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◎議事日程
日程第

１

議案第７７号

足寄町多目的交流施設設置及び管理に関する条例の制定につ
いて＜Ｐ３＞

日程第

２

議案第７８号

足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について（総務産業
常任委員会）＜Ｐ３～Ｐ４＞

日程第

３

意見書案２号

地方財政の充実・強化を求める意見書（総務産業常任委員
会）＜Ｐ４＞

日程第

４

議案第７９号

平成２８年度足寄町一般会計補正予算（第２号）＜Ｐ４～Ｐ
２７＞

日程第

５

議案第８０号

平成２８年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
１号）＜Ｐ４～Ｐ２７＞

日程第

６

議案第８１号

平成２８年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
１号）＜Ｐ４～Ｐ２７＞

日程第

７

議案第８２号

平成２８年度足寄町上水道事業会計補正予算（第１号）＜Ｐ
４～Ｐ２７＞

追加日程第

１

行政報告（町長）＜Ｐ２７～Ｐ２８＞

追加日程第

２

議案第８３号

追加日程第

３

議員派遣の件＜Ｐ３０＞

追加日程第

４

所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員

町有バス購入売買契約について＜Ｐ２８～Ｐ３０＞

会）＜Ｐ３０＞
追加日程第

５

閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・広報広聴常任委員会・議会運
営委員会）＜Ｐ３０＞
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午前１０時００分

開会

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

おはようございま

これで質疑を終わります。

す。

これから、討論を行います。討論はござい

全員の出席でございます。

ませんか。

これから、本日の会議を開きます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。
これで討論を終わります。
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第７７号足寄町多目的交流

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

施設設置及び管理に関する条例の制定につい
ての件を採決をします。

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

本件に対する委員町の報告は、可決です。
本

日開催されました、第２回定例会に伴う議会

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ
とに賛成の方は起立願います。

運営委員会の協議の結果を報告します。

（賛成者起立）

本日は、最初に６月１０日、６月１５日の

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

本会議において総務産業常任委員会に付託い

したがって、議案第７７号足寄町多目的交

たしました、議案第７７号から議案第７８号

流施設設置及び管理に関する条例の制定につ

及び意見書案第２号の審査報告を受け、審議

いての件は、委員長の報告のとおり可決され

を行います。

ました。

次に、議案第７９号から議案第８２号まで
の平成２８年度補正予算の提案説明を受けた
後、即決で審議いたします。

議案第７８号

○議長（吉田敏男君）

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

◎

これにて、議会運営

日程第２

議案第７

８号足寄町公の施設に係る指定管理者の指定
についての件を議題といたします。

委員会委員長の報告を終わります。

本件における総務産業常任委員会委員長の
報告は別紙配付のとおりです。

◎

議案第７７号

○議長（吉田敏男君）

日程第１

本件における委員長の報告は、原案可決で
議案第７

す。

７号足寄町多目的交流施設設置及び管理に関

これにて、委員長の報告を終わります。

する条例の制定についての件を議題といたし

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

ます。

います。

本件における総務産業常任委員会委員長の

質疑はございませんか。

報告は別紙配付のとおりです。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本件における委員長の報告は、原案可決で
す。

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

これにて、委員長の報告を終わります。

これで質疑を終わります。

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

これから、討論を行います。討論はござい

います。

ませんか。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

とに賛成の方は起立願います。

す。

（賛成者起立）

これで討論を終わります。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

これから、議案第７８号足寄町公の施設に

したがって、意見書案第２号地方財政の充

係る指定管理者の指定についての件を採決を

実・強化を求める意見書の件は、委員長の報

します。

告のとおり可決されました。

本件に対する委員長の報告は、可決です。
本件は、委員長の報告のとおり決定するこ
とに賛成の方は起立願います。

議案第７９号から議案第８２号まで

○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

◎

日程第４

議案第７

９号平成２８年度足寄町一般会計補正予算

全員の起立です。

（第２号）の件から日程７

議案第８２号平

したがって、議案第７８号足寄町公の施設

成２８年度足寄町上水道事業会計補正予算

に係る指定管理者の指定についての件は、委

（第１号）までの４件を一括議題といたしま

員長の報告のとおり可決されました。

す。
本件について、提案理由の説明を求めま

◎

意見書案第２号

○議長（吉田敏男君）

日程第３

す。
意見書案

町長

安久津勝彦君。

第２号地方財政の充実・強化を求める意見書

○町長（安久津勝彦君）

の件を議題といたします。

なりました議案第７９号平成２８年度足寄町

本件における総務産業常任委員会委員長の
報告は別紙配付のとおりです。

ただいま、議題と

一般会計補正予算（第２号）から議案第８２
号平成２８年度足寄町上水道事業会計補正予

本件における委員長の報告は、原案可決で
す。

算（第１号）まで、一括提案理由を御説明を
申し上げます。

これにて、委員長の報告を終わります。

補正予算つづり１ページをお願いいたしま

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

す。

います。

議案第７９号平成２８年度足寄町一般会計

質疑はございませんか。

補正予算（第２号）について、御説明を申し

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

上げます。

質疑なしと認めま

す。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３
億５,６００万８,０００円を追加し、歳入歳

これで質疑を終わります。

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９３億４１

これから、討論を行います。

０万７,０００円とするものでございます。

討論はございませんか。

歳出の主なものから御説明を申し上げま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。

討論なしと認めま

１４ページをお願いいたします。

す。

１４ページ、第２款総務費、第１項総務管

これで討論を終わります。

理費、第１目一般管理費、第２６節寄附金に

これから、意見書案第２号地方財政の充

おきまして、行政報告も申し上げましたとお

実・強化を求める意見書の件を採決をしま

り、熊本地震に対する義援金といたしまして

す。

１００万円を計上をいたしました。

本件に対する委員町の報告は、可決です。

第８目財産管理費、第１５節工事請負費に

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

おきまして、茂喜登牛集落センター改修工事
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といたしまして３３３万８,０００円を計上

農業費、第２目農業総務費におきまして、新

いたしました。

町温泉改修事業といたしまして、総額２,４

第１４目企画振興費、第１３節委託料にお

１４万３,０００円を計上をいたしました。

きまして、農業人材移住就業サポート・地域

詳細につきましては、説明資料の５７ページ

ブランド化等調査研究業務といたしまして７

を参照いただきたいというふうに思います。

９０万円を計上をいたしました。予算説明資

次に、第３目農業振興費におきまして、６

料５３ページを御参照いただきたいというふ

次産業化推進事業（地域おこし協力隊）経費

うに思います。

といたしまして総額５４０万４,０００円、

次に、第１５目行政情報管理費、第１３節

地域経済循環創造事業といたしまして２,５

委託料におきまして、社会保障税番号制度シ

００万円を計上をいたしました。詳細につき

ステム改修業務といたしまして４６１万７,

ましては、資料の５８ページ、５９ページを

０００円を計上をいたしました。

参照いただきたいというふうに思います。

次に、１６ページをお願いいたします。

次に、２４ページをお願いします。

１６ページ、第１８目新エネルギー対策費

２４ページ、第２項林業費、第３目町有林

におきまして、地熱資源にかかわる地域主導

管理費、第１２節役務費におきまして、手数

型戦略的適地抽出モデル事業といたしまし

料といたしまして７１３万９,０００円を計

て、総額３,６８３万６,０００円を計上をい

上をいたしました。

たしました。詳細につきましては、説明資料
の５４ページを参照願います。

第４目水源林造林事業費、第１２節役務費
におきまして、手数料といたしまして１,１

次に、１８ページをお願いいたします。

４１万１,０００円を計上をいたしました。

１８ページ、第３款民生費、第１項社会福

第７款商工費、第１項商工費、第３目観光

祉費、第１目社会福祉総務費、第１９節負担

費、第１９節負担金、補助及び交付金におき

金、補助及び交付金におきまして、年金生活

まして、平成２８年度予算と平成２７年度補

者等支援臨時福祉給付金といたしまして６０

正予算繰越事業で重複計上となっておりまし

０万円、臨時福祉給付金といたしまして５４

た、足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会実行

０万円をそれぞれ計上をいたしました。

委員会等補助金を３５０万円減額し、松山千

２０ページをお願いいたします。

春さんのデビュー４０周年記念事業補助金と

２０ページ、第３項児童福祉費、第５目児

いたしまして７６万４,０００円を計上をい

童福祉施設費、第１５節工事請負費におきま

たしました。

して、児童館信号機移設関連工事といたしま

次に、２６ページをお願いします。

して２８４万円を計上をいたしました。

２６ページ、第８款土木費、第２項道路橋

第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２目

梁費、第１目道路維持費、第１５節工事請負

予防費、第１９節負担金、補助及び交付金に

費におきまして、町道応急補修工事といたし

おきまして、妊産婦通院交通費等助成金とい

まして７７３万３,０００円を計上をいたし

たしまして１９９万５,０００円を計上をい

ました。

たしました。

第４目臨時地方道整備事業費、第１５節工

第５目合併処理浄化槽事業費、第１９節負

事請負費におきまして、西町４丁目７号通整

担金、補助及び交付金におきまして、合併処

備工事及び関連経費といたしまして３,３４

理浄化槽設置整備事業補助金といたしまして

０万９,０００円を計上をいたしました。詳

２８８万円を計上いたしました。

細につきましては、資料の６５ページを参照

次に、２２ページをお願いします。

いただきたいというふうに思います。

２２ページ、第６款農林水産業費、第１項
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次に、２８ページをお願いします。

２８ページ、第１０款教育費、第２項小学

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

校費、第３目学校建設費におきまして、小学

２万７,０００円を追加をし、歳入歳出予算

校教員住宅新築事業といたしまして総額８,

の総額を歳入歳出それぞれ１１億５,８１５

８３９万８,０００円、螺湾小学校改修事業

万１,０００円とするものでございます。

といたしまして４,９０６万５,０００円を計
上いたしました。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明
すべき事項がございませんので省略をさせて

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

いただきます。

し上げます。

次に、３９ページをお願いいたします。

８ページにお戻りください。

３９ページ、議案第８１号平成２８年度足

８ページ、第１４款国庫支出金、第１５款
道支出金におきまして、それぞれ事業費見合

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
１号）について御説明申し上げます。

いの補助金、交付金を計上をいたしておりま
す。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７
５万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の

１０ページをお願いいたします。

総額を歳入歳出それぞれ２億８,６０５万８,

１０ページ、第１８款繰入金、第１項基金

０００円とするものでございます。

繰入金におきまして、財政調整基金繰入金１

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

億６２１万５,０００円を計上をいたしまし

すべき事項がございませんので省略させてい

た。

ただきます。

第２０款諸収入、第４項受託事業収入にお

次に、４７ページをお願いいたします。

きまして、地域主導型戦略的適地抽出モデル

４７ページ、議案第８２号平成２８年度足

事業収入３,６８３万６,０００円を計上をい

寄町上水道事業会計補正予算（第１号）につ

たしました。

いて御説明を申し上げます。

第５項雑入におきまして、水源林造林事業

資本的収入の総額に５０２万４,０００円

収入１,２９１万７,０００円を計上いたしま

を追加し資本的収入の総額を６,７２７万５,

した。

０００円とし、資本的支出の総額に９７２万

１２ページをお願いいたします。

円を追加し資本的支出の総額を１億２,０３

１２ページ、第２１款町債、第１項町債に

９万９,０００円とするものでございます。

おきまして、過疎対策事業債として１億１,
４４０万円を計上をいたしました。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足
する額５,３１２万４,０００円は、当年度分

以上が歳入の主な事項でございます。

消費税及び地方消費税、資本的収支調整額を

４ページにお戻りください。

２５０万４,０００円、建設改良積立金を１,

４ページ、第２表で地方債補正、変更１件

２４７万１,０００円に改め、補填するもの

をお願いしております。

であります。

以上で、平成２８年度足寄町一般会計補正

５０ページの資本的収入及び支出の内容に

予算（第２号）についての説明を終わりま

つきましては、収入といたしまして道路改良

す。

事業に伴う配水管移設・拡張工事負担金を計

次に、特別会計について御説明を申し上げ
ます。

上し、支出といたしまして工事請負費の計上
をいたしております。

３１ページをお願いいたします。

以上で、議案第７９号平成２８年度足寄町

３１ページ、議案第８０号平成２８年度足

一般会計補正予算（第２号）から議案第８２

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

号平成２８年度足寄町上水道事業会計補正予

１号）について、御説明申し上げます。

算（第１号）までの説明とさせていただきま
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す。

ども、総括的に答弁をさせていただきます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

まず、場所でありますけれども、想定して
いるのは芽登地区でございます。より具体的

御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ
ます。

な場所は、芽登温泉のある沢の一本、上士
幌・糠平寄りでございます。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

この調査、実は環境省の事業でありまし
て、かねてから私、地熱発電の可能性という

これから、議案第７９号平成２８年度足寄

のは非常に興味を持っておりました。

町一般会計補正予算（第２号）の件の質疑を
行います。

既に環境省のほうから、全道の地熱の付存
といいますか可能性のある、そういう地図に

１４ページをお開きください。

落とされたデータもありまして、その箇所と

歳出から始めます。款で進めます。

いうのはそんなに真っ赤っかではないのです

第１款議会費、質疑はございませんか。

けれども、緑色で可能性あるよということで

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

既に示されている箇所でございます。

１４ページから１６

今回のこの調査というのは、本当に事前の

ページ、第２款総務費、質疑はございません

調査でありまして、これをやってすぐにボー

か。

リングをしてだとかそういうことではありま

１番熊澤議員。
○１番（熊澤芳潔君）

せん。
１６ページの目の新

その前段の前段の調査、すなわち、まず本

エネルギー対策費について、お伺いをいたし

当に示されていますけれども、地熱の開発を

ます。

するということであれば、いろいろな環境問

５点についてお伺いしますので、よろしく
お願いいたします。

題だとかいろいろなことが生ずるわけであり
ます。

まず、１点目は、前回まで行われていた地

とりわけ、あそこの地区については、芽登

熱調査いろいろありましたけれども、そのこ

温泉のそばではシマフクロウが生息している

とと、どのような形で違いがどうなのか。

という、こういうお話もございますから。

それと、二つ目に、このデータの結果をこ
の町にどのように生かされるのかどうか。

本当にシマフクロウがどの区域ぐらいで本
当に生息をしているのかどうなのかも含め

それから、三つ目に、温泉地熱による銭湯

て、あるいはその他の稀少動物も含めて生息

の話もいろいろ出ていましたけれども、こう

しているのかどうか、それから稀少な植物等

いった関連ができるのかどうか。

もあるのかないのかも含めて本当に事前の調

それと、四つ目は、場所がどこなのか。

査ということでございます。

それと、五つ目は、これも大きな事項です

この事業は、一応２カ年の事業ということ

ので委員会等もあるのかどうか、もしくは検

で、単年度上限が４,０００万円で、２カ年

討委員会等が構成されるのか、また、構成さ

で４,０００万円、４,０００万円ということ

れるとすればどういったメンバーになるの

で。

か。

今考えているのは、２カ年で事前の調査を

以上、５点についてお願いいたします。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

仕上げたいと思っていますけれども、ただ、

答弁、町長。

ことしまず手を挙げて全国で３カ所募集が

お答えをいたしま

す。

あってだめ元で手を挙げたのですが、認めら
れたということですから、まずは着手をした

５点にわたっての御質問でございますけれ

いなと。
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まず、着手した結果、本当に開発の可能性

あるのではないかと。それから、あの阿寒の

がないような物すごい稀少な植物があったり

国立公園の中でありますから、その中の景観

だとか何とかということであれば、もうそれ

等々含めて極めて影響が大ではないかという

ではことし１年の調査で断念ということにな

ことで反対の声が上がっているというような

るかもしれませんし、さらに次年度もやって

ことでございます。

いこうということになるかどうかという、こ
んなことになるのかなというふうに思ってお

芽登温泉さんからは、文書でその旨受けて
おります。

ります。

これから、先ほど申し上げたとおり、補助

そういう場所がそういうことでありますか

決定があり次第、説明にお伺いをして、危惧

ら、結果その銭湯だとかそういう地元で使え

されているのは二つぐらい上がっていまし

るかというと、そういう可能性はないという

た。

ことでございます。

やっぱりシマフクロウの関係、それから泉

当然、この調査をするに当たっては、委員
会をもちろん立ち上げます。

源にどうなのかということ、それからもっと
いえば、ちょっと正式に私直接は聞いている

これはもうまさしく地元の方もそうですけ

わけではありませんけれども、芽登温泉さん

れども、専門的な知見を有している先生方も

は全国の秘湯の会みたいな、そういう組織に

数名入っていただくというふうに考えていま

も入っているみたいで、この足寄町が選定を

す。

されましたよと環境省のホームページにアッ

これは、具体的な作業は、正式な補助申請

プされた途端に、自然保護団体、それから秘

をして環境省から正式な補助決定があった後

湯の会等々からも、中身云々ではなくて、も

にそういう作業に入っていくということにな

う反対だよということが環境省にも届いてい

るというふうに思っております。

るようであります。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

先ほど、御説明申し上げたとおり、本当に
よろしいですか。

開発ができないような状況があるのかどうか

他に、質疑はございませんか。

も含めて調査をしないことには、環境保護団

９番髙橋議員。

体さんにおいたって、あそこに本当にシマフ

○９番（髙橋健一君）

この事業に対して

クロウがどの区域でいるのか、それからもっ

は、芽登温泉から反対の声が起こっていると

といえばナキウサギですとか、そういう動物

いうのですが、その理由は何でしょうか。

も稀少動物も生息しているのかどうかという

お伺いいたします。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

のは、誰も調査したことがないわけですか
答弁、町長。

ら、逆にいえば、調査の結果は当然公開をし

こういう地熱発電

ていく、オープンにしていくということだと

の開発に当たっては、いろいろ自然保護団体

いうふうに思っていますから、何とか御理解

ですとか、それから２年前でしたか、阿寒地

をいただけるべく事前の説明をしながらやっ

区で、もっと言えば目指しているところは、

ていきたいなと、こんなように思っていると

足寄区域内の情報としては硫黄鉱山跡地に向

ころでございます。

かって阿寒町側、今釧路ですね。阿寒のほう

以上でございます。

から斜め堀りをしてという、こんな構想も持

○議長（吉田敏男君）

９番髙橋議員。

ち上がったわけであります。そこで、いち早

○９番（髙橋健一君）

今の温泉関係者、そ

く阿寒湖畔の温泉組合から反対の声が上がり

れから自然保護団体の人たちの了承、了解を

ました。

得るような形で事業を進めていただきたいと

それは何かというと、温泉の資源に影響が

思います。
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以上です。
○議長（吉田敏男君）

す。
他に、質疑はござい

ませんか。

のですけれども、これ具体的にどういうよう

７番田利議員。
○７番（田利正文君）

委託料、これいろいろたくさん書いてある
な調査をしていくのか。

１番、９番議員の答

これは、コンサルティング会社に丸投げを

弁で聞きたいことはわかったのですけれど

するという形でよろしいのでしょうか。

も、芽登地区にというふうに選定されたそも

○議長（吉田敏男君）

そもの最初の初歩的な質問ですけれども、そ

○総務課長（大野雅司君）

れはなぜそうなったのかというところ。

す。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

総務課長、答弁。
お答えいたしま

委託料、３種類の業務、農業人材移住就業

先ほど、熊澤議員

サポート・地域ブランド化等調査研究業務ほ

の御質問にお答えしたとおり、既に環境省で

か２事業、５３ページに書いてあるとおりの

道内の地熱の付存の可能性のあるところ、こ

３事業でございますが、これはまちづくり会

れは環境省はことしもまたやると聞いている

社に委託ということで予定しております。

のですけれども、空中探査をやっているので
す。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

どの機械がやっているのかわかりませんけ

１１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君）

まちづくり会社と

れども、ヘリコプターを飛ばしてやって、そ

いうのは、具体的にはどこなのですか。

こで何か電波を取るのかどうかは知りません

○議長（吉田敏男君）

けれども、そこで大体のところはわかるらし

いたします。

いのです。
それで、先ほども申し上げたとおり、阿寒

午前１０時３４分

休憩

午前１０時３８分

再開

地区は当然活火山あるところですから真っ赤

○議長（吉田敏男君）

なのです。だから、可能性は極めて高いとい

再開をいたします。

うことだと思うのです。

ここで、暫時休憩を

休憩を閉じ、会議を

総務課長、答弁。

私が言っている今回挙げた芽登地区は、緑
の濃い色なのです。ですから、本当に地熱発

○総務課長（大野雅司君）

お答えいたしま

す。

電をできるだけの本当に熱があるのかどうか

まず、３事業、５３ページにございます

というのは、それはちょっと本当にもう

が、住替え住宅モデル実証事業調査業務につ

ちょっと地上探査といって地上に何か機械を

きましてはビビットコラボレーションへの委

当てて電波をあれしてという話になるのだと

託ということで予定しておりまして、金額と

思いますけれども。

いたしましては２２０万円ということで。

ですから、選定をした理由というのは、環

農業女子研修農場整備調査業務につきまし

境省の示された中で、足寄町内の中で熱があ

ては、こちらもビビットコラボレーションへ

るのではないかというその可能性が示されて

の委託を今は予定しておりまして、こちらも

いる場所ということでございます。

２２０万円を計上しております。

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

３番目の放牧牛プロジェクト研究業務につ

他に、質疑はございませんか。

きましては、先ほど全てまちづくり会社と申

１１番髙橋議員。

しましたが、現在調整中でございまして、こ

○１１番（髙橋秀樹君）

１４ページの企画

れは九州大学の研究成果をもとに町内の和牛

振興費、委託料についてお伺いいたします。

研究会などと連携して九州大学と実施してい

こちら、予算説明書の中で５３ページで

ただこうということで計画している事業で、
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その受け皿となる先というのは現在調整中で

いというそういう仕組み、そして農業女子を

ございます。金額につきましては、３５０万

どう呼び込むか、そういったことの仕組みづ

円を見込んでおります。

くりをお願いするものでございます。

なお、この今言いました金額のさらなる内

以上でございます。

訳というのは、地方創成事業で金額を総額で

○議長（吉田敏男君）

予算を獲得するという性質のものがございま

○１１番（髙橋秀樹君）

して、まだそのさらに詳細までは詰めてござ

い説明だったのですけれども、これビビット

いませんが、これはこの事業でさらにその詳

コラボレーションというのは基本的にどうい

細までは組み立てができていないところでご

う会社なのですか。

ざいますので、御理解いただきたいと思いま
す。

非常にわかりにく

こういう調査業務をもともとやっていた会
社なのですか。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１１番髙橋議員。

○議長（吉田敏男君）
１１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君）

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

本年４月に設立

この調査事業なの

されていますので、もともとやっているとい

ですけれども、ビビットコラボレーションに

うことはございませんが、社員の中には放牧

委託する、その後、これどういうような報告

酪農の指導業務に就いた者を社員に雇い入れ

書等の提出になってくるのかをちょっとお伺

たり、代表者が放牧酪農事業に例えば長らく

いしたいのですけれども。

携わっていたりとか、そういったノウハウは

○議長（吉田敏男君）

持っている会社だと認識してございます。

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

お答えいたしま

す。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

まず、１点目の住宅モデル実証事業調査業

１１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君）

ビビットコラボ

務につきましては、お試し住宅の需要がどの

レーションでなければいけなかった理由とい

ようにあって、どういった住宅を整備をし

うのは、ほかにもあるのですか。

て、どういった形の仕組みづくりを考えてい
ただくと。

現実として、こういう調査業務というのを
以前にそういう社員が請け負っていたという

そして、なおその需要はどの辺にあるかと

話だけで、現実、調査業務をやったことのな

か、そういったことの調査もしていただい

い会社にこの委託業務を渡していくというの

て、どういった形でこの住みかえ住宅事業を

はどういうものなのかなとちょっと僕は理解

進めていくと住宅を有効的に循環活用できる

がしかねるのですけれども、その辺の説明を

か、さらにはそこには子育て世帯だけではな

お願いします。

く離農者・経営移譲者の関係も含めまして、

○議長（吉田敏男君）

その循環活用を図る仕組みづくりを考えてい

○総務課長（大野雅司君）

ただくと、調査いただくということでござい

す。

ます。

総務課長、答弁。
お答えいたしま

まず、まちづくり会社でなければなりませ

農業女子研修農場整備調査業務につきまし

んでした。

ては、施設園芸栽培等の研修農場につきまし

というのは、利潤を追求している一般のコ

てどういった規模の農場、どういった適地が

ンサルティング会社では、この国の地方創成

どこであるかとか、そういったこととか、い

事業の枠組から外れてしまうものですから、

ろいろな農場にまつわる調査、研究をしてい

そこの部分の条件づけからきてふさわしいと

ただくということでございます。

いう判断をいたしました。

農場を成功させるにはどこにつくったらい

以上でございます。
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○議長（吉田敏男君）

１１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君）

調査に対応させていただきたいと思います。

これ、今回の６月

定例でなければいけなかったのか。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

例えば、９月までこの予算を承認を得るの
ではなくて、その間に会社を選定していくと

補足答弁があるよう

です。
町長、答弁。

いう方法はなかったのですか。

○町長（安久津勝彦君）

○議長（吉田敏男君）

漠とした話になるかもしれませんけれども、

総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君）

お答えいたしま

私のほうから少し

補足をさせていただきます。

す。

今国が進めているこの地方創成事業、ま

国の地方創成の交付金のスケジュール的な

ず、足寄町の基盤というのは国の指示に基づ

条件でこのタイミングしかございませんでし

いて５年間の計画を樹立したわけでありま

た。

す。

スケジュールが細かく切られておりまし

これに基づいて、国の名称はいろいろ変

て、これを６月中に予算化しないと交付金の

わっているのです。今は、加速化交付金と

対象にならないということでございましたの

なっているのですけれども。

で、今回の提案となりました。

国がいっているのは、ともかくこの事業は

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

だれがやるのですか、担い手はだれがやるの
１１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君）

ですかと。行政はだめですよと。

それでは、この報

このことを通じて、地元で例えば雇用の場

告書。先ほど、出していただけるというお話

がふえるだとか、会社が設立されるだとかと

だったのですけれども、この報告書の内容に

いう、こういうやり取りがあって、正直言っ

対してどのように。議会のほうでも精査でき

て私最初思ったのは、町にそんな受け皿ない

るのでしょうか、それとも、そういうのは全

よと、そうしたらこんなことに乗れないので

くできずにこの資金を使われたまま終わって

はないかと、正直言ってそんな思いもしてい

しまうのか、その辺をお伺いいたします。

ました。

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

その中で、国とのやり取りをする中で、こ

お答えいたしま

す。

の間説明もしているとおり、役場職員であっ
た前福祉課長の櫻井がやめて、みずからがば

予算成立後は、一般的には所管事務調査な

か者になるというようなことで、決してもう

り決算委員会なりで議会の機能としてチェッ

かるような事業ではありません。正直言っ

クしていただくこと可能かと存じます。

て。本当に経費も含めて。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

もっといえば、ある意味、国ちょっと無責
１１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君）

任ではないのかなというふうに思っているの

そうしたら、この

ですが、５カ年間の計画を立てて、それに基

ビビットコラボレーションにその調査内容を

づいて単年度、よし、ことしはこれをやる

所管のほうから聞いていくということは問題

ぞ、次はこれをやるぞと、こういうことで描

は特にないということでよろしいのですね。

いているわけでありますけれども、国のヒア

○議長（吉田敏男君）

リングの段階では、この５年間つくれといっ

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

そういうことで

ておきながら、これについては評価しません

はございませんで、足寄町を通じて所管事務

と。単年度ごとにその事業を上げてきなさい

調査でございますので、所管課に調査をかけ

と。そして、もっといえば、当然、国がいっ

ていただければ資料を提出させていただいて

ている人口減少状況にどう抗するのですか、
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その具体策をあらわしなさいと。

これは該当になるのだとすれば、先ほど申し

そうしますと、我々にとってみたら、一番

上げた５年間のこのプランに基づいてやっぱ

なのは黙って来てくれればこんな簡単なこと

り平たい言葉ですけれども、取れるものは取

ありませんけれども、しかし、移住者を受け

れなかったらだめだというふうに思っていま

入れをしようとした場合に住む場所どうする

すから、最大の努力をしながらやっていきた

のですか、もっといえば、働く場所どうする

いなと、こんなふうに考えているということ

のですかと、こういうところにぶつかってし

でございますので。

まうわけですよね。

いきなりつくったまちづくり会社、そこに

ところが、国がいっているのは、では住む
場所整備したいねということで上げていった
ら、この年度の事業費の中でハード事業は基
本的にはだめですと。

これからも基本的にはそこを中心というふう
に思っています。
当然、立ち上がった会社、これは私の思い
としても潰すわけにはいかないなというふう

もっといえば、よほど理屈づけとか理論づ

に思っています。

けをしていってどうしても必要だというので

これはやることによって、いろいろな委託

あれば、１年間の事業費のハード部分は２分

事業をやることによって収益がどんどん上が

の１以内に収えなさいという物すごく難しい

るということであれば別なのですけれども、

制約がこうやってかかってきているのです。

中身的には決してそんな状況でないものです

そして、もっといえば、予算計上のことも

から、これは正直言って国がプランに基づい

そうなのですけれども、まず普通は固めてか

て上げてもこれだめといわれたときに、では

ら当然議会に詳細を提案をして、説明をして

どうするのだよという局面もこれからは出て

提案をして議決をもらうということなのです

くるかなという、そんな心配もありますけれ

が、先行なのです。

ども、しかし、やっぱり走り出していって対

極端なことをいえば、議決をいただいてこ
れからやるときなのです。

象になるものはどんどん受け入れていかない
と難しいなと、こんなふうに思っています。

認められなかった場合はどうすのですか

非常に難しい事業です。正直言って。

と。執行するのですか、あるいは単費でもや

そんなことで、いろいろなこれからも議会

るのですか。これは、そのときの判断だとい

でいろいろな議論をさせていただいて、着実

うふうに思っていますけれども。

にこの地方創成を進めていきたいというふう

このやり取りのやつが、今、目下進行中で
す。

に思っていますので、よろしくお願いをした
いというふうに思います。

仮に、今回だめだとした場合に、次が９月
にまたあるのです。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

そこで再チャレンジということも含めてあ
るのです。

○１１番（髙橋秀樹君）

１１番髙橋議員。
町長の思い、よく

わかりました。

ですから、そこでこの事業を認められて国

私、懸念しているのは、この短期間の間に

のお金が来て。国は２分の１しか出しません

この二つの事業、もう一ついったら三つの事

から。今年度から。

業を今同時進行的に進めているのです。ビ

しかし、その裏としては、町の持ち出す２

ビットコラボレーションが。

分の１については、後ほど交付税でという、

会社としては若い会社で、現実的にどのよ

そういう情報もいただいているのですけれど

うになっていくかわからないというのが現状

も。

なのだと思っているのです。そこのところに

いずれにしても、この国がつくった制度、

非常に多額の税金がつぎ込まれる。これが現
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実なのです。これをどのように成功させるか

ます。委託したのだから、それで任せっきり

が、僕は重要だと思っているのです。だか

ということにはなりません。

ら、いろいろな質問をさせていただいている
のですが。

それから、まだ立ち上がっていませんけれ
ども、この間の下打ち合わせの中では、当然

しかし、もっとやり方をといったら変です

この地方創成、まちづくりにかかわることで

けれど、例えば、今議決ありましたけれど

すから、これは町民の方も何人か加わってい

も、開発の跡の宿舎ですか。そういうのに関

ただいて、そういう委員会的なもの、これも

して、やっぱり町民の皆様は結構利益上がる

立ち上げる予定というふうに聞いております

ではないかというふうに感じてしまうので

し、もちろんそうすべきだというふうに思っ

す。それが現実だと思うのです。

ていますので、そんな形で進めていきたいな

今回の調査業務に至っても、これが本当に

というふうに思っています。

どうなっていくか、これ本当に人数が少ない

それから、とりわけ移住・定住の関係でい

中でこれだけのことを短期間のうちに調査で

きますと、これはもちろん、この地方創成、

きるのかというのは本当にちょっと疑問が残

足寄町単独だけでやっているわけではありま

るのです。

せんし、全国各地でやっているということも

これ、できなかった場合、どうなってしま

含めて、それから池北三町、この三町の連携

うのだろうと不安なのです。実を言うと、私

事業もやっていますし、それから十勝でも、

は。これをしっかり進めていく上で、議会と

とりわけ観光部門でいきますと十勝の中でも

してはサポートといったら変ですけれど、で

帯広市が中心になってやっていますから、そ

きるところでもない。まして、町として町は

こら辺との情報交換も含めてやっていく。

お金をあげました。だけれど、そこのところ

とりわけ、移住・定住に関しましては、こ

に口を出すことは多分一切しないのだと思っ

れはもう既にこの地方創成以前から全国各地

ているのです。僕は。

で取り組みをしていて、東京にそういうノウ

だから、もっとビビットコラボレーション

ハウを持っている、何というのですか、斡旋

のほうに口添えといったら変ですけれども、

業者といったらちょっと言葉あっているかど

資金源の供与だけではなくていろいろな技術

うかわかりませんけれども、そういうところ

面でありということをやっていくべきなのか

との連携も含めてその情報提供をいただくだ

なと。民間とももっとコラボレーションをし

とか、そんなことも含めて入っていますの

ていかないと、この先どうなのかなと僕的に

で。

はちょっと疑念を持っているのですけれど

常に、もちろん会社と町の関係、連携を常

も、その辺はいかがなのですか。

にやっていく、それから町と議会についても

○議長（吉田敏男君）

当然情報を逐次提供しながら議会の御意見も

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
今のお話のあった

いただきながらと、こんなことになるという

こと、全くそのとおりだなというふうに思っ

ふうに思っていますので、御理解いただきた

ています。

いというふうに思います。

議会との関係でいきますと、当然、議会も

○議長（吉田敏男君）

１１番髙橋議員。

特別委員会ありますから、そことうちの担当

○１１番（髙橋秀樹君）

あともう一つ懸念

のほうと進捗状況なんかも含めて常に情報提

しているのは、地方創成絡みの５年間の資金

供をしながら、御意見もいただきながらとい

がなくなったときに、足寄町としては一体ど

うふうに考えています。

のようにしていくのかと。

それから、これは会社と町、密接な連携を

まちづくり会社をずっと存続させるために

しながらやっていくと、こういうことになり

一般財源のほうからお金をつぎ込んでいくの

― 13―

か。それは僕にとってみれば非常に不安な部

以上でございます。

分がありまして、そこのところはやっぱりあ

○議長（吉田敏男君）

いいですか。

る程度の一定の成果を出たらその会社を、言

他に、総務費、質疑はございませんか。

葉悪いのですけれども、潰してしまうという

（「なし」と呼ぶ者あり）

のも。ずっと長ら持たなければいけないとい

○議長（吉田敏男君）

う資質の会社ではないというふうに思ってい
るのですけれども、その辺はいかがでしょう

１８ページから２０ページ、第３款民生
費、質疑はございませんか。

か。
○議長（吉田敏男君）

次にまいります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

○議長（吉田敏男君）

当然、会社につい

次にまいります。

ては必要な事業、これは財源のことあります
から、当然国から認められる事業なのかどう

２０ページから２２ページ、第４款衛生
費、質疑はございませんか。

なのかも含めてありますし、もっといえば、

（「なし」と呼ぶ者あり）

町がまちづくりを進めていく上で必要な部分

○議長（吉田敏男君）

については場合によっては単費ということも

次にまいります。

あるかもしれませんけれども、会社を存続さ
せるために何かをという、例えば、国の事業
が仮に終わったとします。５年間で終わる。

ないようですので、

ないようですので、

２２ページから２４ページ、第６款農林水
産業費、質疑はございませんか。
７番田利議員。

これ、ずっと続くのだろうとは思っているの

○７番（田利正文君）

ですけれども、ただ国も非常に財政的に厳し

用した苺栽培のことに関してちょっとお聞き

いですから、どのような状況になっていくか

したいのですけれども、現在というか現時点

わからないということもありますから、少な

できちんとした苺をつくり出せるノウハウと

くても、これはまちづくりのために立ち上げ

いうのでしょうか。確立できたのか、あるい

た会社だといっても、これは町が出資してい

はできつつあるのか、その辺のところを

る会社でも何でもありませんから、それはも

ちょっとお聞きしたいのですけれども。

う必要がなければ町からの委託というのは当

○議長（吉田敏男君）

然なくなるということも至極当然のことだと

○経済課長（村田善映君）

いうふうに思っていますので、そんな姿勢で

術ノウハウということなのですけれども、実

臨みたいなというふうに思っております。

はこの間も苺栽培、試験栽培になっていると

○議長（吉田敏男君）

思うのですけれども、３年経過しておりま

１１番髙橋議員。

○１１番（髙橋秀樹君）

それでは、先ほど

私たちも認めた指定管理の委託、これ３年間
の期間が決まっております。

１９節、温泉熱を利

答弁、経済課長。
苺栽培に伴う技

す。
昨年からというか本年度から、この苺栽培
に伴ってなのですけれども、技術的な指導だ

その次、３年後には公募をするという形で

とかそういうのも含めて、実は地域協力隊１

考えていてよろしいということですか。

名うちにはいます。その方も含めながら現地

○議長（吉田敏男君）

研修だとか、この苺については信州大学の苗

総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君）

お答えいたしま

す。

を使っている信州ＢＳの８ですか、この品種
に伴っての生育含めて、その熟知含めての指

交付金が切れるということで一般公募でき

導を現地の研修だとか、向こうから指導に来

るのではないかということかと思いますが、

ていただきながら進めてきた経過の中、徐々

それは３年後もこの間の経営状況等を考慮し

にというか確実に今成果が実っているわけで

まして検討させていただきたいと思います。

はないのですけれども、徐々に成果があらわ
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れている状況でありまして、本年度もこの事

これは掘ってから相当年数も経っているも

業というか予算計上をした中で施設の改修並

のですからスケールもついているということ

びに今後に向けての栽培等に伴う改修工事費

もありますから、スケール除去のいわばク

ですか。そういったものを計上させていきな

リーニングですね。

がら次年度に向けてきちんとした栽培技術を

それとあわせて、以前は動力ポンプも入っ

確立するために行っていきたいというふうに

たのですけれども、これも相当前にポンプが

考えております。

だめになって自然の自噴の分だけでまかなっ

現状の中では、成果は１００パーセントで

てきたのですけれども、これから本格的に栽

はないのですけれども、実ってきておりま

培を開始をするということになりましたの

す。

で、この温泉ポンプ、動力ポンプも新たに町

以上です。
○議長（吉田敏男君）

の責任で設置をしようということで協議が進
補足答弁がございま

す。

なお、この苺の栽培に当たっては、農協さ

答弁、町長。
○町長（安久津勝彦君）

んできているということでございます。
んとしても新たな生産する会社を、農業生産

補足をさせていた

だきます。

法人を立ち上げて本格的にやっていくという
ことでなりましたので、町も持ち分の支援を

今の課長が一定の経過、説明をしました。

しっかりやっていきたいということで予算を

この間、農協とも連携をしながら進捗状況

計上しているということでございます。

等も聞いておりました。

以上でございます。

いよいよ、ことしから農協が１０棟で本格
的な生産を開始をするということでありま
す。

○議長（吉田敏男君）

いいですか。

７番田利議員。
○７番（田利正文君）

ちょっとしつこいか

当初、新たなハウスの建設ということも想

もしれませんけれども、そういう周りの整備

定しながら協議を進めていたのですけれど

体制ができ上がっている中で、新たな会社を

も、御案内のとおり、あそこでは花の苗の栽

つくってやると。

培しているところ５棟あったのですが、これ

たまたまこの話を聞いたのですけれども、

が撤退をすると。このビニールハウスを農協

ある町外の業者の方から足寄で生産した苺を

さんが取得をして、１０棟。既存のハウスと

定期的に入れてほしいといったけれども、結

合わせて１０棟でやると。

局は入れられないということで断られたとい

今年度は、農協さんのほうで既存の施設、

う状況があるという話も聞いたのです。

それから新たに取得した施設、これを一定程

その話を聞いていて私は思ったのは、今課

度の改修をして、その体制を整えるというこ

長は徐々にノウハウは確立されつつあるとい

とになりました。

うふうにおっしゃいましたけれども、３年間

そこで、この熱源、とりわけ苗をつくるた

でまだ徐々にという段階なのか。

めの冬場の熱源等々含めてあるわけですけれ

それから、間違いなく今年度、来年度あた

ども、ここはこれまでもあそこは町の泉源で

りにはもう例えばどの従業員が入ってもこの

あります、温泉熱を利用してやっておりま

ノウハウどおりやればこのハウスの中ではこ

す。

んなふうにして栽培ができるというふうにな

今回、予算計上しております、新町温泉の

りつつあるのかどうかというところをちょっ

改修事業ということで起案させていただいて

と知りたいのですけれども。

おりますけれども、これは町の責任で町の温

○議長（吉田敏男君）

泉。

○町長（安久津勝彦君）
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答弁、町長。
この間は、先ほど

課長答弁したとおり、試験栽培ということで

それなりの量があるというふうに踏まえて

やって、できあがったものを販売できるもの

よろしいのですか。

は販売していくという、こういうことで進ん

○議長（吉田敏男君）

できております。

○経済課長（村田善映君）

答弁、経済課長。
現在の湯量につ

その中で、いろいろ私も組合長なんかとも

いては、今、町長が答弁したように、スケー

話をしているのですが、基本は指導いただい

ルの除去を含めて、可能な限りのトン数は出

ているのは信州大学、それからアグリスとい

てくると思うのですけれども、将来に向けて

う東京、これ農業生産法人、これ信大とも

それが足りるかどうかということについては

しっかりと連携を取ってもう本州ではもう生

現在まだ調査しておりませんので、増棟計画

産をやっているところなのですけれども、技

がどういうふうになっていくか計画が固まり

術的にはそことの連携。

次第、湯源の量が足りるか足りないかは検討

それからもっといえば、販売先のこともあ
りますから、これも基本的にはアグリスさん
含めて。

してまいりたいと思っております。
○議長（吉田敏男君）

いいですか。

７番田利議員。

将来的には、これは１０棟で終わらせると

○７番（田利正文君）

全く勝手な話で申し

いうことではありませんから、どんどん拡大

わけないのですけれども、もし泉源が足りな

をしていきたいというふうに農協さんも思っ

くなると、いわば不足するという事態になっ

ていますし、もっといえば、新規就農で受け

たけれども事業としてはどんどん大きく、仮

入れもしたいという、こんなことも夢は結構

に成功して伸びていっていると。そのとき

大きな夢を描いているのですけれども。

に、ハウス暖房の熱量がないと。そのとき

そこで、たまたまあった取り引きしたいと
いう話もあって断られたというのは、本格的

に、ペレットボイラーを導入するなんていう
考えはあるのでしょうか。

な生産をしていませんから、恐らくそういう

というのは、ちょっとごめんなさい、地名

ことだというふうに思うのですが、これから

忘れましたけれども、ペレットボイラーを導

そういう販路拡大ということも当然徐々に

入してそれで成功している栽培農家の方もい

やっていくのだというふうに思っています。

らっしゃるのです。それも採算も合うそうで

ただ、コンセプトとしては非常においしい

すから、そんなふうになるかどうかというこ

新種の苺ですから、少なくとも安売りはしな

とも含めて。

いぞと、こういうことで採算の合わないよう

それからもう一つは、これまた今すぐはそ

なことはしないというようなことで、そんな

んな関係いわれてもだめではないかと言われ

話もあわせてしているということでございま

るかもしれませんけれども、例えば、新しい

す。

農業法人ができて苺栽培がうまくいったと。

以上でございます。

ノウハウもできて、例えば、どういう従業員

○議長（吉田敏男君）

７番田利議員。

が入ってきてもそのノウハウどおりこのハウ

○７番（田利正文君）

わかりました。

スだったらばこういうふうにやればできると

試験栽培の途中だからそういうことが起き

いうふうになってきた段階で広げていくと。

たというのはわかります。

そうすれば、足寄町だけにとどめなくて

本格的にやるということになって、町の責

も、例えば、池北三町に広げてもいいとか、

任で泉源も改修すると。新しい生産農業法人

あるいはオール十勝に広げてもいいとかとい

を立ち上げて生産に入ると。

うふうにまで大風呂敷でといいますか心を大

もっと拡大をするというときに、その泉源
はどこまでもつのでしょうか。

きく考えているのか、あるいは、これはうち
だけのものだというふうに抱えているのか、
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その辺のところというのもお聞きしたいなと

さんの庭先。全くの路地にはならないと思っ

思うのですけれども。

ているのですが、下から上までハウスにすっ

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

ぽり囲うのではなくて。

熱源に関しまして

私は、相当前になりますけれど、仁木町の

は、基本的に冬場の苗と、それとあと季節の

サクランボ、これ屋根だけかかっているハウ

移りかわりのときですね。

スなのです。それは何かというと、雨に当た

これまでの中でいきますと、動力ポンプが

らないように。将来的には、そういうことも

だめになって自噴だけで、熱量が足りないと

組合長、可能ではないのかなと、こんな話も

いうこともあって、一部廃プラを燃料にして

しています。ちゃんと苗がしっかりできて、

いる、そういうボイラーもあって、何基か農

栽培のことをちゃんと指導をできる人間も

協さんのほうで設置をしているというお話も

ちゃんと配置ができれば、農家さんの個々の

聞いております。

空いているところで屋根だけのハウスを建て

新たに入れるポンプにつきましては、毎分

て、夏場の量が少ないときに、要するに高い

２５０リットルぐらいまで組めるポンプとい

ときに出せるような、そういう副産物的なそ

うふうに考えております。

んなこともできないかねと、そんな夢も語り

拡大をしていって熱源が足りなくなったと
きにどうするのだということ、これは当然出
てくるというふうに思います。

合っているということでございます。
ですから、少なくても苗の供給は、もう信
大はこれ特許持っていますから、足寄町の意

場合によっては、もう１本温泉を掘るかと
いう話になるかもしれませんし、今議員が

向でどんどん広げていこうなんてそんな話に
はなりませんし。

おっしゃったペレットボイラーということも

今もう一つあるのは、民間会社が郊南地区

含めて、これはもう採算性の関係を含めて細

でやりたいということで検討をしているよう

かな計算をしながらやっていくということに

であります。

なるかなと思っています。

その情報もいただきながら、農協さんと、

それから、将来的なことでいきますと、こ

農協がこれからやるのだけれどもどうだと話

れはまだ私と組合長との話でまだとどまって

ししたのですけれども、別に敵対することは

いるのですけれども、苗がしっかりできれ

ないよねと。

ば、一番苺の端境期というのはやっぱり夏場

そっちはそっちでまたうまくいけば、足寄

なのです。気温が余り高過ぎてもだめだとい

町の同じ種類の特産品ということで、そうい

うことで。

う提携はできるのではないかということで、

うちの場合は、通年栽培可能だろうと。

そんなような打ち合わせもしながら、着実に

ただ、通年栽培といっても、冬出すかとい

進めようということで進んでいるということ

うことになったら、例えば、燃料費を過算で

でございます。

も出したら、これは採算合わないですから、

以上でございます。

そこはもう詳細は農協さんの新会社が考える

○議長（吉田敏男君）

ことだというふうに思っていますけれども。

すけれども、ここで暫時休憩をいたしたいと

組合長との話の中では、よそに広げるとい
うよりも、もうせっかく信大さんがそういう

今、質疑中でありま

思います。
１１時２５分まで休憩をいたします。

情報提供をくれていったわけですから町内の

午前１１時１３分

休憩

特産品にしていきたいなと、こんなふうに

午前１１時２５分

再開

思っています。

○議長（吉田敏男君）

もっと言えば、夏場の栽培でいえば、農家

再開をいたします。
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休憩を閉じ、会議を

質疑を続行いたしたいと思います。

用の中に協力隊の方の御支援というか御協力

第６款農林水産業費、質疑はございません

をいただいておりますが、今後もいただいて

か。

いくと思いますけれども、この協力隊の方が

８番高道議員。
○８番（高道洋子君）

数年間、何カ月間、数年間そこに携わって、
ただいまの７番議員

の追加でないしあれです。

せっかく築いたノウハウをその任期が切れる
と足寄町を去って行くということもないよう

それで、同じ質問なのですけれども、ただ

に、せっかくの築いた技術を足寄町に今後も

いま７番さんがお聞きしたいことは全部質問

ずっと期限が切れても残っていただくような

していただけましたので、それよりも違う面

手だてをしていかなくてはもったいないので

から質問したいと思います。

はないかなと。

あの苺に関しましては、本当に味はよろし
いと、大変甘くておいしいという評判と。

今後、この会社が成功するためにも、そう
いうふうに思うのですが、そこら辺の対応は

ただ、なかなか町民が気軽に一時買えな
かったということやら、Ａコープさんや何か

どのように考えているでしょうか。
お伺いします。

で置いてくれていて、その後、買えるように

○議長（吉田敏男君）

はなりましたけれども、まだあれは全くの製

○経済課長（村田善映君）

品化がなかなか立派な特産品としてまではま

り、今現在、地域おこし協力隊１名、今２年

だまだ遠いのかなという思いがあります。

目になるのですけれども一生懸命頑張ってお

特産品にしまして、今後していただいて、

答弁、経済課長。
議員仰せのとお

ります。

今度ふるさと納税の返礼品としてどんどん出

今この方にも先ほど町長が言っているよう

していけるようになれば、本当にすばらしい

に、このハウスの拡張・拡大をしながら今後

ことではないかなという希望は持っておりま

進めていく計画の中で、ぜひともハウス栽培

す。

に担っていただくようにお願いをしながら進

ただし、それがどのぐらいかかるのか、７

めていくとともに、今回予算提案をさせてい

番議員さんも心配しておりましたけれども、

ただいた２名の地域おこし協力隊の方にも対

とかく何というか、公費が入ると相当額の税

して将来的には団地形成になったときには、

金ではございますけれども、なかなか自己資

そこでハウス栽培を担っていただくというよ

金で一からスタートする民間会社と違って緊

うな形の中で進めていくという考えで計画し

張感が少し欠けるのかなという意味からも、

ており、農協もこの５カ年を計画した中での

このブランド化。ここに、説明書にはブラン

プランの中では、やはりことしからは拡張を

ド化していくというお話、この文章がありま

していくということに対しては２８年度拡張

すけれども、これをやはり目標値をやっぱり

する部分に対して、やっぱり１０月以降いろ

徐々にとかというのではなくて３年、５年の

いろな整備をしていくわけなので、１１月、

うちにブランド化して特産品としてもうふる

本年度については一定程度の苗の定植は

さと納税まで出していくというぐらいの。

ちょっと厳しいのかなと。

そして、大量に供給していくということ

ただし、２９年、３０年度で３年間をかけ

を、この期限を決めることも大事かなと思い

てきちんとした苺栽培を確立し、５カ年のう

ます。

ちの残り２年についてはいろいろな方々にも

そういう意味で、それはこれから協議会が

栽培技術が提供できるようなノウハウを習得

立ち上がって、そこで決めていくことだと思

しながら進めていくという計画を聞いており

いますが。

ますので、そのような形の中で地域協力隊、

そこで質問なのですけれども、今までの雇

ことし含めて、来られると３人になるのです
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けれども、その方々にも将来担っていくよう

今後についても、そういう形の中で少しで

な形の中でうちのほうもお願いを進めていく

もお手伝いできないかという形の中で農協さ

つもりで考えております。

んのほうにもお願いしながら、できることが

以上です。

あると思うので、その辺はお互いに協議をし

○議長（吉田敏男君）

８番高道議員。

ながら進めていきたいなと思っておりますの

○８番（高道洋子君）

郊南地区にも何か新

で、考えております。

聞報道によると、他社、競争相手というの

以上です。

か、そういう苺の民間会社がやるともうわさ

○議長（吉田敏男君）

に聞いておりますので、なおさらのこと、１

次、９番髙橋議員。

社でも大変なのに、この２社ができることに

○９番（髙橋健一君）

よって、下手したら本当に二つとも技術が

取りに関して、実は私、障害者の仲間の皆様

アップしないければ大変なことになりますの

と一緒に苺摘みしてきました。

で、そこら辺も緊張感の中で切磋琢磨して頑
張ってほしいと思うところでございます。

いいですか。
今の苺の栽培、摘み

私は無償でしたけれども、障害者の皆様は
時給４００円。一緒にやっていました。

もう一つは、雇用のことなのですけれど

今、摘み取るところで大変だということも

も、ここにも説明書の中に雇用の安定という

ありましたけれども、それだけではなくて、

ことが書いてあります。

やはり私からすると、農協さんの管理体制、

以前、常任委員会で見学させていただき、
視察研修に行きましたときに、身障者の方が
働いて何名かおりましたけれども、現在もそ
ういう方はいらっしゃるのか。

非常によくないとすごく憤りを感じたので
す。
やさしく抗議したときに、そこの担当者の
方が何と言ったかというと、農業というのは

また、今後どういう考えを持っていらっ
しゃるのか。

こんなものだよとおっしゃいました。
農業は違うのではないかと。農業は、農作

特殊な苺というのは難しい栽培であるだけ

物をつくるだけではなくて、人を育てなけれ

に、御苦労はあると思うのですけれども、そ

ばいけないと、私はこういうことを実感して

こら辺の考えもお聞かせ願いたいと思いま

ちょっと残念な思いをした記憶があります。

す。

その後、やっていないです。時給４００円と

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

いえば、障害者にとってはすごく高給です

２年前ですか。

ハウス栽培に伴って、農協さんで試験栽培し

し、そして朝も７時ぐらいから待機して朝早
いですからね、摘み取り。

ているときに、身障者の方にお願いをして３

それで、待機してきょうは仕事ありません

カ月ぐらい、毎日ではないですけれども、月

よと、ドタキャンが結構あったのです。そう

に２回とか１回とか来ていただいたのですけ

いうことで、すごくこの苺栽培に対しては何

れども、やはり大変ちょっと言いにくいかも

かちょっと否定的な部分も隠せないのですけ

しれないですけれども、もぐときにどうして

れども、もちろん苺は大和町なんかでは私も

も実に触れたりとかちょっとそういうことだ

一般質問させていただいた経緯がありまして

とか、ハウス内がちょっと暑くて体調が

非常に期待するものでありますけれども、本

ちょっと害したとかいう形の中であったりし

当にこのままやっていいものかどうか私は

て、昨年は一応連携してやっていってくださ

ちょっと町としてもしっかり見ていってもら

いとお願いはしているのですけれども、なか

いたいと思います。

なかそれで身障者含めて活用はされなかった
のですけれども。

もちろん成功すればいいのですけれども、
これはやばいな、まずいなと思ったら途中で
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しっかりと援助を打ち切ってください。

今よく売られていますよね。そして、栄養

そして、苺だけではなくてほかのたくさん
の農産物あるわけですから、ぱっと切りかえ

価も高くなりますしね、乾燥することによっ
て。

て違ういわゆる全国的に全世界的に勝負でき

そういったことでしたら、経費もそんなに

る農産物にかえていくような、そういうこと

かからず販売できるのではないかと思います

も踏まえながら、町はしっかりと見ていって

けれども、そういうお考えはないのですか。

いただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君）

すごくお金をかけるのですから、それだけ
のものを期待したいと思います。

現在のところは

今後に向けては、皆さんといろいろな知恵
答弁は要りません

ね。

を出しながら苺に対する加工というか、２次
加工ですか。どういったものがいいのかも含

２番榊原議員。
○２番（榊原深雪君）

○経済課長（村田善映君）
考えておりません。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

めて検討してまいりたいと思いますので、よ
関連の質問をさせて

いただきます。
この苺栽培につきまして、先ほど町長は値

ろしくお願いします。
○議長（吉田敏男君）

２番榊原議員。

○２番（榊原深雪君）

今、乾燥物がよく出

を崩さず製品として、ブランド品として売っ

回っているのですけれども、やはり車を運転

ていきたいというお話でした。

しながら食べてみたりとか、ビタミン補給に

そうしたら、この苺に関しまして、１００
個取れるものであれば、値を崩さず売れるも

食べたりとか結構需要が多いように聞いてお
ります。

のというのが何パーセントの割合で、その跳

そういうところも研究されまして、跳ね品

ね品というのがどのような処理をされている

を生かしたそういう製品づくりというのも大

のかお伺いしたいと思います。

切なのではないかなと思っておりますので、

○議長（吉田敏男君）

また研究に一層励みをしていただきたいなと

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

現在のところな

思っていますけれども。

のですけれども、１００として仮定している

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

のであれば、おおむねなのですけれども、７

○経済課長（村田善映君）

０弱かなと。６５から７０弱かなと思ってお

質問なのですけれども、ちょっと僕の誤解も

ります。

ありまして、一部訂正させていただきたいの

議員の先ほどの

それ以外のものにつきましては、ジャムで

ですけれども、あくまでもこれは農協が販売

すとか、ジャムの原料としてのものとしてア

するということなので、農協がどのような２

イス工房というかそういったところに提供と

次製品だとか、そういったものをしていくか

いうか販売しております。残りはです。加工

ということについては、農協から話を聞きな

品として出荷しております。

がら進めていきたいということで考えており

以上です。

ます。

○議長（吉田敏男君）

２番榊原議員。

今の御質問についてなのですけれども、そ

○２番（榊原深雪君）

意外とパーセンテー

ジが高いので安心しましたけれども。

人と農協、町を含めて連携しながら検討して

加工品として販売する場合、原料にまたお
砂糖がいったりとか、いろいろパッケージが
いったりとかありますけれども、乾燥苺なん
ていうお考えはないのでしょうか。

こも含めてこれから新法人、設立した農業法
いきたいと考えております。
以上です。
○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。
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５番川上議員。

で枯死してしまったというか、枯れてしまっ

○５番（川上初太郎君）

関連なのですが、

たということもお聞きしております。

大事な苺ということで農協もかなり力は入れ

あと、ちょっと冬場の寒さのこの厳寒のと

ているようなのですが、いわゆるハウスの栽

きにちょっと急激な温度低下によって苗がし

培指導または技術指導というのですか。何か

ばれたとかということも聞いております。

指導者が徹底していないように、私は見える
のです。

ただし、先ほど言ったように、その中で熟
知している方が指導に当たるということに対

それで、無農薬栽培に近いでしょう。当
然。

しては、やっぱりまだ３年前からスタートし
たその１年目、２年目ということでいろいろ

ほかのメロンとかリンゴと違って、生食、
特に生ですぐ食べられるという関係で。

な方々からの御指導だとか技術提供をいただ
いていろいろとやれていたわけなのですけれ

先般かなり、どの程度被害受けたかわかり

ども、やはり１年生といったら失礼なのです

ません。虫の被害でかなり全滅になったとい

けれども、１年生からスタートしていろいろ

う話、ちょっと聞いたのです。

な失敗だとかそういったものを繰り返しなが

その話の聞いた後の中では、いわゆる指導
者がてんでばらばらみたいな話が現場から私
聞こえてきたのです。

ら、いわゆる足寄町の気温も毎年変化してお
ります。
その中で、去年あたりは一時３０度以上だ

町も当然これだけお金もかけ助成をしなが

とかそういった数日間蒸し風呂といったら変

らやっていくのですから、その辺がちょっと

ですけれども、相当気温も上がったときの対

私もちょっとこういう話は実はしたくなかっ

処方法だとかを含めて、相当苦労はしている

たのですが、現実問題として、ハウス半棟が

というふうにお聞きしております。

いわゆるもげなくなったのか、１棟がだめに

先ほどからなのですけれども、農協もそう

なったのかという関係はちょっとわかりませ

いったことも含めながら本格的な製造、販売

んけれども、そういうこともちょっと情報と

に向けて一定程度のきちんとした技術者を置

して私入っているのです。徹底したやっぱり

いて、きちんとそういったものを確立してい

指導を管理していかないと。

きたいというようなお話も聞いております。

私、大昔の話になりますが、あそこでメロ

その中では、先ほど町長もおっしゃってい

ンをつくったときに、私も３年ほどあそこで

ました、信州大学の先生とかアグリスという

メロンづくりをいたしました。そのときに、

メーカーなのですけれども、その方の指導を

やっぱりきちんとした指導者がいないと、な

受けながら進めていきたいということで本格

かなか今何というのですか、いろいろな方々

的に農協も力を入れてスタートしていきたい

を年配のお年寄りの方で仕事のない人方を雇

という形でいっておりますので、私たちもそ

い入れてやるという、雇用の関係では非常に

れを見て現地を行きながらこれからきちんと

いいのですけれども、やっぱりその辺が難し

した確立に向けて見守っていきたいなという

くなってくるのかなと思ってちょっと心配で

ふうに考えております。

質問したのですけれども。

以上です。

その辺、いかが捉えているでしょうか。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

よろしいですか。

５番川上議員。

経済課長です。

○５番（川上初太郎君）

見守っていくのは

私も全てちょっと済みません、熟知してい

非常にありがたいし、これからこれだけの大

るわけではないのですけれども、過去にはそ

きな事業ということで今は夢を持って苺づく

ういうふうに病気というか病虫害ということ

りに励んでいるのですから、徹底したやっぱ
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り指導者、責任者というのですか。やっぱり

カーの状況になっていなかったということも

そういう人が常時というわけにはまいらない

聞いていましたから、私のほうからもちょっ

かもしれないけれども、その辺の指導者の御

と言うことは言わせていただきました。

指導をきちんとするように援助というか助言

少なくても、新法人が立ち上がってこれか

をしてあげたほうがよろしいかなと思って質

ら本格的にやるということですから、これは

問したところですので、よろしくお願い申し

もう当然収支問われますから、会社ですから

上げたいと思います。

赤字垂れ流しなんていうことには当然ならな

当然、苺の大学、それからアグリスです

いでしょうから。

か。そういう会社の指導を受けて研修をして

ですから、障害者の雇用あるいは高齢者の

いるということなのですが、それが実際の現

雇用、これも収支には大きく人権費の部分で

場の担当者にちゃんとつながっていかないと

かかわってくるのだというふうに思っていま

やっぱりうまくいかないのではないのかなと

すから、そのことを含めて整理がされていく

いう年老いたことでちょっと心配事で申し上

のだろうというふうに大いに期待をしており

げましたので、今後ひとつよろしくお願いを

ます。

いたしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

町としては、ともかく農協さんもそれらの
町長、答弁。

決意を持ってやっていくということでありま

議員仰せの部分と

すから、これはまさしく地方創成の絡みも含

いうのは、これまでの試験栽培での農協の体

めて町としても必要な支援をしていきたい。

制のことだというふうに思っております。

ただ、運営費補助なんていうことは考えて

私も現場の人間のお話も聞いたことがあり
ます。

いません。
当然、当初の初期投資の関係、必要なもの

試験栽培ですから、農協の中の、役場もそ

はこれからも考えていきたいというふうに

うですけれども、経済部の例えばここが担当

思っていますし、当然、今回予算提案させて

ねという感じで、ここで現場とそこの意思疎

いただいているのは、もともと町が所有して

通がスムーズに行っていなかったのかなとい

いる町の財産の泉源の活用ということですか

う、私もう何回か言ったことはあるのです。

ら、それは責任を持って整備をしていこう

先ほども言ったとおり、本格的にやるよと

と、こういうことでございますので、御理解

なったときに、新しい農業政策に立ち上がり

いただきたいというふうに思います。

ましたから、今度はまさしく経済活動をやっ

以上でございます。

ていくわけですから、そこのところはしっか

○議長（吉田敏男君）

り回っていくのだろうなと。

よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。

先ほどあった、障害者の雇用のことも、こ

４番木村議員。

れも実は私のほうからも言わせてもらいまし

○４番（木村明雄君）

た。一体どうなっているのということで。こ

しいでしょうか。

こもやっぱり前に担当していた方が退職をさ

○議長（吉田敏男君）

れて、次のお前のところ担当なと。そうした
ら、本来業務を持っている中で、プラスそれ

待ってください。

他に、農林水産業費、質疑はございません
か。

がくっついてしまったわけですから、だから

（「なし」と呼ぶ者あり）

なかなか現場にも足が運べない。現場からは

○議長（吉田敏男君）

こうだよと、暑さ対策どうするのですかと

次に移ります。

いってもなかなか暑さ対策するにしてもお金
が絡んできますから、そこら辺がどうもツー

商工費に入ってよろ

ないようですから、

２４ページから２６ページ、第７款商工
費、質疑はございませんか。
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４番木村議員。
○４番（木村明雄君）

きましては、今、昨年度も開催した結果をお
ここで、観光費の補

助金についてお伺いをしたいと思います。

話しさせていただくのであれば、最終的に四
つの駐車場をつくっております。四つの駐車

足寄ふるさと盆踊り・両国花火大会実行委
員会の補助金について、減額をしているわけ

場につきましては、やっぱり近隣のほうにつ
いては即満杯になってきます。

なのですけれども、これについて減額をして

徐々にちょっと遠くなっていくわけなので

進むに当たって、昨年と同じような事業がで

すけれども、基本的には駐車場が四つの駐車

きるのかどうなのか、その辺ちょっとお伺い

場、ほぼ満杯になってはいるのですけれど

をしたいと思います。

も、あふれているような状況は昨年度は見受

○議長（吉田敏男君）

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

けられなかったということで、実行委員会の

この減額の３５

反省会通してお話も出ておりますので、その

０万円というのは、実は当初、商工費で見て

辺、御了承を願いたいと思います。

いました。

○議長（吉田敏男君）

ですけれども、２８年の３月の定例会で地

他に、商工費、質疑はございませんか。

方創成加速化交付金繰越予算の中にこの部分
も組み込ませていただいて、そこの部分が予
算議決になったものですから、重複していま
すので、その部分に対して落とさせていただ

よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次にまいります。

２６ページ、第８款土木費、質疑はござい
ませんか。

いたということで、現状の中の内容どうだと

（「なし」と呼ぶ者あり）

か、これについては先日行われた花まつりだ

○議長（吉田敏男君）

とか、これから開催する両国花火大会、これ

ら２８ページ、第１０款教育費、質疑はござ

についての内容等を含めて落ちるということ

いませんか。

はございませんので、その辺、御理解願いた
いと思います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

以上です。

歳出総括ございませ

んか。

○議長（吉田敏男君）

４番木村議員。

○４番（木村明雄君）

それについては、わ

（「なし」と呼ぶ者あり）

かりました。

○議長（吉田敏男君）

次に、８ページにお

戻りください。

関連になるわけなのですけれども、この足
寄のふるさと盆踊り、そしてまた花火大会、
これについては高速道路ができてから各本当
に管内、そしてまた道内のほうからもこの花

歳入に入ります。
８ページから１３ページ、歳入一括で行い
ます。
質疑はございませんか。

火大会にはやはり皆さんが見に来るというこ

（「なし」と呼ぶ者あり）

とで相当に人口が、その花火大会を見学する

○議長（吉田敏男君）

人がふえているということを聞いているわけ

んか。

なのだけれども、足寄町、来たらやはり駐車

○議長（吉田敏男君）

すけれども、それについてどのようなものな

ださい。

のでしょうか。

歳入総括ございませ

（「なし」と呼ぶ者あり）

場が狭いというようなことを聞くわけなので

４ページにお戻りく

地方債補正、変更１件。第２表の件です。

お伺いしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

次に、２６ページか

質疑はございませんか。

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

駐車場の件につ

○議長（吉田敏男君）
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次に、全体に対する

総括ございませんか。

うに総務課長のほうからお話があって、理解

６番前田議員。
○６番（前田秀夫君）

はしますけれども、要すれば、私の受け方
きょうの補正にかか

と、それから幾ばくかの町民の声を耳にする

わって、全体にかかわって、大変な地域創生

とき、このまちづくり、ここで苦慮してい

というところにこの間、足寄町のトップの判

る、こういうことで縛りがあるということ

断もお聞きをしながら、本当に地域を守ると

で、これ町民との対話の中で明らかにしてい

いうことで苦慮しているというふうに私は考

かないと、極端な言葉で申しわけないのです

えております。

けれども、いわゆる議会の経緯なり、理事者

ただ、申し上げたいのは、この間のいわゆ

がどれほどの汗をかきながらこれを考えた、

る、それから現状を含めて、国がいってきて

要するに、縛りのある、チェックもかかる地

いることは、要すれば地域創生、つまり、ひ

域創生、まちづくりの中で苦慮していくのか

と・まち・しごと、これをどうつくっていく

ということが、だんだん町民との距離が大き

のかということにつきましては、要すれば、

くなるような気がしているわけであります。

足寄町としては町民との対話の中でつくって

そこで、あえて答弁をもらうことにはなら

いかないと、いずれ国がいっている２０６０

ないでしょうけれども、そういうことからし

年度までには１億人達成という長いスパンの

ても、財政問題を特に出発点から安倍総理も

中で、そういう中では地域にしては５年、さ

言っていますように、新たな予算財源をつけ

らには単年度のチェックも入りながら、さま

て、ひと・まち・しごとづくり、地域創生で

ざまなことで苦慮をしながらやっていかざる

やっていくということでは報道はされていま

を得ないのが現状だというふうに私は認識を

せん。

しているところであります。

従前の、要すれば、日本の国にある補助金

しかし、残念ながら、この地域創生がス

などを見直しをかけて、さらには地方にかか

タート時点で国のつくりでありますけれど

わるものも検討をしながら、そういう全体の

も、要すれば、地域にこれをやれ、これのこ

予算財源の中でやっていくという極めて丸投

とをすると。

げ的な厳しい国の発想だということも含め

言ってしまえば、人材のつくり方問題、そ

て、強請になるかもしれませんけれども、そ

れから財政措置の問題、最後は情報の提供と

ういうことでソフト受け皿で地域万人の非が

いうことで、往復にそういう齟齬案がありま

ない、しかしながら、現状、選択肢としては

すけれども、現状、地域の中でどうやってい

これしかないということであれば、短絡的に

くのかと、どうつくっていくのかということ

申し上げれば、私のところに入ってきている

につきましては、ソフト・受け皿含めて、要

町民の声だとか私の考え方、あるいは特別委

するに、中身については残念ながら地域の万

員会の話ということで、きちんと議会の主軸

人向けのようにはなっていないということに

となって、あるいは行政と町民との距離がき

もう一回振り返る必要があるのではなかろう

ちんと縮まっていくように最善を尽くしてい

かと。

ただきたいということで深く感じております

ということは、３月の理事会もそうですけ

ことを申し上げて、終わります。

れども、この７日の提案、それからきょうの

○議長（吉田敏男君）

提案・審議という中でちょっと感じてきてい

か。

ますし、この間、特別委員会も開催さており
ますけれども、要すれば、何といいますか、

今のは質疑ないです

今の行政と町民との距離という話がありま
した。

きょうの補正でもまだ未完成のものを含めて

そういったことを含めて、町長のほうから

補正として計上しているものもあるというふ

ちょっと答弁をいただいて、終わりたいと思
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います。

すから、非常に担当も含めて、苦しい状況も

答弁、町長。
○町長（安久津勝彦君）

ありながら。
お答えをいたしま

す。

さりとて、間に合わせなかったら、ひょっ
としたらくれるものもくれないということで

現実問題として、なかなかわかりにくいと

すから。何もアクションを起こさなければ。

いう部分で、町民の皆さん方もいろいろな御

そんなこともあって、現実、本当に町民の

意見があるのだろうというふうに思っていま

皆さん方が、平たくいえば、何をやっている

す。

のかわからない、だれかのために我田引水で

ただ、本当に国とのやり取りの中で、これ
事業は進んでいる。

金もうけでもやっているのかだとか、こうい
う厳しい御意見もあるというのも、私の耳に

ベースは、先ほども言ったとおり、５カ年

も多少入ってきていますけれども。

のプランをつくったと。これに基づく具体的

ただ、とりわけ、この議会の中で議員の皆

な施策、何をやるのかということを、ここは

さん方に御理解いただきたいのは、とにかく

外れていませんから。その中にうたわれてい

５年間のプランの中で、ことしはこれなのだ

ることを具現化をしようということで、今年

ということで内閣府と丁々発止やり取りをし

度はこのことをやるから公金くれということ

ているということですので。

で内閣府とやり取りをしていると。

また、議員の立場からも機会があれば、そ

日程がともかくタイトなのです。

んなことでことしはこのプランの中のこのこ

私が一番どうなのだろうと思ってちょっと

となのだということで説明をいただければあ

疑問に思っているのは、国はまさしく号令を

りがたいなと、こんなふうに思っていますの

かけて全国の都道府県も含めた自治体に中計

で、そんなことで答弁とさせていただきま

画を立てろと。５年間のプランをつくれと。

す。

全部つくりましたよ、これ。

以上でございます。

ところが、お話を聞けば、このプランに対
する評価はしませんというのです。

○議長（吉田敏男君）

昼食の時間になりま

したので、ここで暫時休憩をいたします。

だって、私どもの町といったらもう大変タ

１時再開といたします。

イトな日程の中で議会も含めていろいろな町

午後

０時０２分

休憩

民の方々にも入っていただいてプランをつく

午後

１時００分

再開

り上げたのです。

○議長（吉田敏男君）

これ、ある意味、物語です。

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

ところが、いざ内閣府にいったら、私も一
度その現場に行ったのですけれども、プラン

先ほどから続きます。
全体に対する総括はございませんか。

なんか聞きませんというのです。ことしのこ
の部分だけ説明してくださいと。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

そうしたって、物語を語らなかったら、こ
こ説明つかないですよ。

これで質疑を終わり

ます。
これから、討論を行います。

でも、全くそういうことなのです。

討論はございませんか。

ですから、物すごい、先ほどの髙橋議員の

（「なし」と呼ぶ者あり）

質問にもありましたけれども、全部従来どお

○議長（吉田敏男君）

り積み上げをしていって、これで間違いない

す。

討論なしと認めま

ことだからこれでという、これまた予算先に

これで討論を終わります。

ついていなかったらだめだよみたいなことで

これから、議案第７９号平成２８年度足寄
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町一般会計補正予算（第２号）の件を採決を

町介護サービス事業特別会計補正予算（第１

します。

号）の件の質疑を行います。

この表決は、起立によって行います。

４４ページ、歳入歳出一括で行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

質疑はございませんか。

の方は起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

総括ございません

か。

したがって、議案第７９号平成２８年度足

（「なし」と呼ぶ者あり）

寄町一般会計補正予算（第２号）の件は、原

○議長（吉田敏男君）

案のとおり可決されました。

ます。

これで質疑を終わり

次に、３１ページをお開きください。

これから、討論を行います。

これから、議案第８０号平成２８年度足寄

討論はございませんか。

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１
号）の件の質疑を行います。

○議長（吉田敏男君）

３６ページ、歳入歳出一括で行います。

討論なしと認めま

す。

質疑はございませんか。

これで、討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これから、議案第８１号平成２８年度足寄

総括ございません

か。

町介護サービス事業特別会計補正予算（第１
号）の件を採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

これで質疑を終わり

ます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

これから、討論を行います。

（賛成者起立）

討論はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第８１号平成２８年度足

討論なしと認めま

す。

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
１号）の件は、原案のとおり可決されまし

これで、討論を終わります。

た。

これから、議案第８０号平成２８年度足寄
町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１
号）の件を採決をします。

これから、議案第８２号平成２８年度足寄
町上水道事業会計補正予算（第１号）の件の

この表決は、起立によって行います。

質疑を行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

５０ページ、資本的収入及び支出一括で行
います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

４７ページをお開きください。

質疑はございませんか。

全員の起立です。

（「なし」と呼ぶ者あり）

したがって、議案第８０号平成２８年度足
寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

○議長（吉田敏男君）
か。

１号）の件は、原案のとおり可決されまし
た。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

３９ページをお開きください。

総括ございません

これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第８１号平成２８年度足寄

これから、討論を行います。
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討論はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

以上で、報告を終わらせていただきます。

討論なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、委員

長の報告を終わります。

これで討論を終わります。

お諮りをいたします。

これから、議案第８２号平成２８年度足寄

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

町上水道事業会計補正予算（第１号）の件を

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおりに

採決をします。

日程に追加し、審議することにしたいと思い

この表決は、起立によって行います。

ます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

これに御異議ございませんか。

の方は起立願います。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

異議なしと認めま

す。

したがって、議案第８２号平成２８年度足

したがって、追加議事日程のとおり日程に

寄町上水道事業会計補正予算（第１号）の件

追加し、審議することに決定をいたしまし

は、原案のとおり可決されました。

た。

ここで、暫時休憩をいたします。
休憩中に、議会運営委員会の開催をお願い
をいたします。

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）
午前

１時０６分

休憩

午前

１時１１分

再開

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

町長から行政報告の申し出がありました。
これを許します。
町長

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

安久津勝彦君。

議会運営委員会委員

げます。
利別川改修工事に伴う足寄橋架替工事につ

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

議長のお許しをい

ただきましたので、追加の行政報告を申し上

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

行政

報告を行います。

○町長（安久津勝彦君）
◎

追加日程第１

いて、平成２８年度から実施されることとな
た

りましたので、御報告を申し上げます。

だいま開催されました、第２回定例会に伴う

十勝川水系利別川の河川改修事業に伴う足

議会運営委員会の協議の結果を報告します。

寄橋かけかえにつきましては、平成２６年度

これより、本日の日程に追加し、町長から

より河川管理者の北海道と道路管理者の北海

の行政報告を受けた後、議案第８３号の提案

道開発局、足寄町の３者で協議を進めてきた

説明を受け、即決で審議いたします。

ところでありますが、平成２７年度に河川管

次に、議員派遣の件と、総務産業常任委員

理者と道路管理者間で附帯工事協定が締結さ

会・文教厚生常任委員会から所管事務調査期

れ、平成２８年度から本格的に工事着手が進

限の延期について、総務産業常任委員会・広

められることとなりました。

報広聴常任委員会・議会運営委員会からの閉

平成２８年度工事につきましては、先般工

会中継続調査申出書について、審議いたしま

事発注が行われ、現橋梁の約５０メートル上

す。

流に橋長８６メートル、車道幅員２車線で９

以上で、本定例会における議案等の審議

メートル、両側に１.５メートルの歩道を設

は、本日をもって全て終了する予定でありま

置した仮橋と前後の取りつけ道路、現橋解体
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のうち橋梁上部と橋脚２基の撤去、新橋の下
部工のうち橋脚１基の新設工事を実施するこ

納入期日につきましては、平成２９年３月
３１日でございます。

とになっております。

２ページに外観図を貼付しておりますの

仮橋を含めた仮設道路の供用開始につきま

で、御参照をお願いいたします。

しては、現在実施されております、愛冠視距

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

改良工事の１０月供用開始にあわせて行うと

きますので、御審議のほどをよろしくお願い

のことでありました。

申し上げます。

供用開始の具体的な時期の連絡を受け次
第、広報等により住民周知を図ってまいりた
いと考えております。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。

町といたしましては、引き続き足寄橋の早
期完成に向けた整備促進の要望を行ってまい

質疑はございませんか。
８番高道議員。

りますので、御理解を賜りますようお願い申

○８番（高道洋子君）

し上げ、御報告といたします。

ましては、今までのバスも相当長いこと利用

○議長（吉田敏男君）

しておりまして、更新時期なのかと思います

これにて、行政報告

を終わります。

この大型バスにつき

が、まず３点についてお伺いします。
一つは、まずこの２枚目のページを見る

◎

議案第８３号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第２

と、４２名定員になっておりますが、前回ま
議案

ではたしか５０人乗りぐらいだったと思うの

第８３号町有バス購入売買契約についての件

ですけれども、１０人ぐらい少ないのですけ

を議題といたします。

れども、利用率が、利用者が年々減ってきて

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

いるのかどうか、どういうことなのだろうか
ということと、それからスクールバスにもた

大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

しか利用しているのではないかと。
ただいま、議題

スクールバス以外の稼働率というか、町民

となりました議案第８３号町有バス購入売買

がその大型バス、高いバスですけれども、ど

契約について、提案理由の御説明を申し上げ

のぐらい稼働しているのか。スクールバス以

ます。

外の町民の毎日稼働しているのか、年間どの

平成２８年６月９日足寄町財務規則に基づ
き指名競争入札に付した町有バス購入につい
て、下記のとおり売買契約を締結するため、
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

ぐらいなのか。
それと、もう一つは、落札率というのです
か。指名競争入札のときの落札率です。
その３点をお伺いします。

たは処分に関する条例第３条の規定により、

○議長（吉田敏男君）

議会の議決をお願いするものでございます。

○建設課長（阿部智一君）

契約の目的は、町有バス購入でございま
す。

答弁、建設課長。
１点目と２点目

につきましては、私のほうからお答えをさせ
ていただきたいと思います。

契約の方法につきましては、指名競争入札
による契約でございます。

１点目の今回の購入をいたします、４２人
乗りはなぜ４２人乗りにしたかということで

契約の金額は、２,２１４万円。

ございますが、現在所有しております、５５

契約の相手方は、足寄町南７条１丁目４６

人乗りでございます。

番地、有限会社斉藤観光、代表取締役斉藤博
美氏でございます。

この車両につきましては、平成２年車でご
ざいますが、昨今の利用実態、特に平成２６
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年度につきましては、この町有バス、年間１

○議長（吉田敏男君）

１５回ほど利用しておりますが、その内訳が

す。

質疑なしと認めま

４３人以上の方が利用されているケースとい

これで質疑を終わります。

うのが１１５回のうち５回の利用にとどまっ

これから、討論を行います。

ていると。なおかつ、その５回のうち２回に

討論はございませんか。

つきましては、日曜日の利用と。そして、そ

（「なし」と呼ぶ者あり）

のうち１回につきましては、本別町への利用

○議長（吉田敏男君）

ということで、５５人乗りであっても大部分

す。

討論なしと認めま

が空席の目立つような状況ということがござ

これで討論を終わります。

いましたので、効率性を考えて４２人乗りを

これから、議案第８３号町有バス購入売買

選定をさせていただいたということでござい
ます。

契約についての件を採決をします。
この表決は、起立によって行います。

それから、２点目のスクールバス等の関係
でございますが、今お話ししたとおり、５５

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

人を超える数というのが極めて少ないという
ことで、なおかつ日曜日に２回程度というこ

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

ともございますので、１台で移動できない場

したがって、議案第８３号町有バス購入売

合については、日曜日、当然スクールバス運

買契約についての件は、原案のとおり可決さ

行しておりませんので、スクールバスを利用

れました。

しての運行ということで対応をしております
ので、十分４２人乗りでも対応できるのかな
というふうに考えてございます。

◎

議員派遣の件

○議長（吉田敏男君）

そういう意味で、１点目の町有バスの稼働

追加日程第３

議員

派遣の件を議題といたします。

率等についても、そういう実態でございます

本件について、お手元に配付のとおり議員

し、スクールバスについては基本的にお子さ

を派遣したいと思いますが、これに御異議ご

んたちを移動させるための車両ということで

ざいませんか。

利用してございますので、たまたま町有バス

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

の５５人が乗れない場合だけ稼働していると

○議長（吉田敏男君）

いうような状況でございますので、利用事態

めます。

としては極めて少ないということで御理解い
ただければというふうに思います。

異議がないものと認

したがって、議員派遣の件は、原案のとお
り決定をいたしました。

なお、３点目につきましては、総務課長の
ほうから御答弁をさせていただきたいと思い

◎

所管事務調査の延期

ますので、よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

事務調査期限の延期についての件を議題とい

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

落札率でござい

ま す が 、９ ５ .１９ パ ーセ ン トで ご ざい ま
す。

追加日程第４

所管

たします。
総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員
会に付託中の所管事務調査については、調査

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

が終わらないので同委員会から次期定例会ま
よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

で期限を延期されたいとの要求がありまし
た。
お諮りをします。
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委員会の要求のとおり、期限を延期するこ

ことに決定をいたしました。

とに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

◎

異議なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

これで本日の会議を

閉じます。

したがって、総務産業常任委員会及び文教
厚生常任委員会に付託中の所管事務調査につ

平成２８年第２回足寄町議会定例会を閉会
をいたします。

て、調査の期限を委員会の要求のとおり次期
定例会まで延期することに決定をいたしまし
た。
◎

閉会宣告

委員会の閉会中の継続審査・調査

○議長（吉田敏男君）

追加日程第５

閉会

中の継続調査申出書の件を議題といたしま
す。
総務産業常任委員会、広報広聴常任委員会
及び議会運営委員会の委員長から、条例第１
３６条の規定によって、お手元に配付をいた
しましたとおり閉会中の継続調査の申し出が
あります。
お諮りをいたします。
委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調
査にすることに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

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

閉会の議決

○議長（吉田敏男君）

お諮りをいたしま

す。
本定例会の会議に付された事件は、全て終
了をいたしました。
したがって、総合条例第２８条の規定に
よって本日で閉会をしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、本定例会は、本日で閉会する
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午後

１時２８分

閉会

