密着型に

は、通常の老人ホームというのは、もっと平

しろ特別養護老人ホームの定員、それからグ

たいわかりやすい言葉でいえば老人アパート

ループホームのこれからの展開、もうトータ

みたいな感じです。ですから、自立して生活

ル的に考えて方針を決めていかなくてはいけ

ができる人、介護の必要のない人ということ

ないのかなと、そんな思いをしております。

です。

そのことを含めて現課のほうに早急に検討

最近は、介護つきの老人ホームというのも
事業展開されているということも聞いており

をしていこうということで指示を出している
ということであります。

ますけれども、まずそういう施設がある。

後段の質問の都市部からの介護者の受け入

私の頭の中では、そういう意味では老人ア

れということであります。

パートといいますか、これ聞こえがいいかど

これ、まさしく今、国が地方創生というこ

うかは別にして、そういう施設もやっぱり必

とで言っております。人口減少社会にどう講

要なのかなと、こんな考えもありますし、そ

じていくのかということと相まって、実は、

れから、特別養護老人ホームはやっぱりもう

首都圏、とりわけ東京なんていうのはもうと

建てかえの時期に来ているということであり

んでもない状況になっているのです。介護が

ます。

必要なお年寄りがどんどんふえているけれど

今の形態のそのままを建てかえということ
は考えておりません。可能性としては、やっ

も、それを受け入れる施設が全く不足をして
いる。

ぱり地域密着型がいいのかなと、それから、

当然、行政ができることというのは限りが

ユニットケアがきちんとできるような施設が

あるということも含めて、いろいろな火災が

いいのかなと、そんなことも含めてありま

起きただとかいろいろな新聞報道されるわけ

す。

です。これは、無届けの介護施設なのです。

それから、もっといえば定員の問題でいき
ますと、これは院長先生なんかとも相談しな

これは行政知らないのかといったら、知って
いますよ、これ。

くてはいけないというふうに思っていますけ

結局もう手が届かないという中で、これ黙

れども、私の個人の思いとしては、これから

認をしていかなければいけないという状況な

特別養護老人ホームに入所が必要な方がふえ

のだろうと私は思っているのです。

ていくのかどうかということ。

やっぱり、いろいろ危険が伴うだとかいろ

私はむしろ本人の意思にかかわらず、ある

いろなことがあるのですけれども、それから

日突然、認知症という問題にぶつかるわけで

サービスの状況もそんなに介護職員を手厚く

す。全員が全員なるというわけではありませ

なんか配置できませんから。

んけれども。

しかし、そこではやっぱり安さの問題と、

むしろ、その認知症の方々、これは私も私

それとあともう自宅では面倒を見切れないと

の親父で経験していますから、これはなんぼ

いう、ここにぶつかって、ある意味やむなく

在宅でといったってこれはもう限界ですよ

そこにお世話になっているというか、逆にい

ね。あるわけです。

えば救いの場になっているという側面もある

今現在、足寄町では先ほども議員からお話

のだというふうに思っています。

あったようにＮＰＯ法人がワンユニット９人

そこで、またこれは大変な状況になってい

の定員でやっていただいています。それか

ますから、国も号令をかけてそれぞれ地方に

ら、むすびれっじのところに町のほうでグ

は施設も含めて一定程度あるだろうと、もっ
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と受け入れできる可能性があるのではないか
と、こういうこと。

ですから、ここの保険料を抑える。すなわ
ち、サービス料がどんどん出ていくわけです

いわば、人口減少にそれぞれの地方が講し

から。これは、基本的なコンセプトは自賄い

ていくためには、一つ目は高齢者の受け入

しなさいということですから、地域の中で介

れ。これ、総スカン食らいました。全国の自

護が必要な経費、それについてはもちろん国

治体から。すなわち、受け入れをするに当

や道もお金は出すけれども基本的には保険料

たってはやっぱりまず施設整備も必要だろう

で賄えということですから。

と。それから、もう一つは介護職員が全く不

これもまたちょっと横道逸れて申しわけな

足しているではないかと。こういうことも含

いのですが、国民健康保険、この会計につい

めて総スカンというか大ブーイングが起こっ

ては一般会計から助けることはできるので

たのです。

す。わかりやすく言うと。介護保険会計はそ

そこで、国がちょっと方針転換したのは、

れができません。これは、北海道に基金を積

早いうちから地方移転ということに最近か

んでいまして、１年間の収支合わなかったら

わってきています。介護が必要になってから

そこから借り入れをしなさいと。翌年度、

移転というのは難しいと。だから早いうちか

もっといえば返していきなさいということで

ら。

すよね。それが介護保険料を納めてもらって

では、早いうちからとなっても、これまた

返せということですから、これは制度的に非

問題出てくる。働く場所がないではないかと

常に単純といえば単純なのですけれども、運

いう、こういう問題です。それが一つです。

営をしていく上では大変難しい課題もあると

人口減少との社会。

いうことでございます。

それともう一つは、都会の生活困窮者、こ

そんなことを含めてだらだらとお話しして

れも受け入れできないかというこういうこと

いますけれども、受け入れについては否定を

であります。この二つが今の地方創生の国の

する気はありませんけれども、しかし、その

いっている特効薬みたいなこんな話になって

ためには乗り越えなければならない課題とい

いますけれども。

うのがたくさんあるのだという、そんな認識

そこで、ちょっと横道逸れましたけれど

だということでございます。

も、その受け入れをできる可能性あるかとい

以上でございます。

うことですけれども、これはよほど慎重に考

○議長（吉田敏男君）

９番髙橋議員。

えなくてはいけないというふうに思っていま

○９番（髙橋健一君）

ありがとうございま

す。否定は全然する気はありません。

した。

それには、やっぱり施設整備をどうしてい

大体そういうような返事が返ってくるなと

くのか、それから当然これは介護保険にもは

思っていましたけれども、介護保険に関して

ね返ってくる話なのです。

は本当に非常に困った状態になっているよう

議員仰せのとおり、施設を一つつくるとい

ですね、国のほうも。

うことになれば、やっぱり保険料がどんと上

今、介護保険料を滞納して資産の差し押さ

がるということです。グループホームをつく

え処分を受けた方がもう６０歳以上の高齢者

るときに試算をしたのですが、ワンユニット

で１万人を超えたのだそうです。

９床つくれば保険料に七、八百円ぐらいはね

非常に大変な状況になっていますよね。

返ってしまうのです。ただし、そこで保険料

それで、今大体、町長、５,０００円以上

ももうこれは全国の自治体で５,０００円を

が限度と言っていましたけれども、まだ試算

超えたらもう限界だよという話をずっとやっ

では２５年度には８,０００円程度になるの

てきています。

ではないかと。これうなぎ上りでどんどん上
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がっていくことが懸念されていくわけで、非

出そうになる感動の発表だったなと思いま

常にゆゆしきことだなと、年寄りは早く死ね

す。

ということかと、そういうふうに怒りたくな

しかし、それが全てにわたって行き渡ると

りますけれども、そういうようなことが現状

いうことではないのかもしれませんけれど

にあっているようですので、ここもやっぱり

も、そういう気持ちで大いに接していただき

町としては何とか対処していく必要があるの

たいと思っています。

ではないかと思います。

次ですけれども、次は富山型のデイケア、

それから、今特老の特徴としてユニットケ

デイサービスについてなのですが、これ実

アと。これ、本当にすばらしいケアですし、

は、今月の３日に、私事になるのですけれど

それだけ人員も必要なのかなと、職員の方も

も、富山から友達がやってきました。富山の

大変なことになるので本当にユニットで一つ

市役所の勤務をしていて、もう定年になりま

にまとまっていろいろなことをケアしていか

したけれども、時間が余ったということで遊

なければいけないわけですから大変です。

びに来てくれました。奥さんは社会福祉法人

そして、２７年度からですか。介護度の高

の今は保育園の園長さんをされているのです

い方が特養に入るようになってきますと全部

けれども、いろいろ福祉のことでお話をいた

の介護が必要ですね。食事の介護から排泄

だく機会がありまして、そのときに富山型の

物、全部やらなければいけないわけですから

デイサービスについて説明をいただきまし

本当に大変な仕事だと、そういうふうに思っ

た。なかなかすばらしいですよね。動機がす

ています。

ばらしいのです。

その中で、それでもやはり業者さんの気持

始まったのは、赤十字病院に勤めていらっ

ちを本当に大事にしたいと、そういう思いが

しゃった３人の看護婦さんから出発をしてい

ありますので、もう介護の方に関しては本当

るのです。民間なのです。行政が立ち会った

に心を尽くして一生懸命やっていただきた

のではなくて、むしろ行政が最初壁になった

い。

のですね。そんなことできるわけないとか。

何か最近ですと、介護は大変、３Ｋだと

しかし、看護師さんたちが、この人やっぱ

か、給料安いとかいろいろなことが言われて

り福祉の何か鏡みたいな人ですけれども、や

介護職員になる方がいらっしゃらなくなるの

はり最初のコンセプトというか考え方は何か

ではないかという、そういう危惧をしており

というと、お年寄りの方が家で死にたいと

ますけれども、何とかスタッフの皆様に頑

言っているのに大半の方が願いかなわず家で

張っていただきたい。

はなく老人施設で亡くなられたことに憤りを

先日、むすびれっじで第１回の医療・介護

感じました。家で死ぬことを願っているお年

連携実践発表会というのがありまして非常に

寄りをどうにか手助けできたいという、そう

勉強になりました。非常にすばらしい会議で

いう思いから始まったケアであります。

あったと思います。

これがまたすばらしいのは、やっぱり民間

その中で、スタッフさんの方から一つの事

でなければできない知恵なのかもしれません

例が発表されまして、いわゆる胃瘻で医療機

けれども、お年寄りもオーケーなのです。障

関にかかっていた方が、いわゆる足寄のむす

害持っている方もオーケーなのです。それか

びれっじの介護職員さんの温かいそういう対

ら、学生さんもオーケーなのです。

応の仕方によって、自分で物が食べられるよ

そして、大体ユニット１５人ぐらいのまと

うになって元気に今むすびれっじに通われて

まりの中で、例えば、障害者の方４人、老人

いるそうです。やはり介護というのは人だ

の方９人とか、健常者の方２人ぐらいで成り

と、そういうふうに発表がありまして、涙が

立っているのですよね。
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そして、実例といたしまして、徘回を繰り

ができるのではないかと。

返していた高齢の方が毎日来る赤ちゃんを見

これは、特養なんかつくるよりもずっと安

て徐々に落ち着き会話も自然になると、そう

上がりだし、しかし、心温まる、そういうよ

いうふうな事例があるのだそうです。今まで

うなユニットではないかと、そういうふうに

は全然暗い顔をしていたおばあちゃんが。い

思っていますけれども、まだまだ勉強不足で

わゆる預かっていた子供ですね。お母さんが

すので、これからまた富山のほうに行ってき

子供をそこに預けていくわけですね。そし

ちんと調べてきたいと私は思っています。

て、仕事に行く。その間、子供をおぶって面

あとは、言いたいことはたくさんあったの

倒を見ることによっておばあちゃんの認知度

ですけれども。先ほども言った、特別養護老

というのがすごく軽くなったと、明るくなっ

人ホームの新築に関してはちょっとまだ時間

たと、笑顔が出てきたということなのですよ

がかかりそうでありますので、何か地域型の

ね。これはすばらしいものではないかと、そ

そういうデイサービスというものを中心にお

ういうふうに感動をしたわけです。

考えになったらどうかと思うのですけれど

大体、最初は自分たちがもう勝手にやって

も、町長、私の意見はどうでしょうか。感想

どうだということだったのですけれども、今

をよろしくお願いします。

は富山県の中で同じような事業が４５ぐらい

○議長（吉田敏男君）

あるのだそうで、もう富山を代表するデイ

○町長（安久津勝彦君）

サービスになっているそうです。

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

しかし、こうやっているといいことばっか

私も勉強不足で富山型、詳細は承知してい

りでデメリットの部分がちょっと伝わってこ

ないのですが、ただネットや何かで調べた中

ないのですけれども、私これすごく興味あり

では本当にすばらしい取り組みだなと思って

ますので、今度自分で富山に行ってこの目で

います。

見てこようと思います。

これは、議員仰せのとおり、この取り組み

足寄町は東京都と違って政務調査費があり
ませんので、それを私は自腹で行って研究し

は行政ではなかなかできないなというふうに
思っています。

てきたいと思っております。この富山型です

我が町でも現状のデイサービスでいきます

けれども、大体、住宅改修ですよね、空き家

と、特養の横に、これも社会福祉協議会にお

対策にもなるのです。空き家があって、その

願いしていますけれども、ここでデイサービ

空き家に１５人ぐらいですかね。１０人から

スを繰り広げている。そして、ここで小規

１５人ぐらいの一つのユニットで生活をする

模、多機能でデイサービスをやっている。そ

のですよ。そうすると、介護の人がお年寄り

れから、ＮＰＯ法人もやっていただいている

の癒やしの場所にもなるし、障害持っている

という。それから、地域でいきますと、螺

方の癒やしの場所にもなるし、子供も来るし

湾、大誉地、そして一時期休止していました

すごくいいですよね。

上利別も、これは生きがいデイということで

それで、大体行政の支援というものを

再開をしております。

ちょっと調べてみたら、大体、住宅改修で例

形はいろいろな形があるのだというふうに

えば基本額５００万円かかるとしますと、２

思っているのです。足寄の街の中だけにつく

００万円は県から出るのです。それから、残

ればいいのかというと、そこに通って来るこ

り２００万円は市から出ます。あと２００万

と自体も大変なわけですから、ここの小規

円は自己資金ということになりますけれど

模・多機能は送り迎えつきですけれども、形

も、そのような感じで３分の２は行政が出し

としてはできるだけ近くのところでそういう

てくれますので、かなり広く面倒を見ること

事業が展開できれば一番いいのかなと、そん
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な思いをしています。

いうことを何とかそういうことをいって集め

私、本当にそういう思いが出てくれば支援

てもらわなければ困る。本当に介護をやる方

なんていうのは全然惜しむつもりはありませ

がいらっしゃらなくなるという。決してそう

んし、本来は行政がしなければいけない分野

いうことでもないし、やはりやりがいもある

をそういう民間の方々担っていただけるとい

仕事だよと。それが介護や保育の仕事ではな

うのは、これはもう大変ありがたいことであ

いかと、そういうことをおっしゃっていまし

ります。

たので、ここで最後にお伝えしておきたいと

ただ、本当にまさしくお話を聞く限りでは

思います。

３名の看護師さん、すなわち、これはもう医

どうもありがとうございました。

療関係のプロでありますから、そこから発展

それでは、２番目の問題に入ります。

していっているということでありますから、

里見が丘公園整備基本計画について。

なかなかだれでもできるのかというと、これ

（１）この事業は、平成２６年から３１年

また非常に難しい問題もあるのだろうなとい

にわたる１０億円の資金を投入する大規模な

うふうに思ったりもしております。

事業ですが、この事業のコンセプトは何か。

本当にそういう形が実現できれば本当にす
ばらしいですし、ある意味、理想なのかな
と。いわば、地域力で地域のお年寄りや障害
のある方、子育ても含めて、支え合うという
のはこれはもう本当に理想の形かなというふ
うに思っていますけれども。

また、この事業に対する町長の思い入れと意
気込みをお聞かせ願いたい。
（２）この事業の財源の内訳をお伺いした
い。
（３）この計画の概要は、広報あしょろで
既に周知済みですが、計画の中にある遊歩

これ、ぜひ議員、勉強した暁にはぜひ情報

道、コテージ、バーベキューハウス、遊具等

もいただきたいなと、こんなことをお願いし

が既存の遊歩道、コテージ、バーベキューハ

ておきたいというふうに思います。

ウス、遊具等とどのような違いがあるのか、

以上でございます。

またどのように差別化されているのかをお伺

○議長（吉田敏男君）

９番髙橋議員。

いしたい。

○９番（髙橋健一君）

町長におだてられま

４番目、この計画の中で、ネイパルあしょ

したので、私も一所懸命勉強して町のために

ろは町外からの集客力の点から見て重要な位

頑張っていきたいと思います。

置を占めていると思いますが、どのようにネ

最後に一つあるのですが、先ほどの私の友
達の奥さん、保育園の園長さんでありますけ
れども、こういうことをおっしゃっていまし
た。

イパルあしょろと連携していくかをお伺いし
たい。
（５）番目、里見が丘は自然豊かな里山で
町民はここで山菜採り、ウォーキング、パー

保育士大変だから３Ｋだよと、それから給
料安いよと、あんまりそういうことを言わな
いでくれと。なぜかというと、余りそういう

クゴルフ等を楽しんでいます。工事中は立ち
入りが制限されるのでしょうか。
以上の質問にお答えをお願いしたいと思い

ふうなことを皆さんがおっしゃると、入って

ます。

くる方がいらっしゃらなくなる。残っている

○議長（吉田敏男君）

人が大変なのだよということを伺ってきまし

○町長（安久津勝彦君）

たので、やはりこの介護のほうも同じで、介

基本計画についての一般質問についてお答え

護は３Ｋで大変でもうひどいよと、来るので

をいたします。

答弁、安久津町長。
里見が丘公園整備

はないと、そういうような発想では困るわけ

１点目の里見が丘公園整備事業のコンセプ

で、やっぱり夢も希望もある職業なのだよと

トでございますが、豊かな自然環境の活用、
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健康づくり、観光振興に寄与する里見が丘の

る遠路整備など通年利用化などを計画してい

森を整備テーマといたしまして、一つ目とし

るところであり、今後もネイパルあしょろと

て公園施設の長寿命化、二つ目として四季を

の連携を図りながら森の観察会や森の整備実

通じたレクリエーションの場の提供、三つ目

習などに取り組んでいきたいと考えておりま

として出会いの森の自然資源の有効活用、４

す。

点目として公園と市街地のネットワーク化、

５点目の工事中の立入制限についてであり

５点目として住民参加型の公園管理、この五

ますが、既存施設の更新や配置変更で大型機

つの整備方針により事業展開を行うこととし

械による工事となることから、工事箇所への

ております。

立入制限や既存施設の利用制限をお願いする

市街地に隣接する当公園整備区域は、面積

ことになると考えております。

１１５ヘクタールで各種運動施設はもちろ

以上、髙橋健一議員の一般質問に対する答

ん、遊具などの遊戯施設やキャンプ場などの

弁とさせていただきますので、御理解を賜り

休養施設等を有する総合公園として、また、

ますようお願いを申し上げます。

自然環境に恵まれた出会いの森は、山菜採り

○議長（吉田敏男君）

や散策など多くの皆さんに親しまれている本

再質問を許します。

９番髙橋議員。

町にとって貴重で自慢の空間であると自負を

○９番（髙橋健一君）

しているところであります。

した。

ありがとうございま

しかしながら、整備後３５年が経過をし、

里見が丘公園整備基本計画のコンセプト

老朽化や利用者ニーズに合致しない施設もあ

は、豊かな自然環境の活用、健康づくり、観

ることから、利用者目線に立った施設の更

光振興に寄与する里見が丘の森などとすばら

新、再配置は急務であり、可能な限り短期間

しいコンセプトだと思います。

により多くの方々に愛され親しまれる公園再
整備をなし遂げたいと考えております。

私なりに考えたのは、いわゆる足寄町のす
ばらしいこの自然の付加価値を高める。そう

２点目の財源内訳でございますが、計画段

いう感じかなというふうに考えていましたけ

階においては総事業費おおむね１０億円のう

れども、町長のほうがいいかもしれません。

ち国からの交付金を約４億７,０００万円、

この里見が丘ですが、私もよく里見が丘に

起債、これは過疎債を４億８,０００万円、

何度も入ります。山菜採りも行きますし、そ

残額５,０００万円を町単独費で賄う計画と

して四季折々景色がすばらしいのですよね。

しております。

今はツツジですかね。ツツジが物すごくきれ

３点目の既存施設等と計画施設との違いに
ついてでありますが、施設の種別に大きな違

いですよね。春は桜。桜が物すごいきれいで
すし、秋の紅葉もまたすばらしいのです。

いはなく、老朽施設の長寿命化対策や利便性

私はこの里見が丘はちょっと身びいきが強

向上を図るため、既存遊具数を集約して設置

いかもしれませんけれども、日本一の観光ス

場所の変更や総合体育館前から旧青少年会館

ポットだと、こういうふうに思っておりま

までを車両通行できる園路に整備をしたり、

す。

バーベキューハウスを総合体育館横に設置を

だから、こういう自然をこの計画の中でも

し、キャンプ場のコテージを旧青少年会館周

生かしてもらってすばらしい公園整備をして

辺に設置するなどの計画としております。

いただきたいと、そういうふうに私は願って

４点目のネイパルあしょろとろの関係です

いる次第であります。

が、平成２６年度の基本構想作成段階から検

動物もたくさんいますし、いつぞやは本州

討委員会の委員として貴重な御意見をいただ

の方がいらしていていろいろと散策してが

いており、出会いの森を中心に園内を周遊す

ちゃがちゃやっているのです。土掘ったりし
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ているのです。何やっているのだろう、あや

葉なのだと思って受け取っておりましたけれ

しい人だなとか、山菜泥棒かなと思いました

ども。

けれども、違うのです。非常に里見が丘には

本当に、意外と足寄の町民は知らない部分

非常に新種の治虫、手塚治虫の治虫さんが大

で外部から評価されている部分がたくさんあ

好きだった治虫ですけれども、その新種がい

るのではないかと思っています。

るのだそうで、チョウチョウも私はよくわか

大いに期待するところでありますが、一つ

らないのですけれども、チョウチョウも何か

気になるのは今回の整備計画の中に入ってい

珍しいチョウチョウがいるということで網を

ると思うのですけれども、ネイパルです。ネ

持ってその辺を走り回っている変なおじさん

イパルの存在なのです。

がいましたけれども。

私もあのネイパル、すばらしいなと思うの

私もあの森で見たのは、エゾシロチョウの

は杉山所長さん初め皆さんの努力でたくさん

羽化なのですけれども、爆発的に羽化するの

の仕事を持ってこられて、子供たちがあふれ

です。どんと。もうすばらしい幻想的なあの

ていて、子供たちの笑顔と歓声でわき上がっ

景色を見ることができますので、もしもそう

ているすばらしいところです。

いうマニアの方に知れたらバスを連ねて来て

そして、遊歩道を歩いていましても子供た

しまうのではないかと、余り来てもらっても

ちが元気な声で「おはよう」とか「こんにち

困るなというふうに思っていますけれども、

は」とか声をかけられると、日本もまだ捨て

やはりこの町はすばらしいです。その自然を

たものではないなと、そういうふうに思って

何とかうまく生かしながら整備計画を進めて

いる次第でありますが、所長さんに聞きます

いただきたい。

と、なかなか内情は厳しいところがありまし

大分変わりました。お金のことはよく私も

て、最初は道立だったのですけれども、今は

わからないのですけれども、すばらしいもの

道立教育局ですか。それから、引き継ぎをし

になれば、それだけもとがとれると、私はそ

て経営をされているのですけれども、今はあ

う思っています。

のネイパル、８人のスタッフで一生懸命頑

さらに、里見が丘は、もっと視野を広げま

張っているのです。そして、年間４２本事業

すと、足寄湖ありますよね。あそこの景色も

を計画して子供たちを集めて、こんなすばら

すばらしいですし。その足寄湖に面して民間

しいところはないなと思っていたのですけれ

の方でハスカップ園というのをされている方

ども。北海道教育庁は、管理運営、指定管理

がいらっしゃるのですけれども、あそこもす

者として管理制度の協定を結んで平成２８年

ばらしいところです。

度で１０年になるのだそうです。

ずっと上がっていきますと、ドライブイン

その間、道内にある他の指定管理者制度の

の廃屋がありますけれども、あれはちょっと

６施設ともども統合や廃止が検討されてきた

興ざめなのですけれども、何か心霊スポット

というのです。必要ないから潰してしまえと

にでも使ってもらえればこれまた客を呼ぶこ

いう、そういう声が道の中にあるということ

とができるのではないかと、そんな気もして

は非常に残念でちょっと見に来いやと言いた

いますけれども、本当に足寄はすばらしいで

いのですけれども。

す。

なければだめだよと、やめなさいと。とん

この前もあの富山の友達が来たときに、も

でもない話で、私はこういう場に立ち会った

う感動するのですよね。いや、足寄の町はす

ら、鎖でも自分で結びつけて絶対反対してや

ばらしい景色だと。何かイギリスの景色によ

ろうと思うのですけれども。

く似ているよと。私はイギリスなんか行った

しかし、このネイパルあしょろは今回の整

ことないからわかりませんけれども、褒め言

備計画の中にがっちり入れてもらえるという
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ことで少し安心したのですけれども。

ただ、私の思いとしては、それはそうでは

このネイパルあしょろ、ネイパルのネイは

なくてやっぱり青少年のやっぱり健全育成と

ネイチャーのネイで、自然のネイで、パルは

いう施設で、やっぱり北海道としての役割、

ペンパルですか。友達、仲間のパル。自然の

責任を果たしていくべきだというふうに思っ

仲間という、すばらしいネーミングの施設で

ておりますから、これは道立として引き続き

すけれども。何とか町長、このネイパルをこ

施設運営をしていっていただきたいなという

の計画の中のがっちり中央に据えてこの存続

ふうに思っています。

をぜひ担保していただきたいと思いますけれ

今は足寄町の観光協会が指定管理者という

ども、いかがでしょうか。

ことで受けているわけでありますけれども、

よろしくお願いします。

これもいわゆる入札みたいな形で年間の計画

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

を出して、そして決定されるということを

お答えをいたしま

す。

ずっと繰り返しされております。
今現在、指導員の先生も道のほうから派遣

ネイパルあしょろ、すなわち、道立青少年

されているのですけれども、これ懸念してい

自然の家でありますけれども、これはもちろ

るのは、そういった部分が一足飛びに民間に

ん道立の施設であります。

処分ということにはならないにしても、指導

建設当時から足寄町としてもしっかり連携

する先生方の例えば派遣を中止をするだとか

をしていこうということで、最初、里見が丘

ということになれば、これまた大変な問題に

総合公園の区域ではありませんでしたけれど

なるなというふうに思っていますから、それ

も、ネイパルがつくられるということになっ

は常時情報収集をしながら何としても現状維

て、公園の区域をネイパルの部分も含めて土

持という形の中で継続をしていただくという

地区画変更をしまして、足寄町の自然として

ことで全力を挙げていきたいなというふうに

は施設整備の中でサッカー場、それからパー

思っていますし。

クゴルフ場を整備をして、一般町民はもちろ

繰り返しになりますけれども、引き続き、

んですけれども、ネイパルの利用者の方々に

町としてもこの里見が丘公園の活用も含めて

活用していただこうということで、設立当時

連携をしながら、協調をしながら、やってい

から連携を図ってきたところでございます。

きたいなと、こんなふうに考えていますの

それから、ネイパルを利用されている利用

で、御理解いただきたいというふうに思いま

者の方々については、町の総合体育館の利用

す。

ですとか、運動施設の利用についても便宜を

以上でございます。

図っているということでございます。当然、

○議長（吉田敏男君）

９番髙橋議員。

これからもこの連携はしっかりとっていこう

○９番（髙橋健一君）

ありがとうございま

というふうに思っています。

した。

北海道の動きとしては、これは議員仰せの

ネイパルの杉山所長から非常に大変な仕事

とおり、全道で数カ所あったのですけれど

で、それが生きがいがあるから一生懸命やる

も、これはやはり統廃合、すなわち道財政も

と。しかし、非常に人手不足なものですか

大変厳しいということもあって、できれば地

ら、ぜひボランティアで手伝っていただけな

元で引き受けてくれないかという、こういう

いかという、そういう要請もありましたの

意向は今でもあります。

で、どうぞよろしくお願いいたします。

極端なことを言えば、足寄町があの施設を

最後になりますけれども、非常に自然豊か

引き受けたいといえば、すぐにくれるという

な場所で本当に日本に自慢できる里山だと私

ふうに思っています。

は思っています。
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たまに森の中で熊さんに出会うと大変です
けれども、この自然豊かな里山をうまく利用

種類ごとの量と金額はどのようになっている
でしょうか。

しながら整備計画をして観光資源にしていた

（３）それらの種類ごとの地域別、業種

だきたいと、私は非常に期待しているので、

別、公共施設別の使用量と金額はどのように

どうぞよろしくお願いします。

なっているでしょうか。

今日は長い間、どうもありがとうございま
した。

大きい２ですが、これらのエネルギーを小
水力・太陽光・バイオマス発電に切りかえる

○議長（吉田敏男君）

これにて、９番髙橋

健一君の一般質問を終わります。

ことで地域循環、地産地消に近づけることは
できないかということであります。

ここで、暫時休憩をいたします。

ご当地エネルギー、ご当地電力が流行語大

１１時１０分まで休憩をいたします。

賞候補にノミネートされるなど、注目を集め

午前１０時５８分

休憩

午前１１時１０分

再開

２０１４年６月、会津電力株式会社の佐藤

休憩を閉じ、会議を

彌右衛門社長がドイツのシエナウ電力株式会

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

てからしばらくたちます。

社よりシエナウ電力革命児賞を受けていま

一般質問を続けます。

す。日本のご当地エネルギーも世界に知られ

７番田利正文君。

てきたのだというように思います。

○７番（田利正文君）

議長の許可をいただ

日本でも多くのご当地エネルギー・電力が

きましたので、一般質問通告書に従って一般

つくられていますが、国の補助金を使ったエ

質問をさせていただきます。

ネルギー実証事業として行われ、地位に根づ

テーマは、地域循環型経済を目指す取り組
みについてであります。

くことができずに、残るのはエネルギーがら
くただけということも少なからずあったよう

我が町で地域循環型経済を目指す取り組み
といえば、住環境整備補助金制度、これが一
番新しい、かつ町民の皆さんによく見える取
り組みだというように思います。

に思います。
ご当地電力を具体化する場合の事例を挙げ
て、下記の４点について伺います。
（１）足寄川の水を使って旭町地域で必要

今回は、この地域循環型経済を目指す取り

な電気をつくる、あるいは利別川の水を使っ

組みをエネルギーの分野で具体化する中で、

て下愛冠地域で必要な電気をつくる、小水力

雇用の場をつくり出すことができないものか

発電をやる場合どのような障壁があるでしょ

と考え、大きく分けて以下の３項目について

うか。

伺います。

（２）同じことを太陽光パネル発電でやる

１点目です。現在、我が町で使われている
エネルギーの種類と量、金額などについて。

場合には、どのような障壁があるでしょう
か。

足寄町で使用しているエネルギーの全体量

（３）ソーラーシェアリグという太陽光パ

がどのくらいあるのかを共通認識にしておく

ネルによる発電方法も実証されているようで

ことが取りあえずの業務の出発点になるだろ

すが、我が町の耕地で使えるものでしょう

うと思いがありまして、３点について伺いま

か。

す。

（４）バイオマスエネルギーセンターの取

（１）現在、足寄町で生産、販売、流通し
ているエネルギーの種類ごとの量と金額はど
のようになっているでしょうか。

り組みはどうなっているのでしょうか。
大きい３です。アメリカの先住民族に、こ
の大地は子孫からの借りものという考えがあ

（２）町外から購入しているエネルギーの

るそうですが、我が町の森林資源を子孫まで
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持続可能な森林業システムを、今を生きてい

すけれども、そこに足寄から派遣して（１）

る我々の世代がつくり残さなければならない

から（３）までの具体化のプロセス・ヒント

と考えています。

をつかんでくる取り組みはできないでしょう

北海道とほぼ同じ面積のオーストリアで

か。

は、林業労働者とその職場はかつての３Ｋの

以上であります。

イメージはなく、若者のあこがれの職業だと

○議長（吉田敏男君）

いう。

○町長（安久津勝彦君）

林業高校を卒業すれば、林業労働者にはな
れるが、森林の適正な管理のために国立の林

答弁、安久津町長。
田利議員の地域循

環型経済の取り組みについての一般質問にお
答えをいたします。

業研修所で学び、５００ヘクタール以上の森

本町は、広大な行政面積を有した中山間地

林を管理する資格、森林官（フォレス

域であり、一見不利に思える条件の中から資

ター）、５００ヘクタール以下の森林を管理

源として利用可能なものを発掘し活用するこ

する資格、森林マイスターの資格を取得する

とで地域振興を図るため、平成１３年度に足

ことによって山の管理が適正に行われ、今後

寄町地域新エネルギービジョン及び木質バイ

１００年、２００年も資源として活用してい

オマス資源活用促進ビジョンを策定してお

けるという。

り、また、平成２２年度には足寄町バイオマ

この国の発想と経験を参考に、以下４点に
ついて伺います。

スタウン構想を策定し、地域資源エネルギー
を活用し循環型の経済を具現化する取り組み

（１）森林マイスター制度に学び、民有林

を目指しております。

の維持管理の考え方、システムづくりを１０

特に、基幹産業である林業・林産業や農畜

年ぐらいの期間を見て取り組む必要があるの

産業から排出されるバイオマス資源、豊富な

ではないでしょうか。

日照を生かした太陽光、温泉熱などが有望視

（２）木材をＣＬＴ（クロス・ラミネイ

されたことから、これまでも木質ペレットや

ティド・ティンバーというのだそうですけれ

家畜バイオマスガス等のバイオマス燃料製

ども、直角に張り合わせた板、集成材）に加

造、太陽光発電の導入などを図ってまいりま

工する工程から販売まで、それこそオール十

した。

勝、オール北海道で具体化できるように我が

質問の１の（１）につきましては、調査・

町から発信していくことはできないでしょう

把握することが困難ではありますが、町の公

か。

共施設に限って申し上げますと、種類ごとの

（３）オーストリアのヴィントハーガー社

量及び金額については、平成２７年度の実績

では、何の木でつくられたかを自動で判断す

といたしまして、電気の消費量は４６６万キ

る完全燃焼に近いペレットボイラーを完成さ

ロワットアワーで、金額は約１億３,０００

せているといいます。販売価格も石油ボイ

万円、化石燃料の消費量につきましては、Ｌ

ラーとかわらないところまで来ていると。ペ

Ｐ ガ ス は６ ,９ １ ２立 方 、灯 油 は約 ２ ５万

レットは、石油のようにタンクローリーで使

リットル、車輌用のガソリンは約２万８,０

用家庭に運ばれ、生産から販売、流通、回収

００リットル、車輌用軽油は１３万２,００

まで制度化されているという。足寄でもこの

０リットル、Ａ重油は６５万４,０００リッ

ような取り組みを加速化できないでしょう

トルで、化石燃料の合計金額は約７,２００

か。

万円となり、年間総額２億２００万円となっ

（４）４年に１度、オーストリアの里山を

ております。

丸ごと展示場として開かれている林業機械展

なお、再生可能エネルギーである木質ペ

示会、オーストロフォーマというのだそうで

レットは３４０トン消費されており、金額と
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しては１,７００万円となっております。

ガスプラントはさまざまなすぐれた機能を有

質問の１の（２）につきましては、公共施

するといわれておりますが、一方では、一般

設でしかお答えできませんが、木質ペレット

的な課題として建設費が高いこと、また、集

以外は全て町外からの購入となっておりま

約型プラントであるがゆえに管理運営等の調

す。

整など地域に合った仕組みをつくらなければ

質問の１の（３）につきましては、公共施

ならないことなどがあり、現在、足寄町農業

設は先ほど答弁した内容となっております

協同組合、各関係者等と協議を進めていると

が、それ以外の種類ごとの地域別、業種別の

ころでございます。

使用量と金額については調査把握することが

また、本町を含む十勝管内１９市町村は、

困難であることから、回答することができま

バイオマス産業都市、十勝地区の認定を国か

せんので、御理解をいただきたいというふう

ら受けており、本制度を活用し来年度の予算

に思います。

獲得に向けて関係機関への働きかけを行って

次に、質問２の（１）につきましては、河
川等を利用した発電の障壁といたしましては
３点考えられます。

おります。
次に、質問の３の（１）につきましては、
本町では民有林も含め、平成２１年から平成

１点目は、小水力発電は水量と流速による

３１年までの１０年間の期間で森林整備計画

ものであり、当町の河川においては自己完結

を樹立しており、内容等に変更が生じた場合

型の需給システムをつくるのが簡単ではない

は随時見直しを行いながら森林の維持管理及

ことから技術的障害、２点目は設備投資・維

び資源の循環を図っております。

持管理等も含めた経済的障壁、３点目は法定
障壁として水利権があります。

質問の３の（２）につきましては、木材の
ＣＬＴの取り組みについては最近日本でも始

質問の２の（２）につきましては、再生可
能エネルギー電力の固定価格買収、これはＦ
ＩＴ制度でありますが、これが平成２４年度
に施行され、全国的に導入手続等が比較的容

まったばかりであり、実用化に向けて多額の
設備投資がかかると言われております。
現在のところ、本町からＣＬＴの使用に向
けた発信については考えておりません。

易な太陽光発電に偏っていることから、現

しかし、本町ではＣＬＴは使用しておりま

在、送電網の確保が必要となっており、大き

せんが、平成１７年度から役場庁舎を木造で

な障壁となっております。

建築して以降、子どもセンターや小中学校等

質問の２の（３）につきましては、法的な

の公共施設においても率先して大断面集成材

条件が整えることができれば可能であります

を使用した木造建築の普及を図ってきてお

が、耕作地での農作物の生育等に与える影響

り、多くの視察者に御紹介をしているところ

や農作業の効率・採算性等を考えた場合、本

であります。

町での太陽光発電設備を設置することについ
ては難しいと考えております。

今後、ますます各地において木造建築が普
及されることを期待しているところでありま

質問２の（４）につきましては、現在、数

す。

戸の生産者を中心に家畜ふん尿処理施設とし

質問の３の（３）につきましては、本町を

て集約型のバイオガスプラントの建設を計画

初めとして十勝管内の数市町村がペレットス

しております。

トーブ等の導入補助金を実施しております。

バイオガスをエネルギーとして有効活用す

本町のペレットストーブ導入は、平成１７

るとともに、消化液を肥料として農地に還元

年から現在まで一般家庭と公共施設を合わせ

し、資源循環型の農業を構築するための施設

て１０９件となっております。

として活用しようとするものであり、バイオ

各家庭に配送できる状況になるためには、

― 17―

まだまだ普及していかなければ実現化は難し

及すればするほど性能が上がり、コストが下

いと考えております。

がっていく、事実、学習効果があるのだそう

質問の３の（４）について、オーストリア

であります。

と日本では地形的な条件、環境等が異なると

原発は逆に、技術が進めば進むほどコスト

思われますので、現在のところ本町として具

は高くなる技術忘却曲線を描くのだというこ

体的な取り組みについて考えておりませんの

とでありますけれども。

で、御理解を賜りますようお願い申し上げ、

地域循環型エネルギーあるいは再生可能エ

田利議員の一般質問に対する答弁とさせてい

ネルギー、自然エネルギーともいいますが、

ただきます。

これらについては、人類史上第４の革命とい

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員、再質

問を許します。
○７番（田利正文君）

われているそうであります。地域小規模分散
型技術として急速に発展しています。

再質問に入るわけで

これも普及が進めば進むほど、先ほどのペ

すが、今回の私のテーマは、地域循環型の経

レットストーブではありませんけれども、コ

済を目指す取り組みの中でエネルギーの分野

ストがだんだん下がってくるというのが現実

でそれを具体化できないかということが一

であります。

つ。

それで、太陽光発電では建築材料との一体

その取り組みの中で雇用の場を生み出すこ

化が進み、ゼロエネルギー住宅あるいはエネ

とができないかというふうに考えたわけであ

ルギープラス住宅などのエネルギー分野と建

ります。

築分野での融合が進みつつあります。

それで、今回質問するに当たり、私なりに

例えば、電気料金よりも自分の家の屋根に

調べた現時点での到達点といいますか、知り

つけた太陽光パネル発電のほうが安いとなれ

得た知識の到達点といいますか、それを述べ

ば、発電・送電・売電を担う電力会社が要ら

た上で改めて町長の見解を伺いたいというふ

なくなる時期が来るかもしれません。

うに思います。

アメリカの最大手発電会社ＮＲＣは、こう

まず、一つ目ですが、なぜ地域循環型のエ

した時代の変化を見越して屋根置き式の太陽

ネルギーをつくる取り組みが必要なのかとい

光発電に巨額の投資をしているそうでありま

うことの大前提の話になるのだと思いますけ

す。

れども、数十万年の人類の歴史の中で、産業

士幌農協が実際に農家で発電した電気を買

革命以来、化石燃料を使い急激な発展を遂げ

い取って士幌農協の事務所や店舗に使うとい

てきたということは事実であります。

う報道も道新でありました。

しかし、その化石燃料はそんなに遠くない

大きな視点で見れば、エネルギーの地産地

時期にいずれなくなるときが来る。これも事

消という方向プラス地域小規模分散型で行か

実だと思います。そして、地球環境を破壊し

ざるを得ない時期に来ているのだというふう

てきたというふうに思います。

に私は思いますが、この辺の町長の見解を伺

これは、ちょっとこことは関係ないのかも

いたいと思います。

しれませんけれども、後の話に触れていくの

○議長（吉田敏男君）

でちょっと触れておきますが、およそ２０年

○町長（安久津勝彦君）

前に登場したインターネットが加速度的に発

す。

展して情報通信のＩＴ革命、人類史上第３の
革命といわれているのだそうですけれども、
さらに進化しています。

答弁、町長。
お答えをいたしま

まず、化石燃料につきましては議員仰せの
とおりだというふうに思っております。
そのことも含めて我が町で何ができるのか

パソコン、液晶テレビ、携帯電話などは普

ということもあって、これは民間の異業種の
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方々が酒飲みから始まって今のペレット工場

今、例えば、足寄で足寄の方が、例えば民

をつくって木質ペレットを生産をしていると

間事業者の方がやりたいといったときには、

いうことでございます。

現状どうなっているかというと、北電はもう

また、あわせて環境問題でいきますと、当

おなかいっぱいですと言っているのです。も

然、化石燃料を燃やしていけばＣＯ ２ の問題

うこれ以上ちょっと受け入れできませんとい

がありますから、これも我が町はいち早く道

う。こういうことも現実ぶつかっているわけ

内の四つの市町村と手を結んで環境省が進め

です。

ているＪ－ＶＥＲ制度、この取り組みもして
いるところでございます。

もう一つあるのは、これは後ほどのバイオ
ガス発電の関係もこれも同じＦＩＴ制度にあ

それから、後段の自然エネルギー、太陽光

るのですけれども、少しずつ国のやり方も変

発電も含めて、あるいは士幌農協の例もお話

わってきているのですけれども、今ことしの

がございました。

４月から売電については自由化ということで

太陽光発電につきましては、私どももいち
早く一般家庭の太陽光導入について補助制度
もつくっております。

なっていますけれども、発電と送電、今現状
は一体なのです。
今の再質までは詳しく答えますけれども、

ただ、まだまだ設備費が高いということも

今、具体的に話を進めているのは芽登地区で

あって、今現在も一定の予算を組んで助成制

集約型のバイオガスプラントをつくりたいと

度はつくっていますけれども、なかなか全戸

いっているのですが、問題は発電したやつを

の屋根になんていうことにはほど遠いという

つなぐ線がないというのです。既存の線では

ことであります。

とってもではないけれども受け入れできませ

これ、私の私見も含めてでありますけれど
も、やっぱりとりわけ電気あるいはそのエネ
ルギー関係、やっぱり国策と大きくかかわっ
ているということです。

ん。新たに送電線を設置しなければいけませ
ん。
これ、正式にはこれから申請して、ではど
のくらいお金がかかるのかという相談に入る

国も、先ほどの答弁の中にもちょっと触れ

のですけれども、つかみでお話を聞いている

ましたけれども、ＦＩＴ制度、要するに買い

段階では１億円を超える設備が必要ですよ

取り制度というものをつくりました。

と、こういうこともいわれているのです。

この中身たるや、これ私はすばらしい制度

もう一ついいますと、四十数円で買い取り

だというふうに思っているのですが、これは

をしている。これ、国がお金出しているかと

東京で行われた会議の場でも発言をさせてい

いうと、出していません。消費者の方に行っ

ただいていますけれども、私は国は無責任で

ているのです。電気料金の請求が来たらあり

はないのかという話をさせていただいていま

ますよね。太陽光とか何とかと書いてあった

す。どういうことかと言いますと、例えば、

のかな。ですから、要は、消費者の方が全部

ＦＩＴ制度で買い取りするのは各電力会社に

負担しているということになるのです。

買い取りすれといっているのです。これはも
う義務化ですよね。

ですから、国も余りというかお金出してい
ませんし、もっといえば、電力会社も損して

これは、当初、太陽光発電はスタート時点
はたしか４２円ですかね。今現在は相当落ち

いないのです。そういう問題もあるよという
ことであります。

ていますけれども。どういう現象が起きたか

それと、もう一つ、ついでですから言いま

というと、やっぱり金を持っている企業がメ

すと、今、木質、これを使った発電所、道内

ガソーラーということでどんどんやってし

で今既に江別、これもう火つきました。発電

まったのです。

開始しています。それから、北見紋別、ここ
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でももう火つきましたかね。これまた、大規
模な発電所なのです。

ただ、やっぱり事業化をするということは
やっぱり採算の問題が出てきますから、これ

私は、これバイオマス、木質の発電所をや

はなかなかよほどの詳しい方、もっと言えば

りたいなという思いもあったのですけれど、

専門家にもいろいろ御指導をいただかなけれ

これ木を燃やして発電するわけですから、今

ば簡単なことではないなというふうに思って

まで聞いている中では江別も紋別も年間２５

います。

万立方の木材というか木を使う。

本当に、先ほど、国の政策と言いましたけ

このコンセプトは、現地で投げられている

れども、そこら辺をやっぱり理想の形という

無料の木材を使ってということなのですけれ

のは、私も地域にある資源を使って、自分た

ども、現実、それだけ確保できるのかという

ちで地産地消ではないですけれども、そうい

と、ちょっと私は懐疑的です。

う形ができ上がれば一番いいのかなと、そん

うちの町もやりたいなと思って担当者とも

な思いはしています。

話ししたのですけれども、木は燃やせばなく

足寄町にも家畜のふん尿がありますし、豊

なってしまいますよね。まかり間違えば、よ

富な太陽光もありますし、それから豊富な森

ほどのしっかりした計画を立てていかない

林も持っているということですから、将来的

と、はげ山続出になりかねないかという、そ

には実現可能ではないというふうには思って

ういう危惧もしております。

いますけれども、それにはやっぱり国が大き

もうちょっと説明させていただきますと、

な考え方を示していただかないと、まち単独

苫小牧でも大型の木質発電を計画されていま

でというのは極めて難しいのかなと、調査・

す。それから、白糠でもという情報もいただ

研究は引き続きやっていきたいなと、こんな

いています。江別では王子製紙さんがやって

ふうに思っているところでございます。

いるのですけれども、王子製紙の北海道の支

以上でございます。

店長さんと会議で一緒になることありますか

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

ら、どうですかとお話聞くと、やはり原料の

○７番（田利正文君）

今の町長の答弁を伺

調達はなかなか困難といいますか、そういう

いまして、私が今問題提起していることにつ

お話を聞いております。

いては大差ないというふうに理解したのです

ここは、道森連も含めて、あるいは国有林

けれども、よろしいでしょうかね。

も含めて原料確保には全面協力しますよとは

その中で、ここまで来るとどこから話して

言っていますけれども、本当にそれぞれの施

いいかわからなくなるのですけれども、町長

設がフル稼働したときにどういう現象が起き

が今言われたのは、国の政策があってなかな

るのかというのは極めて心配をしているとい

か我が町単独でできないという話がありまし

うことでございます。

た。私が調べた範囲の中では、逆なのです。

それから、士幌農協さんの例でいきます

逆というのは、小さい村、小さい自治体から

と、これは士幌農協はバイオガスプラント、

自分たちのできるところは何かというところ

個別型のプラントをやっているのですが、そ

から始めて、そして人が集まってきて議論を

こで発電したものを農協が買い取って自分の

して、具体化をして発電会社をつくるとか、

施設も含めて、それから売電、これは先ほど

あるいは風力発電をつくるとかということを

申し上げた、４月から売電の自由化になって

やってきて成功させて。それをまたどんどん

いますから、そのことを指しているのだろう

広がっていって日本でいえば、道に広がって

というふうに思いますけれども、ここは実は

いって、国に広がっていくと、そしてここで

私も非常に興味を示しているところでござい

いえば建築基準法が見直されて、ここでいう

ます。

ＣＬＴが建築基準法上は、オーストリアでは
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８階までオーケーだそうですから、８階まで

から一定の知識もあったのですけれども、こ

オーケーになるとかというふうに国がぱっと

れをペイする、元を取るには、ちょっと見え

動くというふうになるのだと。

ませんねと。だから、実際のその検討に入る

もちろん、日本の場合はそこまでなってい

以前で、それは断念しようということで。

ませんから、動いていないということなので

当然、そのときも国の補助制度ということ

しょうけれども、そういうことがあるのだと

も頭に入れながらの検討だったのですが、

いうふうに思うのです。それで、ちょっとど

ちょっとそこでは光が見えてこなかったもの

こからいっていいのかわからなくなって。

ですから、これはちょっとやめようというこ

１点目で、なぜ足寄町内で消費されている
エネルギーの量だとか金額を聞いたのかとい

とで。町の施設でいけば、中学校にパネルを
設置しています。

うことなのですけれども、今金額出たのは町

これは、採算性の問題ではなくて、やっぱ

で使っているやつだけですよね。だけでも億

り子供たちに太陽光パネルでこういう発電が

単位ですよね。その億単位が、もし町内のエ

できて、中学校で使っている電力のこれぐら

ネルギー、町内の資源を使ってエネルギーを

いの量はこれでまかなっているのですよとい

つくり出すことができて、それを町内で使え

う、そういう教材用に設置をしているという

ば、それなくなりますよね。簡単にいえば、

ことで、町として公共的に設置をしている事

単純なこといえば。そういうことなのです。

例もございませんので、御理解いただきたい

そのことをやるために、例えばの話ですけ

なというふうに思います。

れども、足寄町で今使っている、ここで示さ

○議長（吉田敏男君）

れた金額の電力をつくり出す、あるいはエネ

○７番（田利正文君）

ルギーをつくり出す場合にどのぐらいのどう

も、小水力発電のところで、水量と流速、そ

いう障壁があるかというところが知りたいの

れから自己完結型の需給システムをつくるの

です。

が簡単ではないという技術的な障壁がある

例えば、限定します。足寄役場あるいは町
民センターだけで使っている電気に絞って、

７番田利議員。
２点目ですけれど

と。
これをもう少し細かくわかりやすく説明い

そこで使われている電気を太陽光パネルでつ

ただけたらと思うのですけれども。

くる場合にはどのぐらいの例えばここに金が

○議長（吉田敏男君）

かかるからできないと、こういう技術がある

○経済課長（村田善映君）

答弁、経済課長。
経済課長です。

からできないとかといろいろ障壁があると思

まず、河川の量としての水力発電なのです

うのです。その辺の障壁というのは、もし具

けれども、水量と流速という言葉なのですけ

体的にわかればちょっと教えてほしいなとい

れども、要は落差です。

うふうに思いますけれども。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

わかりやすくいえば、ダムを想像していた

答弁、町長。

だければわかるかなと思うのですけれども、

具体的な試算をし

基本的には足寄町の河川というのは、一部流

たことはありませんからお答えすることはで

速の速いところもあるのですけれども、やは

きませんけれども、一時検討をしたのは、役

りまだなだらかだということで。

場の庁舎の屋根、あるいは、あの駐車場あり

要は、落差があることによってエネルギー

ますよね。ここにパネルを設置しようかとい

を起こせると。その仕組みづくりに対して地

うことを検討をしたことはありますけれど

形的に厳しいということと。あと、今おっ

も、これはやっぱり設備する、投資する金額

しゃっている中での需給システムという自己

と、これは詳細な設計はしていませんけれど

完結というのは、まず例えば、先ほど田利議

も、前副町長はそういった建築屋さんでした

員がおっしゃっているように、足寄川でいけ
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ば旭町で自己完結型にできる仕組みがきちん

以上です。

となり立つかどうかというのは、これ調査し

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

てみないとわかりませんけれども、そういっ

○７番（田利正文君）

これはちょっと古い

たことが中にはあります。

のですけれども、川西農協の水力発電がまだ

当然のように、次につながってくるのです
けれども、経済性だとかそういったことが観

現在も生きているのです。これ、私見てきた
のです。

点、比例してきますので、まず最初に言って

ここ、確かに人工のダムというのでしょう

いるこの河川というのは、まずは今言ってい

か、何でしょうか、水をとめるコンクリをし

るように落差、これがないと発電できないと

てこっち側に水路を引っ張ってきて、そして

いうことで御理解していただければありがた

落差をつくっているのです。

いなと思っています。

例えばの話です。具体的に実証していない

以上です。

ですからわからないのかもしれないですけれ

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

ども、中足寄のもっと上のほうからずっと水

○７番（田利正文君）

その落差の件ですけ

路を引っ張ってきて旭町のあたりで落とすと

れども、詳細にはわかりませんけれども、６

いったときにはそれなりの量があって回せる

メートルあればだめなのでしょうか。

のではないかと、単純に素人だから思ったの

例えばの話です。中足寄のあたりから旭町
まで引っ張ってきたときには６メートルの落

です。そういうことを聞きたいなと思ったの
です。

差があると。その６メートルの落差で落とす

これを見た場合には、そんなに太いのでは

水で水車を回すということはできないのかと

ないのです。かなり昔のやつだと思うのです

いうことなのですけれども。

けれども。水路の幅がこのぐらいでしょうか

○議長（吉田敏男君）

ね。ぐらいの幅の中でずっと流れてきてい

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

大変申しわけな

いです。

る。
それで、これ何でしょうかね。会社名が右

今言っているように、距離が長いとそれだ

から書いていますからすごい古い会社の発電

けのエネルギーを保つだけの力を持てません

機を使っているのですけれども、それでも起

ので、単純なことを言ってしまえば、一気に

こせていると言っていましたので。そんなこ

どんと落ちるような形でなければ、いわゆる

とがあっているのが一つと。

賄えるだけの発電量には達しないということ
で。

それから、今は落差でこうやって落とさな
くても流れがあれば回せるスクリュー型のや

恐らく、言っていることは、確かに距離は

つもあるというふうにいっていますよね。そ

長い落差があるから発電を起こせるのではな

んなやつを使うことができれば、わざわざ金

いかということではないかなと思うのですけ

をかけてずっと水路を引っ張ってこなくて

れども、それは地形的だとか条件的にできな

も、そのスクリュー型のやつでやることがで

いということで御理解できないかなと。

きるのではないだろうかと。

今言っているように、そもそもが詳しい調
査というのはうちらもしておりません。

富良野の麓郷で、あれを道でやっているの
でしょうか。道で実証試験をやっているそう

ただ、一般的な小水力発電の手法によって

ですけれども。

は、今言っているように、落差がきちんと保

そんなのを含めて、検討をされていなけれ

たれなければならないということがあります

ば答弁できないですよね、という思いがあっ

ので、そういうことで御理解願いたいと思っ

たものですから聞いてみたのですけれども。

ております。

もし、わかれば。
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○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

例えば、旭町地域で使うエネルギーを旭町

お答えをします。

にある各家庭の屋根にパネルを乗せて、もち

発電をする目的、どこで消費をさせるの

ろん、それなりに議論された結果ですよ。さ

か、これでも全然変わってしまうと思うので

れた結果、そういうふうにしなければ無理で

す。

すけれども。例えば、町がやりなさいという

本当に小量の水、流量、それから落差。要

わけにいかないわけですから、そういう議論

は、どこで使うかです。例えば、小さな小屋

なり取り組む主体ができた上での話ですけれ

のぽやっとともる電気でいいのだというので

ども、そういうことが可能かどうかというこ

あれば、それは可能だというふうに思いま

となのですけれども。

す。ただ、一般的に、話のベースとして、田

○議長（吉田敏男君）

利議員がどういう主旨であれなのかわかりま

○町長（安久津勝彦君）

せんけれども、少なくとも地域で循環させ

す。

答弁、町長。
可能は可能なので

る、地域で地産地消ということであれば、一

問題は、これだけ太陽光発電が全国的にぶ

定の発電量がなかったら無理ということです

わっと広がったというのは何かといいます

から。ですから、先ほども太陽光発電の話も

と、先ほどから答弁しているとおり、ＦＩＴ

ありました。屋根に上げるやつは、まずは自

制度ができたということなのです。通常の電

分のところのやつはまかないましょうと、

力会社が一般の消費者に売っている金額より

余った分は北電さんに買ってもらいましょう

も高く買い取れという国のあれですから。そ

と、こういう仕組みですよね。

ういう制度ですから。もうかるからどんどん

ですから、そこのベースをどこから議論す

広がったのです。

るかで全然変わってしまうというふうに思い

これ、どうやってもかないません。その買

ます。発電自体は、多少であればどんなこと

い取り制度がなかったら。やっぱり一番安い

でもできると思います。風力だとか大きいや

のは、私どもの地区でいけば北電さんから買

つをつけなくたって、小さなやつで微量であ

うのが一番安いのです。それを乗り越えられ

れば十分できるのだというふうに思っていま

るようなことというのは、やっぱりそれは経

す。

済性の問題は度外視して、採算の問題は度外

以上でござます。

視して環境の問題だとか地産地消だとかとい

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

う崇高な目標、それで必要な財源はもう投入

○７番（田利正文君）

今、町長、小さいの

してもいいのだよという判断になるとすれ

と言いましたけれども、私があえてここで仮
定しているのは、それで地名を挙げたのです

ば、それは可能です。
もうそこに尽きるというふうに思っていま

けれども、旭町地域全体で使う電球だとか、

す。

それでは無理だということですね。

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

○７番（田利正文君）

そう言われると、身

わかりました。これはそこに置いておきま
す。無理な話をこれ以上議論してもしようが

もふたもないという感じがするのですけれど

ないですから。

も。

二つ目ですけれども、２番目の二つ目で
す。（２）です。

全国のいろいろなところの自治体のエネル
ギー１００パーセントを実現している自治体

同じことを太陽光パネルでやる場合も、今
町長が言われた点で不可能だということにな

がありますよね。ここであえてごちゃごちゃ
言うこともないと思うのですけれども。

るでしょうか。もちろんこれも実証されてい
なければわかりませんけれども。

例えば、一つだけ。稚内で電気のだけで
す。宗谷岬のところからずっと高さ６０メー
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トル、羽が３０メートルというやつをだっと

とは個人のものになるというのです。それま

並べているのですけれども。それと、太陽光

では、工事全部を含めて一切合切その民間で

パネル。これも氷点下１７度で一番電気が起

みんなでつくった電力会社が各家庭の屋根に

きると、そして凍りついたパネルのやつはパ

パネルを設置をするというのをやるというと

ネルがこう動くようになっているのだそうで

ころもあるのです。

す。傾けると多少の電気が発生するので、解

だから、そういうやり方もあるのだなとい

けて雪が落ちると。パネルから。というよう

うふうに思ったものですから、足寄でもそう

なところまでなっているのだそうですけれど

いうことができないかというふうに思って伺

も。

いました。今のところは、ちょっと今できな

確認したのです。私が調べたときには、ま
だ７０パーセントだと言っていました。稚内

いということでしたので、先に進みたいと思
います。

市で使う電力の。ところが、今は９０パーセ

もう一つは、２の３ですけれども、ソー

ントだそうです。そして、今もう議会を通っ

ラーシェアリングのやつですけれども、これ

ているのかどうか、そこまで聞きませんでし

も私自身が実際これ見て来られませんでした

たけれども、新しく増設する計画があるのだ

し、遠いのです。実証しているところが。富

そうです。これができると１００パーセント

山県なのです。あと千葉県なのです。だか

超になると言っていました。電気です。そう

ら、そこまでなかなか、先ほどの髙橋健一さ

いうふうにして、やればできるのだなという

んではありませんけれども、行ってこられま

思いがあったものですから。

せんでしたので、見られないものですから。

もう一つは、上士幌のほうからずっと下り

写真だけは見られるのですけれども、だから

てきますよね。そうしたら、里見が丘のとこ

本当に、例えば郊南の畑作地帯であれを建て

ろにとまって、ドライブインのおうちが

てトラクターが行きかうことがきちんとでき

ちょっとあるところですけれども、あの辺に

るのか、問題ないのかというところはちょっ

とまって足寄の街を見下ろすと。こんなふう

と自信がなかったのです。それで聞いてみた

に言った方がいらっしゃるのです。各家庭の

のです。

屋根がいっぱい空いていますよね。公共施設

論文ではというか、写真では、遮光率を３

の屋根が空いていると。いや、ここに太陽光

３パーセントにして、つまり光が何ぼどんど

発電の資源がいっぱいあるなと言ったそうな

ん光りが当たっても、食物は必要ないのがあ

のですけれども。

るわけで、できるわけです。その分を、いわ

だから、それをどうやって実現するのかと

ば太陽光パネルのほうでもらって発電を起こ

いうのは、私自身は技術屋でもないし何とも

すと。１対２の割合だというふうに言ってい

ないから、こうやってやればこういうふうに

ました。

なってとは言えないのですけれども、そんな

それで実際に実証をして成功をしているの

ふうに言った人がいました。なるほどなと

だそうですけれども、それが大型機械を使っ

思ったのです。

ているのかどうかというのがちょっとわから

それを聞いて思ったのは、琵琶湖のほうで

なかったのです。写真にも論文にも載ってい

お日様、何ファンドだったかなといって、各

なかったものですから。そんなことがありま

家庭につけるのはその会社でつけると。そし

す。

て、それはいますよと。町長が言われた買い

それから、バイオマスエネルギーセンター

取り制度ができてからの話ですから、買い取

の取り組みですけれども、まだうまくいって

りをしてもらった上で５年すれば、個人の屋

いるという段階ではないのですよね。簡単に

根につけたやつのパネルの元は取れると。あ

一言でいってしまえば。
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○議長（吉田敏男君）

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

になったのは、可能性調査の結果でありま

今現在、計画を

す。

進めているバイオマスについては順調という

実は、中断をしておりました。

か、各関係機関と協議を進めて現在進めてお

何かというと、先ほどもちょっと触れまし

ります。

た、送電網の関係があって、莫大な費用がか

協議を進めているということです。
○議長（吉田敏男君）
○７番（田利正文君）

かるということも含めてそのことが一つと、

７番田利議員。

それとあと、設置場所がなかなか二転三転を

バイオマスエネル

していた。

ギーセンターの導入・性能調査（概要版）が

それから、想定しているのは集中型のバイ

あるのですけれども、その後ろにこうやって

オマスプラントですから、参加農家です。参

書いてあるのです。

加農家が最終的に何戸になるのかということ

事業化の体制に向けて、事業協議会の結成

も含めて、なかなか詰まらなくて一時こう

が必要だと。それから、二つ目が利用組合の

あったのですけれども、ここに来て、参加農

結成が必要だと。それから、だれが事業主体

家、現段階では３戸ということになっていま

となるか、それから借り入れは可能かなどの

す。

事業計画。もうこちらは得意だから、既にや
られていると思うのですけれども、問題はそ

そして、ここには町も積極的に今かかわっ
ております。

の事業協議会あるいは利用組合のほうだと思

参考までに申し上げますと、今の生ごみは

うのです。それから、だれが事業主体になる

今うちの町は３町で銀河クリーンセンターで

かというところの、いわば民間の人たちの意

埋め立てをしております。この処分場が、延

思確認というかいうところが大事になると思

長をしてきていたのですけれども、３０年度

うのです。そこがうまくいっているところは

で受け入れ満杯になるということであります

進むのだと思うのです。

から、町も積極的にかかわっている一つの大

というのは、私が今回の質問のために調べ

きな理由の一つとして、この生ごみをふん尿

たのですけれども、環境エネルギー制作研究

処理のバイオガスプラントに一緒に投入をし

所というところがありまして、４人の博士が

て処理することができないかと。

つくっている、中心になっているところなの

基本的な考え方は、埋立処分が終了した場

ですけれども、その中につくり方の項目があ

合については十勝の環境組合に加入をして

るのです。例えば、こういう人が、人材が必

そっちにという当初からの計画ではあったの

要だ、こういう人材が必要だ、そのためにこ

ですが、足寄からセンターまでというと相当

ういうふうなやり方が必要だと。その中にあ

な距離があって輸送費も相当かさむぞなんて

るのと同じことをここに書かれてありました

いうこともあって。これもちょっと経済的な

から、わかっているのだと。足寄町でも。

比較もあるのですけれども。まだまだ結論は

だとしたら、そこのところで、きちんとう

出していませんけれども、そのことも視野に

まく進めないと、逆にいえば失敗することも

入れながら町も積極的にかかわってバイオガ

あるし成功することもあるよというふうに

スプラントを何とか成功をさせたいなとい

思ったものですから、あえてそこを聞いてみ

う、そんな思いで着々と関係機関が集まっ

たのです。それで、２９年度ということです

て。何々協議会なんていう固苦しいことは

から、その辺は大丈夫だというふうにいいで

やっていませんけれども、これは民間の方も

しょうか。

含めて協議を今どんどん進めているというこ

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

とで。目標としているのは、来年のこのバイ

今の議員がお示し

オマス作業都市の認定を受けていますから、
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このルートで何とか補助金をいただいて建設
できないかということで、今、詰めの作業を
していると。

２番の４番からだと思うのですけれども。
先ほど、町長の答弁で参加する農家が３件
しかないというふうに言われました。

これはもちろん、だれが建てるのかも含め

私が心配することではないのかもしれませ

て、あるいは建てた後、誰がそれを運転して

んけれども、それで採算が合うのかどうかと

いくのですかと、それからもっと言えば、で

いうのが問題と、それから参加しない理由

きた液をどうやってまくのですかという、そ

は、素人が考えるのですから多分費用のこと

ういう重要な部分の詰めの段階だということ

だろうと思うのですけれども、そんなことも

であります。

含めて、所有権ですとか、それから費用で

この間、議会でも私の考え方、お話を一定

す。費用は参加者がどのくらい負担するのか

程度させていただいていますけれども、これ

だとか、あるいは出た便益というのでしょう

が建設に当たっては町としても最大限の支援

か、利益というのでしょうか。それは、地域

をしていきたいなと、こんなふうに思ってい

にきちんと還元されるのかということについ

るところでございます。

てちょっとお聞きしたいのですけれども。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）
時間になりましたの

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
今の大筋といいま

で、昼食のため１時まで休憩をいたします。

すか、まだ公表できる段階にありませんけれ

午後

０時００分

休憩

ども、大枠でのこういう方向でという話は進

午後

１時００分

再開

んでいるということでございます。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

その大枠の中で、当然、建設主体をしっか
り決める。それから、実際に、先ほども答弁

ここで、町長より、答弁の補足があるそう

したとおり、プラントを運営する。これは今

でありますので、それを許したいと思いま

のところ、新会社を立ち上げようというよう

す。

な、そういう流れになってございます。

町長、答弁。
○町長（安久津勝彦君）

それから、もう一つあるのがＦＩＴに乗る
先ほどの田利議員

ための発電の部門。これは、実は発電部門、

のバイオガスの関係の答弁の中で、今、銀河

売電する分については国の補助事業の対象外

クリーンセンターの埋立処分のところ、これ

ということになるのです。ですから、その部

は生ごみとちょっと。生ごみも埋立処分して

分は自まかないでやらなくてはいけないとい

いるように取られるような答弁をしてしまい

うことですから、これは別の会社でやるの

ましたので。生ごみは堆肥化をしているとい

か、先ほど申し上げた、運営会社もそれを含

うことですので。

めてやるのかという、そういう今最終の細か

埋立処分場がいっぱいになるから、３町で
やっている銀河クリーンセンターのあり方自

な詰めに入っているというようなことでござ
います。

体がもうあそこがおしまいになるということ

参加農家については３件ということなので

もあって、生ごみの処理もあわせて十勝の環

すけれども、いずれもフリーストール農家と

境複合事務組合のほうに移行するのかどうか

いうことで、社外については、当初は１２戸

という、その判断に迫られているという、そ

ぐらいで話を進めていたのですけれども、社

ういう意味でございますので。

外については今緊急性というか、そういった

補足をさせていただきました。

部分を代謝等で切りかえ補修をしながらふん

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

尿処理をしているということもありますか

○７番（田利正文君）

間違いがなければ、

ら、やっぱり一番何を期待しているのはやっ
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ぱりフリーストール農家ということですか

す。そういうやつなんかがふえて、しかも所

ら、ここの３件については何としてもやりた

有は大半がエネルギー共同組合あるいはエネ

い、やらなければいけないということも含め

ルギー生協などだそうです。

てあるということです。

それで、世界風力エネルギー協会によって

とりわけ、社外の農家の関係の方について

三つの原則が決められているのだそうです。

は、やっぱり１頭当たりの当然ふん尿の処理

これもちょっと言っておきますが、一つ

料というのがかかるわけですから、そことの

は、地域の主要な関係者がそのエネルギーの

兼ね合いも含めて。

事業の大半もしくは全てを所有しているこ

なかなか、処理頭数をまずは確定しないこ

と。それから、二つ目は地域のコミュニ

とには、そのプラントの建設費が幾らかかる

ティーはその自然エネルギー事業の意思決定

かということも含めて詰みきれないものです

に当たって過半数以上の投票権を持っている

から、そういう中で、スタート時点では３戸

こと。だから、芽登でいえば、芽登の半分と

のフリーストール農家と。

いう意味ですよね。それから、その自然エネ

今現在、ちょっと試算をしているのは大体

ルギー事業からの社会的・経済的な便益のほ

１,０００頭規模の処理能力のあるプラント

とんどまたは全てを地域に配分されることと

ということで今着々と協議を進めていると、

いうこの３点が原則だというふうにいってい

こんな状況でございます。

るのですけれども。

そこで出た利益が、では参加者に還元され

それで、なぜそういうふうにデンマークの

るのかというと、そういう仕組みにはならな

先進国がエネルギー生協やエネルギー共同組

いだろうというふうに思っています。

合などになっているのかということなのです

ここの一番のあれというのは、やっぱりＦ

けれども、こういうふうに書いてあります。

ＩＴに乗れるか乗れないかで、その処理費の

協同組合にしたほうが利害関係をきちんと調

関係についても大きく変わってくるのかな

整をしやすいというふうにいうのです。合意

と、そんな思いもしていますので、これは本

形成をやる上に、協同組合のほうがきちんと

当に細かなところ、これは専門家の御意見も

それをやりやすいと。

いただきながら、もっといえばプラントメー

それから、もう一つは、協同組合としてそ

カーの参考意見ももらいながら、さらには先

の地域に新しい価値を創出するのだというこ

進地、十勝管内でも結構積極的に取り組んで

とを地域の中でこういう資源があるのだとい

いるところもありますから、いろいろなとこ

うことを、地域を見直すいい機会になるとい

ろでの情報収集もこれまでもしていますし、

うことです。それを事業化していくことに

これからもしながら最終の詰めをやっていき

よって、協同組合はそういうまとめる力を

たいと、こんな段階でございます。

持っているというのです。

以上でございます。

そして、もう一ついいことは、出した人

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

は、例えばの話です。今は違うでしょうけれ

○７番（田利正文君）

わかりました。

ども、大きな農家が１,０００万円出したと

素人の私がこれ以上言うことはないのだと

か、片や１０万円しか出さないとかというこ

思うのですけれども、一つだけ例を挙げさせ

とも含めて、そうではなくて、大きく出そう

てもらおうと思うのですけれども、デンマー

と小さく出そうと、一人１票だというふうに

クです。

です。決議は。そういうふうにされて運営し

１９８０年ごろ、大型の火力発電所１０基
だけだったそうです。それが今は数千基の風
力発電、あるいは今やろうとしているやつで

ていくので、ある意味ではすごくフェアだと
いうことらしいのです。
そんなことがあるので、デンマークもそう
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ですし、ドイツもそうですし、イタリアもそ

それで、歴史的な景観と現代的なコペン

うでしょうけれども、こういうふうにしてエ

ハーゲンの都市を両方きちんと調和するよう

ネルギー生協、エネルギー協同組合が伸びて

な方向で議論を重ねて、そしてやっとできた

いったのだというふうに書かれておりまし

のが今の風力発電所だというのです。

た。

それに、先ほど言った、環境エネルギー制

それで、最後で今度は３番目に入りますけ

作研究所なんかも絡んでいるのです。サムソ

れども、最後のところで一つだけちょっと紹

島も含めてですけれども。そんなこともあり

介しておきたいのですけれども。

ますので、ぜひ参考になるかどうかわかりま

これもデンマークなのですけれども、サム
ソ島という小さな島があるのです。その島で
デンマークの政府が島で１００パーセント、
エネルギーを自給できるところを募集したの

せん。参考になれば、していただきたいなと
思います。
それで、３番目の１のほうに入っていきま
す。

だそうです。たまたま四つの島が応募して、

森林マイスター制度、足寄町のこれに載っ

ここだけ当たったらしいのですけれども、そ

ていましたけれども、フォレスター育成プロ

れが１９９５年だそうですけれども。

グラムというの、４４ページの一番下に載っ

最初は、放牧酪農の佐藤さんが言っていた

ているのです。

みたいに、農協からも反対されてそんなもの

これがどんなふうに機能しているのか、あ

できるわけがないのではないかと言われたと

るいは考えられていたのか、いるのかという

いうようなことも言っていましたよね。だけ

ことをちょっと知りたいのですけれども。

れども、ここもそうですね。奇人扱いされた

○議長（吉田敏男君）

そうです。この小さな島で１００パーセント

いうやつですか。今出したの。（発言する者

のエネルギーができるわけないのではないか

あり）

と。とことが、実際には、自分たちで金を出

タウン構想。

し合って風力発電をつくって、それから稲わ

答弁、経済課長。

その資料は今の何と

らというのか何を、麦稈を堆肥化する、熱

○経済課長（村田善映君）

で。それで熱をとるだとかというようなこと

る、フォレスターというか森林管理官ですよ

も含めて１００パーセント実現をしたそうで

ね。

す。それが一つ。

議員のおっしゃ

それについては、足寄町ではいません。

もう一つは、同じくミドルグルンデン洋上

ただし、十勝管内含めて数人はいるという

発電所って世界で初めて海の上に風力発電所

ことは確認しております。いわゆる振興局の

をつくったのですけれども、これも最初はコ

森林室の方だとか、あとは森林に従事してい

ペンハーゲンの市民の皆さんからの物すごい

る方だとか、そういう方が取得をしている方

異論が出たのだそうです。ばかなことをする

はおりますけれども、本町としてはいませ

なと。歴史的景観があるところ、壊れるでは

ん。

ないかというようなことですごい出たのだそ
うですけれども、何度も何度も議論をして、
多分１年だか２年かかったそうですけれど

しかし、施業プランナーの方は足寄町で１
名おります。現状はそういうことです。
以上です。

も、議論をする中で未来から振り返ったとき

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

に自分たちが世界の環境エネルギー問題を解

○７番（田利正文君）

私はオーストリアの

決するための先頭に立ったことを示す遺産を

森林マイスター制度なんかをまねてといった

置いておく必要があるということで合意した

らちょっと言葉悪いですけれども、考えて、

というのです。

足寄あるいは十勝で森林マイスター制度を取
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れる仕組みなんかをつくる必要があるのでは

いえば民有林でも大きいところを受け持った

ないのかなというふうに思ったものですか

方が必ずその制度を取るというような、もっ

ら、ここに３の（１）に書いたのですけれど

といえば条例が必要だというのでしょうか

も、システムづくりを１０年ぐらいの期間を

ね。いうようなところまでいくのかもしれま

見て考える必要があるのではないかというふ

せんけれども、その辺のところをちょっとお

うに提起したのです。

聞きしたいなと思いますけれども。

田畑保さんという方が書いた本の中に、足

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

寄の、いわばこれですね。これを紹介してい

○町長（安久津勝彦君）

るのです。その方がここの中で。その中で、

的・多面的機能を果たしている森林ではあり

農家戸数、林業戸数ですね。当時、２０１４

ますけれども、しかし、日本では私有財産と

年当時でしょうけれども、林業戸数で２１

いうことでそれぞれが個人の財産として持っ

３、そのうち家族経営が１８６と書いてある

ているということでありますから、基本的に

のです。

は切るのも自由、売るのも自由ということで

つまり、私が言いたいのは、この林業戸数
の１８６に当たるところ、民有林です。

基本的には、公益

すけれども、しかし、そのまま何もしないで
いたらはげ山になって水どうするのですか、

オーストリアでは、親から子供が山を受け

空気どうするのですかという、そういう問題

取ったときにこのフォレスターの資格を取る

があるということで、国の中で、あるいは北

と。取って、そして山を管理するというシス

海道の中で、それぞれ法律あるいはその計画

テムになっているのだそうです。

を立てようやということも含めていろいろ法

もちろん、法律でもそうなっているのだそ
うです。いないと管理できないと。

整備なんかも進んできて、こことやっぱり連
動をしながらやっていかざるを得ないとい

そして、森林を持つ以上は、きちんと管理
をしなければだめだというふうに義務づけら
れているというのがあるのです。

う、こういうのがこれは現実だというふうに
思っています。
特に、条例で制定するということも全く不

ところが、日本は多分そうでないのだと思
うのです。

可能ではないというふうに思っていますけれ
ども、しかし、そういう義務づけをする、要

それで、足寄町の民有林の管理をどうする

するに、財産にかかわる制限をするというの

かということが一番問われるのだと思うので

は極めてよほどの気運といいますか、意識の

すけれども、そのときにこの制度をつくるこ

高まりがないと、それはつくっても絵に描い

とができないのかなと。

た餅になってしまう、何の強制力もないとい

そう簡単にいかないということはわかって
いますよ。だから、１０年単位でというふう
に思ったのですけれども。

うことだというふうに思っています。
そういう中であっては、先ほどの答弁でも
お答えしたとおり、森林整備計画ということ

そんなことが、ここに４４ページにはフォ

を、これは国、道と各自治体とつながってい

レスターの育成プログラムと書いてあるか

るわけですから、そういう中で一定の制限を

ら、そのことも足寄町の中で頭の中にあっ

する場合については届出をしたりだとか、あ

て、そしてそういうことも構想もあったのか

るいは植林はどうするのですかとだとか、そ

なと思ったのです。ところが、今聞いたら

ういう決まりを決めて合意形成が図られるよ

ちょっと違うようですよね。

うな、ある意味緩やかなといったらちょっと

それは、国の制度でやっているのです。そ

語弊あるかもしれませんけれども、実現可能

れから、それはもちろんそうなのですけれど

な、対応可能な形で森林計画・整備も進めて

も、それを足寄町の例えば民有林の、もっと

いるということでありますから。そういう中
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にあっても、現実は無立木の山林もあるとい
うことですから。

もちろんそれだけではなくて、どうやって
ほかの木をきずつけないように倒すかだと

これは、御案内のとおり、特に地元の所有

か、あるいは伐採の方法だとか、大型機械の

者というのはそんなにはいらっしゃらないと

使い方まで林業に関するあらゆる技術、それ

いうふうに思っていますけれども、特に相続

から植物の生育の問題、それから林業の経営

財産なんかも含めて、切って売ればお金にな

の問題まで、あるいは販売まで含めてです。

るわけですから、特に地元に住んでいない方

そういったことまですごい高度な技術と知識

で何年もはげ山になっているところというの

をそこで身につけて初めて資格を取るのだそ

は、御案内のとおり議会の御理解もいただき

うです。

ながら、毎年少ない面積でありますけれど

したがって、その結果何ができたかという

も、目標は２０ヘクタールずつぐらい公有林

のですけれど、三つあるというのです。一つ

化していこうということで町有林化していく

は、まず何よりも林業労働者の作業環境がす

と。

ごくよくなったというのです。林業に携わる

そんな取り組みもしているということでご

人、必ず教育を受けるわけですから、義務づ

ざいますので、御理解賜りたいなというふう

けられているわけですから、学ぶ機会がふえ

に思っております。

て安全に対する林業労働者の意識が丸っきり

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○７番（田利正文君）

変わったということです。それが一つです。
７番田利議員。

それから、二つ目が山を所有する森林農家

現状はわかりまし

た。

が、森林及び林業というのがきちんとお金に
なるということが認識するようになったと。

ただ、何というのでしょうか。長い考えで

つまり、先ほど、町長が言われた私有財産で

やらないと、やっぱり対応できないというこ

あるからこちらから口は出せないと言いまし

とですよね、町長の答弁を聞いていますと

たけれども、そういう山を持っている人たち

ね。

の認識がずっと変わり始めたということなの

私有財産であって民有林だから、その民有

です。だから、先ほど、私言いましたように

林を持っている方の意識、認識が変わらない

１０年ぐらいの単位が必要だと言ったのです

限りはなかなか難しいということですね。

けれども、そういうことだと思うのですけれ

オーストリアの場合、それが法律で決めら

ども。それから、山をきちんと手入れするこ

れているのです。森林を持つ以上は、自分で

とによって、お金になるということも林業所

きちんと管理をしなさいと、管理をできない

有者の方が学んだと。

やつは持つなと、簡単にいえばそういうこと
なのです。

最後なのですけれども、林業の仕事の中身
が大きく変わったというのです。つまり、先

そのために、先ほど国のだと言いましたけ

ほど最後の質問でありますけれども、オース

れども、ここも国立なのですね。国の機関で

トリアの里山でやっている林業研修会です

林業研修センターというのがあって、そこを

ね。４年に１回だったかな、やっていると。

出ないと森林官、フォレスターになれない

日本からも１００人ほど行っているそうです

し、森林マイスターにもなれないのです。

けれども。物すごい機械が入っていて。

それで、私が前に言っている民有林の場合

町長の答弁では、オーストリアと足寄は違

は森林マイスターでいいのだと思うのです。

うと言っていましたけれども、似ているのだ

その場合は、その研修所に入ったら何から

そうです。山の形、急勾配だとかそういう関

仕込まれるかといったら、チェーンソーの安
全な扱い方から仕込まれるのだそうです。

係です。
それで、オーストリアで使っている機械が
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日本でも使えるらしいのです。

わっていますから、毎年４億円浮くというふ

何かそれで日本の林業メーカーの人たちを

うになったそうです。

含めて１００人近くは毎回行っているという

それだけではなくて、ロシアでこういう木

のですけれども、そんなことになっているの

材を使った工場ができるだとか、オーストリ

です。そういう意味で、働く人の気持ちが変

アでこういうことがあるとかといったら、ま

わってきた、それから林業の労働の中身が変

ず出かけるのだそうです。現地を見なければ

わってきたと。

だめだというので。行くときに社長一人で行

まず、林業労働者が、若い人たちが、まず
スタイルから違うのだそうです。ちゃんと制

かないのだそうです。必ず自分の会社の若い
職員を連れて行くらしいのです。

服ができているらしいのです。格好いいのだ

将来、自分の会社だけではなくて日本の木

そうです。若い人がどんどん応募してくると

材業者を、業界をどうするかということを考

いうふうになってきているらしいのです。そ

えて人材を育てる意味で若い人を連れて行く

こまで持ってくるには、やっぱり数十年かか

らしいのです。

るだろうなというふうに思ったのです。

そういった社風にあこがれて東京の一流大

それで、町長の答弁はよくわかるのですけ

額を出た若い人たちがここに入社を求めて来

れど、そんなことでやる必要があるのかなと

るのだそうです。それも、男ではないのです

いうふうに思った次第です。

よ。女性が来るというのです。採用担当者

１点目です。これについては、さらに答弁
ないですよね。

が、いや、大卒の東京生まれの若い女性が来
て、中国山地のこの山奥で一人暮らしできる

２点目のＣＬＴですけれども、これも中標

のだろうかと心配になるほどだというので

津空港まで行って見てきました。これと同じ

す。それから、欧州の視察団が結構来るのだ

やつです。集積材です。中標津空港の全部で

そうです。年間５００人来るそうです。国内

きたやつね。だけれども、これとはちょっと

外含めて。この銘建工業にです。

違うのですね、ＣＬＴのやつは。

そういうふうにしてやっていまして、もち

それで、町長が先ほどの答弁ですごい経費

ろん、社長、この先読んでいまして、このＣ

もかかるしと言われました。それで、ここで

ＬＴの工場も自分の敷地内につくってしまい

紹介したいのは、だれだったかな。岡山県の

ました。１,５００万円だそうです。

銘建工業ってあるのです。従業員が２００名

それをつくって、国がやっている耐震研修

ほどです。年間２５万立方メートルの木材を

所、そこに持ち込んで、わざわざ柔らかいと

加工すると。真庭市で最大の、西日本でも最

いわれている杉の木でＣＬＴをつくって、そ

大規模の製材業者だそうです。社長は中島浩

して３階建てをつくって、それに荷重をかけ

一郎さんといいます。

て実際上は５階建てだというふうにして耐震

まだ１９９７年、電力の買い取り制度がな

構造でやったそうです。検査を。そうした

いときに敷地内にバイオマスプラント、発電

ら、日本の建築基準法でいう震度６弱には十

施設をつくってしまったのです。そして、当

分耐えきったそうです。

時、その製材工場でおがくずが年間４万トン

それから、部屋に１室に物を入れて燃やす

あったのだそうです。それを燃料にして電気

と、それも耐火も耐えきったそうです。とい

を起こすと。その電気は工場で使うと。そし

うふうにしてやっているそうです。

て、買い取り制度ができてからは、夜の分は

ただ、今は日本の建築基準法の関係があっ

売電すると。それで、合計で４億円浮いてい

て、そこでどんどんＣＬＴでここで銘建工場

るそうです。

でつくったからといって売れるものではない

もう既にその発電施設は全部減価償却終

というふうにいっていますけれども。
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ただ、農林大臣だかの特別許可あれば、そ

にだって金かかりますからね。

の限りではないというのが１項目あって、建

そうしたら、地北３町ではどうなのかと。

てられるのだそうです。ということで、やっ

だめなら、オール十勝どうだと。だめなら、

ています。

オール北海道どうだというふうにして、どん

それで、私が言いたいのは、この前、私ら
議員団のところに帯広市長に来ていただいて

どんやっていく必要があるのかなという思い
がありまして。

１時間ばかりオール十勝についての取り組み

まずは、先にエネルギーではないですけれ

についてお話ししてもらったのです。そのと

ども、小さいところから小規模・多機能とい

きに、私、全部覚えていないのです。印象に

うやり方と同じだと思うのですけれども、小

残った１点だけあるのですけれども、どう

さいところからまず取り組みを具体化して発

やって発信するかだと市長は言うのです。

信していくことが必要だというふうに思うの

例えばと、十勝のキャンプ場が指定された
のですね、国から。唯一指定されたのだそう

です。
そういうことができないか、改めてもう一

です。そのときに、帯広市長の米沢が、俺が

度お伺いしたいと思います。

こうやって言ったからだってだれも来ないよ

○議長（吉田敏男君）

なと。だけど、キャンプメーカーの何とかと

○町長（安久津勝彦君）

私知りませんけれども、有名なキャンプメー

す。

カーがあるらしいのです。

答弁、町長。
お答えをいたしま

これは、もう国がまさしくＣＬＴ、直行型

テント張るときに打つテグがありますよ
ね。僕らなんかは知らないからそこら辺行っ

の木材の活用、これは国がもう法律改正まで
してやるということであります。

て買ってきます。イオンなんかで買ってきた

これは、この話が出たときには私も極めて

ら、打ったら曲がるのです。それが曲がらな

興味を示しまして、実は、御案内のとおり、

いのだそうです。石があれば石を割ってでも

足寄町には芽登にカラマツの佐藤さんの小中

入っていくようなテグがあるらしいのです。

経営木の工場があります。

そういうキャンプメーカーの社長が十勝の

社長とお会いしたときに、ＣＬＴ工場どう

キャンプ場はいいよと一言ネットで言ったら

だという話もさせていただきました。お話の

わっと来るのだというのです。そういう発信

中にもあったとおり、これは工場をつくって

の仕方があるのだよというのです。だから、

もとてつもない設備費がかかるということ

そこをやっぱり考えなければだめだというの

で、私どもの企業のレベルではとてもできま

です。それで、川西農協の芋の話もしていま

せんと。

したけれども、そんなこともありましたの
で。

まさしく今国の中で進んでいるのは、銘建
工業です。真庭市の。これはもう既につくっ

ここでいう役場の庁舎をつくっている集成

ています。

材とちょっと違うのですけれども、こういう

建築基準法が改正されて４月から施行とい

ふうに互い違いになっている集成材ですけれ

うことですけれども、まだまだ実際には進ん

ども、これを足寄から発信していくというこ

でいない。

とができないだろうかと。

今、道内ではたしか北見市にモデルの建物

今すぐやるなんて当然町長は答弁できない

一つ建ったぐらいです。ですから、こんなＣ

でしょうけれども、検討課題に入れてもらえ

ＬＴを使った建物というのはこれからどんど

ないかという気がするのです。

ん普及していくのだろうというふうに思って

そして、発信していって、足寄だけでは無
理だと。それはそうでしょう。工場つくるの

います。
とりわけ、国内における森林資源の活用と
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いうことで、木材の受給率、この間ちょっと

ＣＬＴについては、まだまだ技術的にも含

出ていましたけれども、まだ３０パーセント

めてまだまだ実証されていない部分もたくさ

いっていないぐらいです。

んありますし、やっとあの工場ができあがっ

国がつくった計画では、受給率５０パーセ
ントまでしたいということもあって、そして

たという段階ですから、これから本格化する
のだろうというふうに思っています。

その中の一つで４年前になりますか、法律１

そういう意味では、地元に、もっといえば

本つくったのです。これは、民主党政権時代

十勝に工場できる条件があるのかというと、

でしたけれども。

残念ながら、現時点ではゼロだなというふう

私は、このことを盾にしていろいろお願い
もしたりしているのですけれども、要は、こ

に私は思っています。残念なことですけれど
も。

の法律というのは、公共建築物については低

これまた、全国に乱立してもこれ仕方がな

層化をして国産材を使えと。こういう法律が

いことでありますから。これまた、こんなこ

１本出ているのです。

とを言ったらしかられるかもしれませんけれ

我が町では、この役場庁舎を皮切りに、と

ども、少なくともこのＣＬＴを推進しようと

もかく木造、とりわけカラマツにこだわろう

しているのは国、林野庁がもう一生懸命やっ

ということで取り組みを進めています。

ています。そこはもう私も木の活用というこ

現実は、建築費高いですよ。ＲＣよりも。
それでも、議会の御理解もいただきながら、
足寄町は森林の町だからということで。

とでいけば全く異論はないことでありますか
ら。
ただ、構造材を僕はこの集成材で十分だな

もう既に人工林なんていうのは、これはも

というふうに思っています。ＣＬＴはもう本

う北海道全体も含めてもう伐期に来ているわ

当に壁から何から全部ですから。そんなこと

けですから。これは成長した木は使わなけれ

もあるのですけれども。

ばいけないわけですから。

ですから、今の現状の中では足寄が発信の

そういうことも含めて、まず当面の目標の

地というのは、これはもう現実的には無理だ

受給率５０パーセントまでどう高めていくの

なというふうに私は思っているということで

かということでずっとお願いもしてきている

ございますので、御理解いただきたいという

のですが、この高上がりな木造の部分、これ

ふうに思っています。

基金制度もあって補助制度もあったのですけ

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

れども、この制度がどんどん縮まってしまっ

○７番（田利正文君）

わかりました。

て適用になるような補助制度になりきってい
ないということも含めて、機会あるごとにと

足寄では無理なら十勝とまで言いたいとこ
ろなのですけれども、やめておきます。

もかく国産材、もっと言えば木造の建物をふ

十勝全体の力を合わせて十勝に１工場くら

やすべきだということで発信はしているので

いあってもいいのではなかという思いがある

すけれども、なかなかそういう状況にはない

のですけれども、そこでＣＬＴをつくって管

なと、こんなふうに思っています。

内の住宅メーカーと協力して個人の住宅を建

ＣＬＴの関係については、足寄あるいは十

てるなんてことも可能ではないかなと勝手に

勝から発信といっても、これは何を発信する

思っているのですけれども、素人の考えです

のかということもあるのでしょうけれども、

からその域は出ませんけれども。

ともかく私は今の中では、ともかく建物につ

３番の３にいきます。

いては木造でいいよということも含めてどん

ペレットボイラー、外田組さんでやってい

どん言っていきたいなというふうに思ってい

るのを見せてもらいましたけれども、オース

ます。

トリアのここで書いてある会社が燃焼率、そ
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れから二酸化炭素の排出率、それから残渣で

ましては、性能も強化されているということ

すね。ほとんで出ないようにするところまで

もお聞きしておりますし、価格も導入時に比

完成しているというのですね。それはそれで

べたら、先ほど議員がおっしゃっているよう

いいだろうと。

にカロリー的な問題もあると思うのですけれ

問題は、買うほうにすれば値段ですよね。

ども、価格面もおおむねというか約５万円か

値段が石油ストーブを買うとすれば３０万円

ら１０万円ぐらい落ちているというふうな話

ぐらいの値段で買えれば、ペレットストーブ

を聞いております。

が買えるだろうと。ただし、私が住んでいる

以上です。

ようなぼろ家では使いものにならないという

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

ようになりますけれども。

○７番（田利正文君）

わかりました。

新築する方あるいはリフォームされたとこ

今の件をちょっと補足しておきますと、私

ろで買うには可能だと思うのですけれども、

が調べた範囲では、ちょっと足寄ではまだ、

そういった取り組みがまだ続けられているの

町長から答弁あったように、不可能ですけれ

かどうかをちょっと聞きたいと思うのですけ

ども。

れども。
○議長（吉田敏男君）

これはオーストリアのある小さな町の話で
経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

すけれども、タンクローリーありますよね。

ペレットストー

石油のタンクローリー。あれでペレットを積

ブのストーブの導入補助金ということで平成

んでいくのだそうです。そうして、新築した

１７年度から町のほうでしております。

家庭の地下にペレットボイラーが置いてある

現在のところなのですけれども、実は灯油

のだそうです。入り口にふたを開けて、そこ

価格との差になってきたのではないかなと思

にローリーが行ってホースを差してがっと入

うのと、あとは個人住宅の建築等の減少とい

れると。そして、もう一つの口から中に溜

うことも中にはあるのかなということでいけ

まった灰を吸い取るということを同時にやっ

ば、昨年度についての木質ペレットストーブ

てぐるっと町を回って帰ってくるというシス

の導入はゼロ件です。

テムができているのだそうです。

前年度、２６年度については３件というこ

だから、そうなってくると、ストーブでは

とで、１７年から２７年までの一般住宅に導

なくてボイラーなのですね。そのボイラー１

入されているのは７９件という形で、補助金

個あると、ペレットボイラーで家の中の暖房

についてもまだ継続してございます。

と、それからお風呂だとか煮炊きも全部でき

本年もまだ件数としてはまだゼロ件という
ような状況であります。

るようになるということのようなのですけれ
ども。

以上です。

そうなるとすごいなと思ったのですけれど

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

も、ちょっとまだ時間があるなと思っている

○７番（田利正文君）

機械のほうの構造上

ところです。

の進化の取り組みについてはどうなのでしょ

最後ですけれども、４年に１度、オースト

うか。そこもお聞きしたいのですが。

リアの里山で開かれる展示場に実際に業者で

○議長（吉田敏男君）

もいいですし、市の自然エネルギーの担当者

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

機械の性能とい

でも構わないのですけれども、一人行ってみ

うことだと思うのですけれども、当初に比べ

るのも一案ではないかなと私は思っているの

たら技術も進歩しております。

ですね。

当初は、購入メーカーも若干ちょっと限ら

俺に行ってこいといえば、私よろこんで行

れていたと思うのですけれども、現状につき

きますというのだけれども、そうはならない
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でしょうから、あれなのですけれども。

ば、今林業の関係についても専門家の井脇さ

行ってみて、今これまでお話ししたような

んもいますけれども、足寄の山でも構成の機

１から３にかかることについて、現地ではな

械が導入されているところもありますし、そ

してそうできたのかと。

ういった部分というのはいろいろな関係機

つまり、町長がさっき言われた集まってい

関、団体、もっといえば北海道も含めて実際

る人たちのコミュニケーションをどうやって

に現地まで来て作業をしながら、確認をしな

図るか、そしてどうやって合意を得られたの

がら、いいね、これは使い勝手いいぞ何とか

かってことだって物すごい重要なことですよ

ということはもう頻繁に行われています、そ

ね。

れは。

そこのところもやっぱり学んでくる必要が

ですから、私どもの職員も機会があればそ

あるのではないかなというふうに思いがある

ういうものには参加もさせております。た

のですよね。

だ、オーストリアまではちょっと難しいなと

それができて初めていろいろなエネルギー

思っているのですけれども。

の問題についても解決していくのかなという

いずれにしても、ともかく森林というのは

思いがありまして、最後にそこのところをも

やっぱり、とりわけ足寄の地に暮らす者とし

うちょっとお聞きしたいのですけれども。

て足寄の森林というのはやっぱり子々孫々ま

もう一つ、これも御紹介しておこうと思う
のです。

で伝え、つなげていかなければいけない資源
だというふうに思っていますので、これはも

これは道新ですけれども、木でつくるセル

う森林の重要性なんていうのはもう今さら私

ロースナノファイバーって、鉄よりも強くて

が言うまでもなく十分御理解いただいている

軽いという繊維がもう既にできていて、今使

というふうに思っていますから。

われているのはボールペンですとかパソコン

ですから、それはもう常に行政の役割とし

の表面だとか液晶テレビの表面だとかに使う

て勉強するものは勉強し、情報発信するもの

やつが使われているそうですけれども、これ

は情報発信していく。

も使うこと可能でしょうし。

そして、とりわけ民有林の要であります、

それから、牛の飼料にシラカバの材料を

森林組合との連携、そしていろいろ山に関す

使っている。これも多分、道新だと思うので

る関係業者さんもたくさんいらっしゃいます

すけれども、これ北見で具体化しているそう

から、そこら辺とも連携をしながら足寄の山

です。足寄にもシラカバがいっぱいあります

づくりにこれからも励んでいきたいというふ

から、そんなこともいろいろと具体化すると

うに思っていますので、御理解いただきたい

可能ではないかという思いがあります。

というふうに思います。

最後になりますが、４点目のところについ

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

ていま一度御答弁を聞いておきたいと思いま

○７番（田利正文君）

わかりました。

す。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

今の町長を伺いまして、それから最初の答
答弁、町長。

弁も含めて、私が提起したこととずれてはい

お答えをいたしま

す。

ないということを確認できましたので、よ
かったなというふうに思っております。

まず、オーストリアの派遣というのは、こ

最後になりますが、再生可能エネルギーに

れはもう全く考えておりません。今のとこ

力を入れることは、地域経済にもプラスにな

ろ。

るということだと思います。

あと、いろいろな形の中で林業関係、その

それから、エネルギー１００パーセントを

ほかの部分もそうでありますけれども、例え

自給するということは地産地消型のエネル
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ギーシステムと地域循環型の地域経済を目指

○議長（吉田敏男君）

答弁、安久津町長。

すという町長が言っていることにもつながっ

○町長（安久津勝彦君）

ていくだろうというふうに、私は思っていま

興（里見が丘公園の整備について）の一般質

す。

問にお答えをいたします。

熊澤議員の観光振

そんなことも今回確認できたといったらえ

まず、１点目の里見が丘公園再整備基本計

らそうにと怒られますけれども、ではないだ

画の内容につきましては、平成２７年度第１

ろうかという思いを持って発言を終わらせて

回定例会において行政報告をさせていただい

いただきます。

ているところでありますが、基本計画では里

ありがとうございました。
○議長（吉田敏男君）

見が丘公園及び出合いの森を含めた１１５ヘ

これをもちまして、

７番田利正文君の一般質問を終えます。

ンを再整備エリアとしており、一つ目は遊戯

次に、１番熊澤芳潔君。
○１番（熊澤芳潔君）

クタールを計画区域として大きく四つのゾー
ゾーンとして足湯を休憩施設の中心に置き、

それでは、議長のお

各年齢層の子供たちが利用できる遊具整備を

許しをいただきましたので、通告書に従いま

行い、子供からお年寄りまでが一緒に楽しめ

して質問をさせていただきます。

る憩いの場を整備をいたします。

質問事項でございますけれども、観光振興
（里見が丘公園の整備について）。

二つ目は、スポーツゾーンとして、老朽化
した野球場の修繕やクラブハウスの更新など

質問の内容でございますけれども、足寄町

運動施設の整備を行います。

第６時総合計画基本構想及び基本計画（平成

三つ目は、交流ゾーンとして滞在型の観光

２７年度から平成３６年度）が策定され、本

施設を目的に、コテージを備えたオートキャ

町の目指すまちづくりが進められているが、

ンプ場やイベント広場の整備を行い、町民は

観光振興の中で自然と親しみ楽しむことがで

もとより、町外からの観光客にも利用いただ

きる里見が丘公園を中心とした本町の豊かな

けるような施設整備を行います。

自然景観を生かした「見て、遊び、体験でき

最後に、出合いの森ゾーンでは、ジョギン

る滞在型観光」の環境を整備していくとされ

グコースや、花や野鳥などの自然観察が楽し

ていますが、次の点についてお聞きしたい。

める散策路整備など、貴重な自然資源を最大

一つ、里見が丘公園再整備基本計画策定

限に活用することを主眼に置いた整備を行い

（平成２７年度から平成３１年度、５年間で

ます。

約１０億円の計画）の内容と、約１０億円に

費用対効果につきましては、老朽化施設の

対する費用対効果はどのように考えるのか。

修繕、更新、再配置による利便性の向上、交

二つ、公園の「見て、遊び」の見ての中心

流ゾーン等の整備による町外利用者の増加に

となる芝桜が重要な位置づけとなると思う

伴う経済効果や雇用の場の創出を期待をして

が、今日までの植栽、また、管理（マニュア

いるところでございます。

ル）についてどのように進めているのか。

２点目の芝桜の植栽の経過につきまして

３、公園整備の内容によっては、滝上、東
藻琴に続く芝桜公園を目指しているのか。

００株の植栽や園路、展望台広場などを整備

芝桜公園を目指していないのであれば、年
間を通して花を観賞できるフラワー公園等と
して整備を考えることはできないのか。

よろしくお願いいたします。

してきました。
整備後は、毎年４月から１０月にかけて除
草及び施肥等を行いながら維持管理に努めて

以上、３点について町長の所見をお伺いい
たします。

は、平成７年度から２年間で芝桜３万６,０

まいりました。
平成１４年から２０年ごろにかけては、多
くの観光客からもきれな芝桜であるとの評判
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も受けておりましたが、平成２３年にコガネ

施計画と進んでいくことから異論はございま

ムシの幼虫が大発生したことにより、芝桜の

せんけれども、今日までの傾向を見まして心

根の食害が起き、植栽から１６年が経過した

配の部分がありましたので、一般質問とさせ

ことによる株の老朽化も重なり、芝桜の生育

ていただきました。

状況も衰え、部分的にすき間や色あせ、さら

先ほど、髙橋議員に対してネイパルやら遊

には一部枯れている区域が目立つようになり

歩道、キャンプ場のことが回答いただきまし

ました。

たので、特に私の場合は芝桜を中心としたこ

このような状況から、平成２５年度から２
年かけて地面露出部分が多い下段部の約１,

とをお聞きをしたいと思ってございます。
まず、芝桜につきましては、先ほど町長か

０００平方メートルについて土壌改良や客

ら御答弁あったように、ある年数以上は経っ

土、肥料施肥を行い、芝桜約４,０００株を

ていますけれども、その当初ごろはインター

植栽し、あわせて上段部にも株の補充を行い

ネット配信等も含めて非常に、先ほど町長が

ながら里見が丘公園際整備に先駆けて進めて

言ったとおり、すばらしい芝桜ですねと言わ

きたところであります。

れてきましたけれども、その間、東藻琴とは

管理方法については、平成２４年度に今後

となっていたわけでございますけれども、今

の維持管理の参考とするために、北海道内で

日では残念ながら残念な姿になっているのか

も有名な東藻琴芝桜公園を視察し、除草剤を

なという気がいたします。

使用しない人の手による除草作業、花が咲き

そこで、１番目に入りますけれども、整備

終わった時期での肥料散布や増殖を促すため

計画を立てた時点での利用者数、そして計画

上刈り作業を行うことを委託業務の仕様書に

は何人を見込んで計画を立てたのかお聞きし

定めて作業を行っております。

ます。

東藻琴からは、芝桜が定着するまでには通

何か聞きますと、里見が丘公園の駐車場に

常で３年から５年程度必要と言われており、

は、利用については自衛隊の方も昼夜利用し

足寄町の場合は北斜面で日当たりが悪いこと

ているそうでございますけれども、全体の人

から、植栽した株が成長し満開になるまでに

数はどのぐらいを見込んであったのか。

は通常以上の年月が必要との指摘もいただい
ております。

それと、芝桜だけの部分だけでは５年間で
どれだけの経費を見込んでおられるのか、わ

３点目ですが、滝上、東藻琴に続くことを

かったらお願いいたします。

目指す考えは持っておりませんし、年間を通

○議長（吉田敏男君）

答弁、建設課長。

じて花を観賞できる公園整備も考えておりま

○建設課長（阿部智一君）

せん。

ます。

お答えをいたし

本町市街地の玄関口でもあり、適切な維持

芝桜公園の前の駐車場のことかと思います

管理を通じて現区域の中で引き続き景観保全

が、整備前、整備後の台数等については測定

に努めてまいりたいと考えておりますので、

といいますか、換算をしてございませんの

御理解を賜りますようお願い申し上げ、熊澤

で、今現在、年間を通して何台の利用がある

議員の一般質問に対する答弁とさせていただ

かということについては、大変申しわけない

きます。

のですが、お答えをできるような状況にない

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

１番熊澤議員。
○１番（熊澤芳潔君）

ということで御理解をいただければというふ
うに思っております。

今回の質問の主旨で

それから、芝桜に係る整備の費用の関係だ

ございますけれども、事業の内容につきまし

と思いますが、町長の答弁の中にもございま

ては、総合計画なり再整備計画、それから実

したとおり、平成７年から整備を始め、ある
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いは途中２５年・６年にも整備をしてござい

○建設課長（阿部智一君）

ますが、芝桜本体もさることながら、あの斜

ます。

お答えをいたし

面に残る園路ですとか、あるいは上段の展望

まず、町長のほうからも答弁ありましたと

台の整備等も行っておりますし、御案内のと

おり、滝上あるいは東藻琴に続く云々という

おり、２５年には展望台等が老朽化をして危

部分については、一つとしては、これは平成

険だということもございますので、それの再

２４年に東藻琴のほうにお邪魔をしていろい

整備ということも実施をしてございますの

ろ指導をしていただいたところでございます

で、平成７年から平成２６年まで引っくるめ

が、東藻琴の芝桜の面積というのは１０ヘク

て整備に費やした費用としては約１億６,０

タールほどあるのです。

００万円ほどの費用をかけて整備をしてござ
います。

我が町の芝桜、６,６００平米という面積
的なものもございまして、やはりそこに続く

なお、そのほかに、これは平成２２年度か

というのは、もう少し面積的にも広い面積を

らの資料しかちょっと手元にないのですが、

確保した上でないとなかなか難しいのかなと

大体年間、年度によっても若干違いますけれ

いうのが一つありますし。

ども、２００万円ないし４００万円の費用を

議員も十分御承知のことと思いますけれど

かけていわゆる除草等の維持管理を進めてき

も、やっぱり芝桜の生育上、やはり重要な部

ているということでございます。

分というのはやっぱり日が当たるか当たらな

○議長（吉田敏男君）

１番熊澤議員。

いか、それから風通しがいいかどうかという

○１番（熊澤芳潔君）

わかりました。

のが大変今貴重な条件になってまいります。

人数的にちょっとお聞きしたかったのです
けれども。

町長の答弁の中にもありましたとおり、残
念なことに、本町の芝桜公園については北向

先ほど、町長から東藻琴なり、それからフ

きということで、やはり十分な日を浴びるこ

ラワー公園は目指さないということでござい

とができないという、それが発育が通常新し

ましたけれども、私は個人的な考えとしては

く株を植えても３年ないし５年ぐらいではき

やはり公園ということになりますと、やはり

れいになるものが、なかなか花開かないとい

花壇だとかそういったものがあって初めて

うような状況につながってきているのかなと

ほっとするのか癒やしというのか、そういっ

いうふうにも考えておりますし。

た形ではあるべきなのかなというように思い
ますけれども。

そういうことから、なかなか滝上さん、あ
るいは東藻琴さんに続くという考え方には立

人数的にはわかりませんけれども、恐らく
相当の数の人数が駐車も含めて寄っているの
かなという気がいたしますので。

てないということでございます。
それから、後段のでは違った花を通年通し
てということでございますが、ただいま申し

口コミだとか、内容によっては滝上だとか

たとおり、土壌もさほどよくないと。

東藻琴だとか匹敵するような公園ができるの

芝桜については、それほど土壌がよくなく

ではないかなと、私は期待しておりますけれ

ても十分発育する多年草でございますけれど

ども、そういったことができないということ

も、ではこれにかわる他の花を植えるという

でございますので。

ことになると、やはり土壌改良等々から始め

もう一度、町長、全く花壇だとかそういっ

ていかなければならないということに当然

た今の芝桜については現状そのまま維持をし

なってまいりますので、そうしますと、また

ますよという考え方には間違いないですね。

相当数の費用負担も生じてくるということで

お聞きします。

ございますし、再三であれですけれども、過

○議長（吉田敏男君）

答弁、建設課長。

去には一度補植をしたものがやはり７年ない
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し８年経過した段階で色鮮やかに咲いてきた

ございましたあたりは、管理などは８月から

という実績がございますので、私どもとして

９月に防除をするそうでございます。

はもう少し長い目で状況を見ながら進めてい

これは、病気だとか雑草の除去などをする

きたいというふうに考えておりますので、御

ための防除と。そして、農薬につきまして

理解いただきたいというふうに思います。

は、ちょっとどういう農薬をつくっているか

○議長（吉田敏男君）

１番熊澤議員。

わかりませんけれども、カペレンという農薬

○１番（熊澤芳潔君）

わかりました。

を使っていると。それから、１０月から１１

私はいろいろ個人的な考えですからあれ
だったのですけれども。

月ごろにかけて石灰と肥料を、あの芝桜とい
うのは肥料はいらないよということで、少々

いずれにしても、先ほど言った傾斜なんか
あたりは北側には店がこうあるわけですか
ら、これから南側に向けて東側の駐車場を中

撒いていると。
そして、一番大変なのが草抜きだというこ
とだそうでございます。

心に南側に向けて植えていけば南側になって

先ほどありましたように、１０ヘクタール

いくのではないかなという気もいたしますけ

あるわけでございますけれども、１年間で３

れども、お金のことを言われますと私どうも

人から５人で５周するそうでございます。

なかなか答えにくいのですけれども、ただ、

また、スギナやなんか、それからいろいろ

そういったことによってやるのであればやれ

な雑草が多いところは農薬の全面散布により

るのではないかなという。

根を枯らしてから植栽をするということを

面積、当然、火山灰地ということもござい
ます。

やっているそうでございまして、今の足寄の
実態を見ますと、本当に農薬の全面散布をし

東藻琴も火山灰地だったということがござ

てから改めて新たな植栽をしなければならな

いますので、条件的には合っていますし、そ

いような状態ではないかなというふうに思っ

ういった意味では可能性はないわけではない

ているわけでございますけれども、その点に

ということで。

ついてはどのように考えるかお聞きしたいと

それで、ちょっと申しわけないです。現状

思います。

の芝桜を維持しながら進めていくということ

○議長（吉田敏男君）

なのか、ちょっとそこら辺をちょっともう一

○建設課長（阿部智一君）

度お願いいたします。

ます。

○議長（吉田敏男君）

答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君）

答弁、建設課長。
お答えをいたし

先ほどもお話をさせていただきましたけれ

先ほど、お答え

ども、平成２４年に前任の建設課長と、当時

をしたとおり、現時点といたしましては、現

のここの管理の担当者が東藻琴のほうにお邪

区域の中でできる限りの管理をしながら進め

魔をして、東藻琴を管理しております、株式

ていきたい、そのように考えているところで

会社東藻琴芝桜公園管理公社さんのほうにお

ございます。

邪魔をさせていただいて、いろいろ東藻琴さ

○議長（吉田敏男君）

１番熊澤議員。

んの維持管理の方法等々、指導をいただいて

○１番（熊澤芳潔君）

それでは、そうしま

きたわけですが。

すと、先ほどマニュアルだとかいろいろ話が

管理の方法としては、今、議員がおっ

あったわけでございますけれども、私ちょっ

しゃったとおりの内容の御指導をいただいて

と申しわけなかったのですけれども、管理に

きてございます。

ついてちょっと聞いた経過もございますの
で、お話ししたいと思いますけれども。

まず、細かな話になりますが、肥料につい
ては、そのとき東藻琴さんのほうから御指導

東藻琴、先ほど町長もちょっと一部お話が

というか、使っている農薬というか肥料につ
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いては、フルミックスという肥料を使ってい

すぐ花と一緒になって草も生えているという

るということで、本町も肥料についてはこの

のが現状なものですから、東藻琴さんあたり

フルミックスを使用しているわけですが、こ

のことも若干参考にしたほうがいいのかなと

の施肥の時期については花が咲き終わった後

いうことがございます。

によくぞ花が咲いてくれたという御褒美程度

今、そういったことでお答えいただきまし

に肥料を施肥しているということで、御理解

たので、ぜひああいった草も徹底していきな

をいただきたいというふうに思いますし。

がらやらなかったらせっかくの芝桜もきれい

町長の答弁にもありましたとおり、より次
年度への株の枝分けがスムーズにいくように

に見られないことがございますのでお願いを
したいというふうに思います。

上草刈りという言い方をしておりますが、根

次に、芝桜の周辺の計画のことで、木のこ

本から３センチないし５センチぐらいを刈り

とだとか、それから公園の整備について、地

込んで株分けが順調にいくように、そういう

区の方々からもアンケートもとっている計画

作業も東藻琴さんのほうから指導を受けて実

を立てたと思いますけれども、内容について

施をしてございます。

ちょっと地区の方の御意見がわかればお伺い

それから、当然、草取りについては人の手

したいと思います。

によって雑草等の処理をさせていただいてい

○議長（吉田敏男君）

るところでございますし。

○建設課長（阿部智一君）

それから、農薬等の散布については、現状

答弁、建設課長。
お答えをいたし

ます。

私ども実施をしておりませんが、東藻琴さん

今回の里見が丘公園の再整備に当たっての

のほうで伺った話としては、当然、東藻琴さ

計画づくりの中で、あそこといったらちょっ

んも３０年近く経過した株もあるということ

とあれですけれども、商店街の方からもいろ

で、それを次年度あるスペース植えかえをす

いろな御意見をいただいたところでございま

るときに、そのときにそこの区域に一応除草

すが、その中の主たる意見というものは、こ

剤等を撒いてということでの除草剤の使用は

れは私どもの受けとめ方なのですが、公園の

しているということで伺っておりまして、本

再整備という側面よりは、あそこの商店街を

町については今のところそういう区域もござ

どうするかという、どちらかというとそちら

いませんので、除草剤等については使用して

側のウエートといいますか、そちら側の内容

いないという形で、２４年以降勉強させても

が多かったような印象を受けているところで

らったことを参考に維持管理をしているとい

ございまして。

うことで御理解をいただきたいというふうに
思います。

それはそれとして、関係する担当部局のほ
うともできるのであれば公園の再整備と連動

○議長（吉田敏男君）

１番熊澤議員。

させながら進めていければいいのかなという

○１番（熊澤芳潔君）

わかりました。

ふうにも考えてございます。

ただ、私は素人なものですから、見る限り

と申しますのは、先ほど、何回ものお話に

のことをちょっとお話しさせて。細かいこと

なりますけれども、やっぱりあの区域という

でちょっと申しわけないのですけれども。

のは市街地に入る玄関口ということでござい

現状はやっぱりミグサだとかいろいろな種

ますので、やっぱりいろいろな面で景観的な

草だとかも全て生えているよと。そして、

含めて美しい形になることに越したことはな

せっかく草を取っていただいている。取った

いわけでございますので、その辺も含めて今

ところを見えたのですけれども。たまたま中

後どこまで取り組めるかはちょっと何ともい

矢なものですから通り道にあって見ているも

えませんけれども、できるだけの検討、取り

のですから。そういった意味では、取っても

組みはしていきたいなというふうに考えてお
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ります。

い茂って芝桜の生えている場所への光の差し

以上でございます。

具合ですとか、あるいは風の通り具合を阻害

○議長（吉田敏男君）

１番熊澤議員。

するということであれば本末転倒ということ

○１番（熊澤芳潔君）

はい、そのとおりだ

になるわけでございますので、その辺は現地

と思います。

の状況を十分調査をして、必要に応じて対応

商店街の活性化、お話がございましたと思
います。

をしていきたいなというふうに考えておりま
す。

そういったことからいっても、救いといえ

それから、民地との境界にある樹木の関係

ば怒られますけれども、商店街の活性化のた

でございますが、これも現地の方とも十分協

めにも現状のあの芝桜がきれいに見えること

議をさせていただいて、町の所有する樹木で

が商店街の活性につながりますし、足寄町の

あれば民間に支障のないような形で簡単に処

活性化につながるのかなと思ってございま

理はできるわけでございますが、民地の方の

す。

所有物ということになれば、当然、所有者の

そこで、木の関係なのですけれども、あそ

方の了解を得た上でなければ、極端に申しま

こへ行ってみてわかりますとおり、もう現在

すと、枝１本を落とすこともできないという

はそれこそ何年も経っているものですから、

ことになりますので、その辺は十分所有者の

木が伸びまして、芝桜公園については国道か

方とも協議をしながら対処してまいりたいと

ら見ても、東側の駐車場から見ても、一部ト

いうふうに考えておりますので、御理解いた

イレからは見えるのですけれども、ほとんど

だければというふうに思います。

見えないというぐらいに木が大きくなってい

○議長（吉田敏男君）

１番熊澤議員。

る状態と。

○１番（熊澤芳潔君）

ぜひそういった話も

それで、あの地区の方とお話しする機会が

しながら進めていっていただきたいし。

ございまして、お話しした中では、いや、

そういった中で、現地の方とお話しすると

せっかくの芝桜だから木が邪魔だよねという

いうこともございまして、やはり景観だとか

ことで裏の木を切ってやったということもお

何とか気にしている方もいらっしゃいます。

話がございました。

そうした中では、やはり思いきった発言、

そういった意味で、その木の関係について

話も出まして、南側なんかは移転も含めてや

は、今お話も出たかどうかわかりませんけれ

ることによって景観が非常にいいのではない

ども、そういった景観からもあの木が今現

かというようなことも積極的なお話もござい

在、北側の商店街の皆さんの裏から東側の２

ましたし、そういった方法もございますの

件の裏、全て木がもう相当伸びてしまって今

で、ぜひもう少し地域の皆さんとお話ししな

全然見えないと。芝桜が。

がら、また地域の協力もいただきながら、も

そういったことについては話があったの

ちろん、その木についてのいろいろ過去には

か、それとも計画がどうなのか、ちょっとお

自然の中の木を切ることについてはいろいろ

聞きしたいと思います。

私もいろいろな団体に入っていて、いろいろ

○議長（吉田敏男君）

答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君）

ございました。

お答えをいたし

ます。

異論もございましたけれども、しかしなが
ら、町のそういった意欲ですか。そういった

まず、芝桜の生育に関しては、先ほどもお

ものも見せながら、御協力いただきながら、

話ししたとおり、日当たり、それから風通し

せっかくの公園でございますので、そういっ

ということが重要だというお話をさせていた

たものを見られるような、せっかく駐車場で

だいたわけでございますが、当然、枝等が生

きたら見られるというようなことも一つの足
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寄町の活性化、口コミでございますので、な

場の奥にあります、バーベキューハウスも体

るのではないかなというふうに思ってござい

育館の隣、今の木製遊具があるところ、そこ

ますので、よろしくお願いをしたいと思いま

に下ろしたいというふうに思っているので

す。

す。

それでは、最後でございますけれども、全

すなわち、家族ぐるみでまず公園に行って

体を通してせっかくお金をかける以上は費用

焼き肉等で楽しめるし、子供はもうふわふわ

対効果も考えながら将来に向けて町内外の問

ドーム含めて遊具も左側に入っていて、左側

わず、町の活性化も含めて長く愛されるすば

に固めますから、そして冬も、少し夏もそう

らしい公園にしていただきたいなと思ってご

ですけれども、月山みたくなっていて自然の

ざいます。

滑り台みたいな形でできるというようなこと

最後に、町長の御所見をいただいて、簡単
ではございましたけれども、終わりたいと思
います。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

も考えていますから、ともかくまずは町民の
皆さん方が家族ぐるみで楽しめる公園。
そして、子供が来るということは親も来ま

答弁、町長。

すから、これは町外のそういうところもこれ

里見が丘公園の再

はこれからＰＲをしていかなければいけない

整備につきましては、基本構想まとまった段

ことでありますけれども、ともかく家族ぐる

階でも議会にもお話ししているとおり、まず

みで楽しめる公園だよと。

もって一つの町であれだけのすばらしい町民

それから、アクセスも、今までは下とめて

の財産を持っている町なんていうのはないと

いて分断されていましたけれど、これ下から

いうふうに私は思っているのです。

全部上がれるように沿道整備しますから。

ただ、これもお話ししているとおり、造成

ここには、今青少年会館ある周辺、ここに

してからもう何十年と経過をしているわけで

ビジターセンター、それからコテージなんか

すから、町民の財産として、より価値のある

もつくりたいというふうに思っています。

ものにしていきたいというふうに思っていま

ですから、コテージについては、これまた

すし、まさしくこの再整備をすることによっ

地方創生につながりますけれども、使いよう

て議員冒頭で言った、その費用対効果の部

によっては、時期によっては、移住のお試し

分、これは今まさに国が進めている地方創

のところにも活用できるかななんて、そんな

生、一つには観光の一つの拠点にもなり得る

ことも視野に入れながら整備を進めていきた

というふうに思っています。

いというふうに思っていますし。

ですから、既に議決いただいていますけれ

それから、よく今、冬もクロスカントリー

ども、２８年度についてはまず入り口のとこ

ということで自然を楽しみながら、そんな競

ろ、とりわけ小さな子供さんをターゲットに

技性ではなくてゆっくりということ。

した部分で、まずは既に先行してやっていま

これは、出合いの森の今の園路ありますか

す、足湯の屋根かけ、これ冬場の供用という

ら、これもきちんとぐるっと周遊できるよう

ことも視野に入れています。

な形で夏場は散策あるいはクロスカント

ただ、全面ということにはなりませんけれ
ども、縮小しながら冬場も使わせたいなとい

リー、それから冬場はまさしく歩くスキーな
んかも含めてできるようなということで。

うふうに思っていますし、それからそこの横

いろいろな方々に集まってもらって、計画

にやっぱり子供に人気のあるふわふわドー

段階から集まってもらって、御意見をいただ

ム、これも設置をしたいという、そこを中心

いて基本設計をしたわけですから、このとお

に今年度はやっていきたい。

りでき上がればすばらしい町民の財産になる

臨時計画でいきますけれども、今キャンプ

というふうに思っていますので。
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もちろん、それには国からの助成も必要に
なるという裏づけの財政的なこともしっかり
と間違いのないような形で着実に整備を、し
かもできるだけ早く完成に向けて進めたいと
いうふうに思っていますので、御理解いただ
きたいというふうに思います。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、１番熊澤

芳潔君の一般質問を終わります。
これで、一般質問を終わります。
◎

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。
本日はこれで散会をいたします。
次回の会議は、６月１６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した。
午後

２時１９分

散会
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