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◎議事日程
日程第１

議案第５号

足寄町名誉町民条例の一部を改正する条例（総務産業常任委員
会）＜Ｐ３＞
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日程第２

議案第６号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（総務産
業常任委員会）＜Ｐ３〜Ｐ４＞

日程第３

議案第７号

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例（総務産業常任委員会）＜Ｐ４＞

日程第４

議案第８号

足寄町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正す
る条例（総務産業常任委員会）＜Ｐ４〜Ｐ５＞

日程第５

議案第９号

足寄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（総務産
業常任委員会）＜Ｐ５〜Ｐ６＞

日程第６

議案第１５号

足寄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（文教厚生常
任委員会）＜Ｐ６＞

日程第７

議案第１６号

足寄町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条
例（文教厚生常任委員会）＜Ｐ６〜Ｐ７＞

日程第８

一般質問＜Ｐ７〜Ｐ４７＞
矢野利恵子議員Ｐ７〜Ｐ１４
榊 原 深 雪 議 員Ｐ１４〜Ｐ２０
後 藤 次 雄 議 員Ｐ２０〜Ｐ２９
熊 澤 芳 潔 議 員Ｐ２９〜Ｐ３４
谷 口 二 郎 議 員Ｐ３４〜Ｐ４７
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午前１０時００分

開議

３．審査の結果
原案可決

◎

なお、少数意見の留保はございません。

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

以上です。よろしく御審議のほどお願いい

全員の出席でござい

たします。

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

○議長（吉田敏男君）

これにて、委員長の

報告を終わります。

です。

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行
◎

います。質疑はございませんか。

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

議会運営委員会委員

○議長（吉田敏男君）

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

す。これで、質疑を終わります。

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

質疑なしと認めま

これから、討論を行います。討論はござい

３

月７日に開催されました第１回定例会に伴う

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

議会運営委員会の協議の結果を報告いたしま

○議長（吉田敏男君）

す。
本日は、３月４日の本会議で総務産業常任

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

委員会に付託いたしました議案第５号から議

これから、議案第５号足寄町名誉町民条例

案第９号、文教厚生常任委員会に付託いたし

の一部を改正する条例の件を採決をいたしま

ました議案第１５号、議案第１６号の審査報

す。
本件に対する委員長の報告は可決です。本

告を受け、審議いたします。
次に、一般質問を行います。

件は、委員長の報告のとおり決定することに

以上で、報告を終わらせていただきます。

賛成の方は起立願います。

○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

これにて、議会運営

○議長（吉田敏男君）

委員会委員長の報告を終わります。

全員の起立です。

したがって、議案第５号足寄町名誉町民条
◎

例の一部を改正する条例の件は、委員長の報

議案第５号

○議長（吉田敏男君）

日程第１

議案第５

告のとおり可決されました。

号足寄町名誉町民条例の一部を改正する条例
◎

の件を議題といたします。

議案第６号

本件に関し、委員長の報告を求めます。

○議長（吉田敏男君）

総務産業常任委員会委員長

号職員の育児休業等に関する条例の一部を改

大久保優君。

○総務産業常任委員会委員長（大久保
君）

優

日程第２

議案第６

正する条例の件を議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。

平成２０年第１回足寄町議会定例会

総務産業常任委員会委員長

（３月４日）において付託された事件につい

大久保優君。

て、足寄町議会会議規則第７７条の規定によ

○総務産業常任委員会委員長（大久保

優

り次のとおり報告いたします。

君）

１．事件名

（３月４日）において付託されました事件に

平成２０年第１回足寄町議会定例会

議案第５号足寄町名誉町民条例の一部を

ついて、足寄町議会会議規則第７７条の規定

改正する条例

により次のとおり報告いたします。
１．事件名

２．審査の経過
委員会開催日

議案第６号職員の育児休業等に関する条

３月５日
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て、足寄町議会会議規則第７７条の規定によ

例の一部を改正する条例

り次のとおり報告いたします。

２．審査の経過
委員会開催日

１．事件名

３月５日

議案第７号足寄町特別職の職員の給与並

３．審査の結果

びに旅費及び費用弁償に関する条例の一

原案可決

部を改正する条例

なお、少数意見の留保はございません。
以上です。よろしく御審議のほどお願いい

２．審査の経過
委員会開催日

たします。
○議長（吉田敏男君）

これにて、委員長の

３．審査の結果
原案可決

報告を終わります。

なお、少数意見の留保はございません。

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

以上であります。よろしく御審議のほどお

います。質疑はございませんか。

願いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

３月５日

質疑なしと認めま

○議長（吉田敏男君）

これにて、委員長の

報告を終わります。

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。質疑はございませんか。

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。

す。これで、討論を終わります。

これから、討論を行います。討論はござい

これから、議案第６号職員の育児休業等に
関する条例の一部を改正する条例の件を採決

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

をいたします。
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

○議長（吉田敏男君）

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第７号足寄町特別職の職員

賛成の方は起立願います。

の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

の一部を改正する条例の件を採決をいたしま

全員の起立です。

したがって、議案第６号職員の育児休業等

す。
本件に対する委員長の報告は可決です。本

に関する条例の一部を改正する条例の件は、

件は、委員長の報告のとおり決定することに

委員長の報告のとおり可決されました。

賛成の方は起立願います。
◎

（賛成者起立）

議案第７号

○議長（吉田敏男君）

日程第３

議案第７

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

号足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び

したがって、議案第７号足寄町特別職の職

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条

の件を議題といたします。

例の一部を改正する条例の件は、委員長の報
告のとおり可決されました。

本件に関し、委員長の報告を求めます。
総務産業常任委員会委員長

大久保優君。

○総務産業常任委員会委員長（大久保
君）

◎

優

平成２０年第１回足寄町議会定例会

（３月４日）において付託された事件につい

議案第８号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

議案第８

号足寄町教育委員会教育長の給与等に関する
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条例の一部を改正する条例の件を議題といた

れました。

します。
◎

本件に関し、委員長の報告を求めます。
総務産業常任委員会委員長

大久保優君。

○総務産業常任委員会委員長（大久保
君）

優

平成２０年第１回足寄町議会定例会

議案第９号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

議案第９

号足寄町職員の給与に関する条例の一部を改
正する条例の件を議題といたします。

（３月４日）において付託された事件につい

本件に関し、委員長の報告を求めます。

て、足寄町議会会議規則第７７条の規定によ

総務産業常任委員会委員長

大久保優君。

り次のとおり報告いたします。

○総務産業常任委員会委員長（大久保

１．事件名

君）

優

平成２０年第１回足寄町議会定例会

議案第８号足寄町教育委員会教育長の給

（３月４日）において付託された事件につい

与等に関する条例の一部を改正する条例

て、足寄町議会会議規則第７７条の規定によ
り次のとおり報告いたします。

２．審査の経過
委員会開催日

１．事件名

３月５日

議案第９号足寄町職員の給与に関する条

３．審査の結果

例の一部を改正する条例

原案可決

２．審査の経過

なお、少数意見の留保はございません。

委員会開催日

以上です。よろしく御審議のほどお願いい

３月５日

３．審査の結果

たします。
○議長（吉田敏男君）

原案可決

これにて、委員長の

なお、少数意見の留保はございません。

報告を終わります。

以上です。よろしく御審議のほどお願いい

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

たします。

います。質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これにて、委員長の

報告を終わります。
ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

います。質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

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）

討論なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第８号足寄町教育委員会教

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

育長の給与等に関する条例の一部を改正する

○議長（吉田敏男君）

条例の件を採決をいたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。本

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第９号足寄町職員の給与に

件は、委員長の報告のとおり決定することに

関する条例の一部を改正する条例の件を採決

賛成の方は起立願います。

をいたします。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

本件に対する委員長の報告は可決です。本

全員の起立です。

したがって、議案第８号足寄町教育委員会
教育長の給与等に関する条例の一部を改正す

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。

る条例の件は、委員長の報告のとおり可決さ
― 5 ―

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君）

件は、委員長の報告のとおり決定することに

全員の起立です。

したがって、議案第９号足寄町職員の給与

賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

に関する条例の一部を改正する条例の件は、

○議長（吉田敏男君）

委員長の報告のとおり可決されました。

全員の起立です。

したがって、議案第１５号足寄町国民健康
◎

保険税条例の一部を改正する条例の件は、委

議案第１５号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

議案第１

員長の報告のとおり可決されました。

５号足寄町国民健康保険税条例の一部を改正
◎

する条例の件を議題といたします。

議案第１６号

本件に関し、委員長の報告を求めます。

○議長（吉田敏男君）

日程第７

議案第１

文教厚生常任委員会委員長

谷口二郎君。

６号足寄町介護保険条例の一部を改正する条

○文教厚生常任委員会委員長（谷口二郎君）

例の一部を改正する条例の件を議題といたし
ます。

委員会の審査報告を申し上げます。

本件に関し、委員長の報告を求めます。

平成２０年第１回足寄町議会定例会（３月

文教厚生常任委員会委員長

４日）において付託された事件について、足
寄町議会会議規則第７７条の規定により次の

谷口二郎君。

○文教厚生常任委員会委員長（谷口二郎君）

とおり報告をいたします。

委員会の審査報告を申し上げます。

１．事件名

平成２０年第１回足寄町議会定例会（３月

議案第１５号足寄町国民健康保険税条例

４日）において付託された事件について、足

の一部を改正する条例

寄町議会会議規則第７７条の規定により次の
とおり報告をいたします。

２．審査の経過
委員会開催日

１．事件名

３月４日

議案第１６号足寄町介護保険条例の一部

３．審査の結果

を改正する条例の一部を改正する条例

原案可決

２．審査の経過

なお、少数意見の留保はございません。

委員会開催日

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、委員長の

３．審査の結果
原案可決

報告を終わります。

なお、少数意見の留保はございません。

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

以上でございます。

います。質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これにて、委員長の

報告を終わります。
ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

います。質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

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）

３月４日

討論なしと認めま

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第１５号足寄町国民健康保

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

険税条例の一部を改正する条例の件を採決を

○議長（吉田敏男君）

いたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。本

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。
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これから、議案第１６号足寄町介護保険条

す。
国道から西町への交通アクセスの道路整備

例の一部を改正する条例の一部を改正する条

につきましては、現整備計画において、南駐

例の件を採決をいたします。
本件に対する委員長の報告は可決です。本

車場は普通車中心の駐車場であり、北駐車場

件は、委員長の報告のとおり決定することに

は大型車を中心とする駐車場として位置づけ

賛成の方は起立願います。

をしております。
歩行者につきましては、新設の南１条通、

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

銀河ホール南側の駐車場、多目的広場、銀河

全員の起立です。

したがって、議案第１６号足寄町介護保険

ホール内の通路及び北側駐車場からも西町に

条例の一部を改正する条例の一部を改正する

通ずる計画となっておりますので、支障はな

条例の件は、委員長の報告のとおり可決され

いものと考えております。
今後とも、地域住民、町議会及び各種関係

ました。

団体等の御理解と御協力を得ながら、事業の
◎

推進を図ってまいりたいと考えておりますの

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第８

一般質問

で、御理解を賜りますようお願いを申し上
げ、矢野議員の一般質問に対しての答弁とさ

を行います。
順番に発言を許します。

せていただきます。

９番

○議長（吉田敏男君）

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

９番

通告に従いまして

再質問を許します。

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

一般質問を行います。
足寄駅駐車場を使いやすくすることについ

今、説明による

と、北側駐車場から西町へ抜けれるように
なっているとのことですが、これについては

て、お聞きします。
銀河ホール２１地区整備方針が出されまし

事前に職員の人にも確認し、そして３月４日

たが、駅の駐車場から西町へ行くには、今ま

に渡された銀河ホール２１地区整備方針概要

でどおり回り道をしなければならない計画に

図の中にも、北側駐車場から西町へ抜ける計

なっています。

画の道がついていない、これはどういうこと

車で国道から入った場合、南北どちらの駐

なのか、お聞きします。今の説明と違うの

車場に入っても、そこが満杯なら、すぐに西

で、なぜそのように違ってくるのか。

町へ抜けることができるような、だれにでも

○議長（吉田敏男君）

使いやすい整備をすることはできないか、お

○町長（安久津勝彦君）

聞きします。

す。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

先ほど答弁で通じると申し上げたのは、歩

町長、答弁。
矢野議員の一般質

行者については通じているということでござ
います。

問にお答えいたします。
西町への交通アクセスの道路整備について

先ほどの答弁でちょっと言葉足らずだった

の御質問でございますが、銀河ホール２１周

のかなというふうに思いますけれども、車に

辺整備計画につきましては、行政報告及び行

つきましては南１条通ということでございま

政執行方針で述べさせていただいたように、

すので、御理解をいただきたいというふうに

鉄道廃止後の周辺整備のあり方につきまして

思います。

は、総務建設・産業経済常任委員会を初め多

以上でございます。

くの関係団体等からの御提言や御意見をいた

○議長（吉田敏男君）

だき、整備方針を確立したところでありま

君。
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９番

矢野利恵子

私、一般質問で

これは不可能というそういった一定の判断に

言っているのは、歩行者が入りやすいように

も立ちまして、これは御案内のとおり南１条

してくれということを言っているのではなく

通から西町の方にアクセスをするというよう

て、車で入った場合に車で抜けれるようにし

な計画になっておりますので、決して検討何

てほしいと、私が質問した趣旨とまるで別な

もしてないということではなくて、あの地

ことの趣旨を答えるのは、ちょっといかがな

区、どういう整備をしたら一番いいのかとい

ものかなと、やはり問題の趣旨に沿った答え

うことで、議会初め関係団体、町民の方々等

方をしていただきたいな。

からの意見聴取も含めて実施をした結果、今

○９番（矢野利恵子君）

つまり、車で通れるようなことはやってな

議会に資料として提出いたしました概略図の

いということですよね。それを何とか、車で

ような形になっているということでございま

入った場合、町に住んでる人は、車で入った

すので、御理解をいただきたいなというふう

場合は、回り道していけば向こうの方のあい

に思います。

ているところへ行けるなということは考えら

以上でございます。

れるけれども、観光客が来た場合に、詳しく

○議長（吉田敏男君）

わからないものだから、せっかくイベントを

君。

やって観光客が来ても、とめるところがない

○９番（矢野利恵子君）

ということで出ていってしまう。そういうこ

ことなんですけれども、その話し合いで出さ

とがあるから、それを解消するために車で西

れた意見を余り取り入れてくれなかったと私

町の方面へ行けるそういう道をつくってもら

は聞いているんですよね。

話し合ったという

あるから道路ができないなんて、そんなこと

します。
○町長（安久津勝彦君）

矢野利恵子

例えば、段差がある危険な道路だ、段差が

いたい、そのことについてのお答えをお願い
○議長（吉田敏男君）

９番

にはならないと思うんですよね。今の時代、

町長、答弁。
お答えをいたしま

トンネル掘ってでも道路というのはつくって
いく。

す。
先ほども答弁申し上げたとおり、この計画

そういうことから考えたら、旧踏切、ずっ

につきましては、改選前でありますけれど

と北５条１丁目ぐらいのそこら辺のところ

も、議会の方でも当時は総務、さらには産業

に、特別養護老人ホームへ行く方の道路です

両委員会合同委員会で、これは私どもも一緒

よね、あの段差、きつい段差に比べたら、は

に現地調査もしていただきながら、例えば北

るかに緩い段差の道路ができるんじゃない

１条通のところで抜けないかというような検

か。

討も、もちろん私どももいたしましたし、さ

やはり今まで話し合った結果、その話し合

らには合同委員会でもそれは現地調査もして

いの中身ですけれども、話し合ってもそれを

いただいた。

取り入れてくれなかったというふうに聴いて

これはやはり交通安全対策上の問題、さら

いるんですよね。だれが考えても、あそこは

には西町との高低差の問題、それから計画し

真っすぐ通すべきじゃないか、北１条のとこ

ております北側駐車場の活用の問題、仮にそ

ろは。
それについては、対面する向こう側の大き

こに入れたときには駐車場が分断をされる

な商店の方からも、道路をつくるために何千

と。
先ほどもお答えしたとおり、北側駐車場に

万か寄附をするとまで言ってきた、それなの

つきましては大型車を中心とする駐車場、さ

にその意見を取り入れないで道をつけなかっ

らにはバス等のバスタッチといいましょう

た、それには何か理由があるのか、そこのと

か、そういった計画もされておりますから、

ころをお伺いします。
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○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

以上でございます。

町長、答弁。
お答えをいたしま

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

君。

す。
少なくとも、計画をつくっていく上におい

○９番（矢野利恵子君）

寄附じゃなくて、

ては協議の積み重ねが必要でありますし、こ

その店側が自力でそこに道をつけようとして

れは矢野議員そういうお話であれば、当然

いたという、そういうことがあったという話

じゃあ議会としても一定の意思表示がされて

も聞いています。その話を全然知らないとい

いるわけでありますから、それは矢野議員さ

うことにはならないんじゃないかと。

んも議員という立場の中で、当然そのときに

でも、私は、書面で約束こそ取っていない

は在籍はしていなかったというふうには思い

けれども、町側がちゃんと向こうへ抜けれる

ますけれども、それはやはり今現在議員さん

道をつくってくれると、そういう約束をして

でありますし、もっと言えば一般質問をされ

いた、そのように聞いております。

ているわけでありますから、その辺の経過に

バスタッチなんですけれども、わざわざ狭

ついてもしっかり吟味をしていただいて、決

い駐車場をより狭くしてつけることよりも、

してあの地区については道路だけで検討して

道路上に普通の国道にあるように切り込みを

いるということではないということでありま

入れて、そしてそこをバス停にする、そうい

す。

う使い方も考えられたはずだ。

あの地区をどうするのかと、残念ながらふ

住民が使いやすいやり方というのは幾らで

るさと銀河線が廃止になってしまったと、そ

も考えられるはずだし、今まで相談してきた

のことを踏まえながらあの地区をどう活用し

からそれでいいというものではない。みんな

ていくのか、さらには銀河線がバスに転換を

で公聴会を開いてここをどうするかというこ

されたということもあって、ここの利便性を

とを開いた覚え、私もないですよね、私は見

どう図っていくのか、そういったことをトー

ているけれども。

タル的に皆さんからいろんな知恵を出してい

次は、南１条通の方ですか、わざわざ遠回

ただいて、結果として取りまとめた結果とし

りして南１条通の方を行く、そしてこれで見

て、お示しをしているような計画案になって

ても何メートルですか、これ、２００メート

いるということでございますから、ぜひその

ルぐらい遠回りしていくんですか、こういう

点につきましては、矢野議員さんも検証も含

やり方ではなくて、もっとまともなやり方、

めてぜひしていただきたいというふうに思い

例えばこの商店さんはいやがっているのを、

ます。

無理やり６,０００万円以上もかけて直接施

それから、もう一つ言わせていただきます

行をして、遠回りの道をつくっていくわけで

けれども、意見については全然取り入れてく

すよね。そうではなくて、本当に直抜けるよ

れなかったというお話でありますけれども、

うなそういう道をつくってほしいというのが

私は、決してそんな認識は持っておりませ

一般的な町民の要求なので、それに答えてい

ん。いろんな方々が集まっていただいて協議

ただきたい。

をしていただいて、出た結果がこういう結果

○議長（吉田敏男君）

だということでございます。

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
まず、最初の方の

それともう一つ、何か寄附何千万ですか、

お話でありますけれども、これは先ほどもお

そういうお話もありました。私は、そういう

答えしたとおり、町は一切約束もしておりま

ことは一切聞いておりません。どこから出た

せんし、私も、独自でつくるだとか、あるい

お話かもわかりませんので、その点について

は何千万かの御寄附をいただけるなんていう

は私の方からお答えすることはできません。

お話は一切ございません。
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少なくても議員さん、あえて申し上げます

すけれども、それにしても、こういう住民が

けれども、ここは本会議の場でありますか

不便な、だれが見ても不便な方向性で道路を

ら、憶測だとか、そういうことでの発言はこ

つけていく、だれが見ても不便なやり方でこ

れはいかがなものかというふうに私は思いま

の周辺整備をしていく。

すので、これはやはりしっかりとその事実関

今はいろんな理屈をつけてそれでいいとい

係も確かめた上で話をいただかなければ、私

うことになるかもしれないけれども、この事

からの答弁のしようもないということだとい

業が終わったときに、この地形でこのやり方

うふうに思いますので、ひとつその点につい

で何て使いにくいんだろう、住民がやってほ

ては、あえて私の方から言わせていただきま

しいという思うことをやらないで、理解ので

す。

きない不便な道づくりをしていくと、結局今

それから、バスタッチの関係につきまして
も、当然道路上にできないかだとか、そう

の政権ではだめだという考え方になってい
く。

いった検討も当然いたしました。いたしまし

いろんな人と今まで話し合って、それを説

たけれども、最終的な取りまとめといたしま

得してきたからいいというものではないと思

しては、お手元に配付したとおりということ

う。本当に住民が何を要求しているか、そこ

でございます。

を一番に考えていかなければならないと思

それから、御質問の趣旨がどうも、ちょっ

う。それを頭に入れて、本当に何年たった後

と私、頭が悪いせいか理解しかねるんですけ

でもこれでいいと住民が判断できるような、

れども、銀河ホール２１周辺整備どうあるべ

そういうやり方でこの整備をやっていてほし

きかということで協議・検討をしてきたとい

い。

うことでございますから、例えばどこかの商

まあ、やらないと言うんだから、今さらこ

店があるから、そこの利便性で云々かんぬん

れ以上どう言ってもどうしようもないけれど

ということが目的ということではないという

も、ただ、本当に自分たちの都合だけではな

ことでございます。

くて、住民全体のことを考えた整備の仕方を

ただ、全体としてですよ、町全体として町

やっていってもらいたい

民の皆さん方の交通アクセス含めて、当然ど

○議長（吉田敏男君）

ちょっと矢野議員に

うあるべきかというものは、当然検討・協議

申し上げます。もう一度行政報告をお読み直

もすべきだというふうに思いますし、そのこ

しをいただきたいというふうに思います。

とも含めて検討をしてきたということでござ

それはどういうことかといいますと、今

いますから、ぜひその点については御理解を

言ってるようなことの中身ですね、周辺整備

いただきたいなというふうに思います。

については、９１ある自治会の皆さん方の意
見も取り入れた、あるいは議会の総務産業常

以上でございます。
ちょっと矢野議員に

任委員会の意見も取り入れた、そういう形の

申し上げます。今お話がありましたように、

中で、それからまた銀河ホール２１の関係に

事実に基づいた確証のある発言をしていただ

つきましては、行政も入りますし、商工会、

かないと、その場所ではまずいと思いますか

観光協会、あるいは農協等もいろいろと総体

ら、注意を申し上げます。

的に相談をしながら決定をしたのが今回のこ

○議長（吉田敏男君）

９番

の図なんですよね。

矢野利恵子君。
これについては、

ですから、そこら辺もよく、住民の要望と

事前に話し合ってきたという各議員さんのお

言いますけれども、住民の要望は十分に反映

話から、なぜそういうことができなかったの

してるということだというふうに私自身は

かなということの単純な疑問から出たわけで

思っておりますけれども、そういった観点か

○９番（矢野利恵子君）
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ら御発言をいただきたいなというふうに思い

りを進めていきたいということが、何回も表

ます。

明しているとおり、それが私の基本としてい

９番

るところでございますから、ただ、本当に足

矢野利恵子君。
９１ある自治会の

寄町民全住民が、私が提案すること、あるい

人の意見を聞いたと言いますけれども、うち

は説明会するといっても、全員が参加をして

の自治会、聞かれた覚えはないんですよね。

くれたり、あるいは全員の方々が御意見を出

とりあえずその９１ある自治会の人たちにど

してくれる状況になっているかというと、こ

んな意見がありますかと聞いて、ただそれで

れは現実問題として、なかなかそういう状況

放っておいて、それに対して出てきた意見の

にもなっていない。

○９番（矢野利恵子君）

人を聞いたということですか。つまり手続上

も、該当者が例えば１００名いる該当者、実

はそれで済んでいると。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

例えば、何かの説明会をするときにあって
際に集まっていただくのは２割だとか３割だ

町長、答弁。
先ほどからお答え

をしているとおり、この計画、もっと言え

とかというのがこれまた現実ということもご
ざいます。

ば、この駅周辺整備にかかわらず何か整備事

しかし、これはいろんな手続を進めていく

業、あるいはこんなことをやっていこうとい

上では、その所定の規定に基づいて進めてい

う上においては、当然物によっては行政だけ

くということをこれは否定をされるようなこ

で判断をすること、あるいは地域の住民の

とになれば、何も進んでいかない、もっと言

方々、あるいは関係諸団体との協議も含めて

えば、町民のどなたかが言ってますよと、こ

物事を進める。

れを既に確認をしてきていることを覆すよう

何よりも最終的には、予算的なことも含め

なこと、これは１００％ないとは言い切れま

て議会の承認をいただけなければ、これは物

せんかもしれませんけれども、私は、やっぱ

事は進まないわけでありますから、そこら辺

り進め方としては、一つずつ積み重ねをして

の手続は、私としては遺漏のないような形で

いって、そしてこういう形でいこうというこ

進めてきたというふうに思っておりますし、

とで合意形成を図って事業を進めていくとい

もっと言えば、この事業についても、当然い

うことが基本だというふうに思ってますか

ろんな法的な規定といいますか、ございま

ら、その点は特段の御理解をいただきたいな

す。

というふうに思いますし、それから先ほどの

これは法に基づく計画決定でありますと

発言の中にもちょっとありました、これやっ

か、あるいは私が何ぼこういう整備をしたい

ぱり私、気になるんですけれども、議会でど

というふうに思ったって、町の単独費だけで

うにもならなかった。

は当然できないということでありますから、

これはやっぱり矢野議員さんも現職の議員

これは国なり、あるいは道からもいろんな補

さんでありますから、それは仮に議会として

助金、あるいは交付金等々を認めていただい

問題があるんだとすれば、やっぱり議会の中

て事業を実施をするということになりますか

で矢野議員さん問題提起をして、以前はこう

ら、決していい加減な、例えば私が何ぼ首長

だったようだけどどうだったんだという議論

だといっても、私が勝手に絵図面をかいて勝

をしていただいた上で、私に対する質問なら

手に進めると、これはそんなことが通るとい

質問、それはやぶさかでないというふうに思

うふうに私は思っておりませんし、もちろん

いますけれども、私は、そのことをひとつ強

そんなことする気もありません。

く申し上げておきたいなというふうに思いま

私は、いろんな町民の皆さん方の知恵、あ
るいは協力をいただきながら、このまちづく

す。
以上でございます。
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○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

いんだという単なるアリバイづくり、そうい
うようなことで町政を進めていって、住民の

君。
その９１自治会に

要求と乖離したことをやっていったら、本当

あの駅のやり方について聞いたと言うんです

に町も大変なことになって、ますます寂れて

けれども、その９１自治会のうち、それに応

いく状況になってしまう、その点を私は言っ

じて意見を言った自治会は幾つぐらいです

てるんです。

○９番（矢野利恵子君）

法的に何でもない、今までも手続上何でも

か。
○議長（吉田敏男君）

ない、そうではなくて、住民の意見をどのよ

町長、答弁。
その点も行政報告

うに酌みとって、本当に足寄町の将来にとっ

でちゃんと申し上げております。もう一度言

ていいことをやっていくのか、そのことにつ

いますか。９１自治会に意見・提言を求め、

いて言っているので、手続上何でもないっ

１９自治会からの回答を得たということでご

て、そういうちょっと次元のことを言ってい

ざいます。

ないので、それについてきちんとした今後の

○町長（安久津勝彦君）

対応としてもお伺いします。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

君。

これはまさしく町

９１のうち１９し

政執行上のある意味根幹にかかわる部分かな

か、要するに半分以下ですよね。もし議会

というふうに思います。私の理想といたしま

だったら、そんな半分以下のときだったら決

しては、直接民主主義で町政を進めるという

定なしと、もう流会になるような形の中で、

のが、これは一番の理想だというふうに思っ

そして決めていったと。

ております。ただ、現実問題としては、これ

○９番（矢野利恵子君）

これしか参加しなかったからそれでいいん
だということにはならないと思うんですよ

は不可能な状況だというふうに私は思ってお
ります。

ね。やはり住民がいるからこそ役場はある、

そこで、あえて私が言うこと自体がいかが

出てくれなかったら、こちらから訪ねていっ

なものかと思いますけれども、現状でいきま

て、そして相手の意見を聞く、そういう姿勢

すと、間接民主主義という形の中で、ともか

があってもいいのではないか。みんなに意見

く私自身も選挙で首長という形で担わさせて

を聞いたけど、出てこなかった、出てこない

いただいています。

お前たちが悪いって、そんなことにはならな

それから、住民を代表するということでい
けば、議員の皆様方も選挙で洗礼を受けて議

いと思うんですよね。
みんないろいろ仕事も持っているし、指定

員ということになっているわけでありますか

された時間帯にもやれないし、指定された期

ら、私は、一番の基本というのは、やはり先

日までに返事も書けないということもある

ほども申し上げたとおり、行政を執行してい

と、そういうことを考えたら、ただ偉そう

く上では議会の方に提案・協議を申し上げ、

に、こういうのがあるから意見を出せではな

そしてそれが私の提案が間違っておれば、当

くて、こちらの方から訪ねていって、そして

然否決ということになるでしょうし、当然議

相手の意見を聞くというそういう真摯な姿勢

会は議会での自主的な活動も当然されている

が役場の職員には必要なんではないかと私は

ということでございます。

常日ごろから考えているんですけれども、こ

そしてさらに、さらに今回のことにつきま

うやってみんなの意見聞いたよって、だから

しても、法的には何もありませんけれども、

これしか出てこなかったし、これだけの意見

やはり物事によっては、関係者の方々に集

で、ちゃんと機会を与えたんだからそれでい

まっていただいて御意見をお聞きする、ある
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いは関係する団体等とも協議を進めていく、

さん、富田さんのときも一般質問をやって、

すなわち補完といいますか、ちょっと表現の

そのとき感じなかったことを安久津さんには

仕方悪いかもしれませんけれども、ともかく

感じる。

これからのまちづくりを進めていく上にあっ

それは、中学生がよくやる反対派と賛成派

ては、私は、執行者側と議会だけで物事が進

に分かれて議論をするディベートごっこのよ

んでいいというふうにも思っておりませんけ

うなそのような感覚起こってしまう。要する

れども、しかし、最終決定機関はやっぱりこ

に何を言ってもそれについてはもう絶対にそ

こでありますから、ここでありますから、で

の意見を取り入れないというか、ああ、そん

すから当然その物事、機会によっては、当然

な考えもあったなということがなく、本当に

住民の意見、あるいは関係団体の御意見もお

ディベートやってるような錯覚に陥ってしま

聞きをするという場を設けていくということ

うというか、やはりもっと本当に住民のこと

は必要だというふうに思ってますから、当然

を考えたそういう真摯な態度で町政に当たっ

そういった機会も設けているということでご

ていただきたいと思います。

ざいます。

○議長（吉田敏男君）

ただ、先ほどもお話し申し上げたとおり、

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
ある意味、ちょっ

残念なことに出席率は、どういう会合、例え

と今の御発言に対して、私、非常に心外に思

ば総合計画含めて設定をしても、なかなか御

います。

参加の状況はよくないという現実もございま

少なくてもゲーム感覚だとか、そういった
ことで私は町政をしているつもりはありませ

す。
当然これはまた別の課題として、どういう

んし、やはり日ごろから言っているとおり、

ぐあいにして住民の行政に対する参加を求め

こんな厳しい時代、やはり私の町政執行に当

ていくのかというのは、これは今後大きな課

たっての基本的な思いというのは、やはり町

題だというふうには認識はしておりますけれ

民の方々がこの町に住んでいてよかったと思

ども、しかし、今回御質問いただいているこ

えるようなまちづくりをしたいと、そのため

とに関しては、だからといって、こんな計画

には町民の皆様方、もちろん議会も含めてで

はだめ、あるいはここに道路をつけなさい、

ありますけれども、みんなでまちづくりをし

これはやはりもう一度しつこいようですけれ

ていこうと、知恵をかしていただきたい、行

ども申し上げますけれども、銀河線が廃止に

動もしていただきたい、要するに協働による

なって駅周辺整備をどうしていくのかという

まちづくりということを私は標榜しているわ

ことの出発点から、この協議・検討が進んで

けでありますけれども、その中で少なくとも

この段階まで来たということで提案させてい

賛成派だ反対派だなんていうことで私は区別

ただいているということでございますので、

をしているつもりはございません。

ぜひその点について御理解いただきたいとい

対するお答えの仕方として、そういうふうに

うふうに思います。

とらわれるのはそれは議員さんのとらえ方で

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

そして、これは矢野議員さんの一般質問に

９番

矢野利恵子

すから、それは私は否定することはできませ
ん。

君。
どうしてもやらな

ただ、ぜひ申し上げておきたいことは、こ

いというものを、今さら幾ら言ってもだめで

の間も私は感ずるわけでありますけれども、

すから、もうこれで一般質問をやめたいなと

やはり事実に基づいて質問していただかない

思いますけれども、ただ、本当に今まで一般

と、私としてもお答えのしようがないという

質問をやって感じたのは、私も本当に前香川

ことであります。

○９番（矢野利恵子君）
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例えばこんなうわさがあるけどもどうなん

○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

ですかと言われても、私はそのことに一切関

○町長（安久津勝彦君）

まさしく今矢野議

知もしておりませんし、もちろんそういう情

員さんがおっしゃったように、現状の駐車場

報もありませんから、それは率直にそういう

では、もう年明けましたから２年半ぐらい前

ことは認識しておりません、聞いておりませ

ですかね、あの駅が道の駅に指定をされたこ

んということでお答えをしておるつもりであ

とによって、現状、駐車場が飽和状態になっ

ります。

てるよということも含めて、さらには銀河線

私は、決して矢野議員さんに敵対するもの

も廃止になったということもあって、まさし

でも何でもございませんし、少なくても御意

く駅周辺整備をどうあるべきかということ

見はしっかり受けとめさせていただいて、当

で、まさしくそういう意味では、使いやすさ

然そうあるべきだという部分につきましては

含めて駐車場の整備含めてどうあるべきかと

取り入れることはやぶさかでございません

いう観点で種々協議・検討をしながら、ある

し、少なくても否定をするという立場ではな

いは検討をいただいて、いろんな提言をいた

いということだけは、ぜひ御理解いただきた

だく中で固まったのがその案だということで

いなというふうに思います。

ございますから、ぜひ御理解をいただきたい
ということで、答弁とさせていただきます。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

○議長（吉田敏男君）

以上で、９番矢野利

恵子君の一般質問を終わります。

君。
○９番（矢野利恵子君）

ここで何を言って

続いて、２番

榊原深雪君。

も、住民が使いやすいような道路はつくらな

○２番（榊原深雪君）

いということなので、これで一般質問をやめ

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

ます。

て質問させていただきます。

○議長（吉田敏男君）

若干休憩をいたしま

子供放課後対策について。
平成２０年度行政執行方針の中で、放課後

す。
午前１０時５５分

休憩

児童対策として実施しております学童保育所

午前１１時０５分

再開

について、北区学童保育所と中央学童保育所

休憩を閉じ、会議を

を統合し、新たに足寄学童保育所として旧な

○議長（吉田敏男君）

かよし保育園跡において本年４月から開設す

再開をいたします。
９番

議長のお許しをいた

る。

矢野利恵子君。
それでは最後に、

新たな足寄学童保育所は、小学１年から３

本当に私はこの銀河ホール２１地区整備、つ

年を対象に、定員６０名で指導員３名配置

まり道の駅として観光客が来た場合に使いや

し、開設日及び開設時間を延長するなど、学

すいような、本当に道の駅として発展できる

童保育の充実を図っていくとの報告がありま

ようなつくり方をしてほしい、これが第１の

した。

○９番（矢野利恵子君）

目的で言っているわけですから、それで西町

共働き・ひとり親家庭がふえており、姉

へ抜けれるように、町内の人があそこへ入っ

妹・兄弟がいない家庭も多くなり、学童保育

てもわかるけれども、それは出て向こうの南

は、第二の家庭として、行政の子育て支援に

側へとめたりすればいいとわかるけれども、

よりなくてはならない存在です。

町外の人が困っているんだ、その話からこの

現在、本町の学童保育所は３年生まで在所

話は出ているわけですから、本当に道の駅と

しています。それでは今まで学童保育にいた

して発展できるような、そういうつくり方を

４年生以上はどのような放課後を過ごしてい

念頭に置いてやっていただきたい。

るのでしょうか。居場所を失っているのでは
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児童館事業は、どちらも児童には安全と充実

ないかと心配するところです。
現在、学童保育には５１名いますが、さき

が提供されていると思いますが、児童館の全

に述べた６０名に満たされているわけではあ

児童を対象とした組織をさらに充実させてい

りません。学年上限に関しては、各自治体で

くには、どのような取り組みをお考えなの

異なっていて、一般に小学校卒業までと考え

か、質問します。

られています。

○議長（吉田敏男君）

そこでお伺いいたします。１、学童保育の

○町長（安久津勝彦君）

募集には６年生までのお考えはあるのか、質

問にお答えいたします。

町長、答弁。
榊原議員の一般質

まず、１点目の学童保育の募集には、６年

問いたします。
次に、先日、学童保育所を見学に行きまし

生までの考えはあるのかとの御質問でござい

た。ちょうどボール遊びをしているところで

ますが、学童保育は、放課後児童健全育成事

したが、部屋は暗く、照明が必要でした。な

業として法制化され、事業実施要綱では、対

ぜかと聞くと、ボールがガラス戸に当たると

象児童を、保護者が労働等により昼間家庭に

危険なので、厚地のカーテンを引いているた

いない小学校１年生から３年生に就学してい

めでした。

る児童であります。その他、健全育成上、指

照明は、天井が低くボールが蛍光灯に当た
ると危険なので、ネットで保護されていまし
たが、数ヵ所は蛍光灯が保護されていなく、

導を要する児童も加えることができると規定
されております。
本町では、募集の際、対象児童を小学１年
生から３年生までとしておりますが、ただし

危険な状態でした。
子供を安全に預かり、保護者には安心に働

書きにより、小学４年生から６年生までで入

ける環境をつくるためにも、早急にガラス戸

所希望の方は御相談くださいとし、事情等に

をプラスチック製のような割れないものにし

よりこれまで同様、これは枠がございますけ

て万全を期していただきたいと思います。

れども、定員の枠内での入所を受け入れるこ

そこでお伺いします。２、施設の管理・点

ととしております。

検はどのようにされているか、質問します。

次に、２点目の施設の管理・点検について

次に、児童館は、ゼロ歳から１８歳までの

でありますが、施設の管理は、公の施設とし

すべての子供を対象にした児童福祉法に基づ

て施設所在の自治会長に管理委託をしており

く楽しい遊び場です。児童館では、友達と、

ますが、児童館開館中は、児童館あるいは学

あるいは個人で自主的・自発的に児童館を利

童保育所の指導員の管理のもと使用している

用する中で、健やかに成長を手助けしている

状況であります。
また、点検につきましては、児童館及び学

施設だと認識しております。
学校では横のつながり、児童館では異なる

童保育所の指導員は町の嘱託職員であり、施

年齢層でのかかわりで、自然とルールが学べ

設の日常の点検を行い、不備等があれば報告

るなど子供の発達には大切で、子供たちの声

することになっております。

が響く居心地のよい場所です。学校の顔と家

次に、３点目の児童館の組織充実への取り

庭の顔と違う一面もうかがえることができま

組みについてでありますが、児童館は、議員

す。

仰せのとおりゼロ歳から１８歳の地域の子供

指導員には、高学年になると友達関係の悩

を対象に、健全な遊びを与え、子供の健康を

みなどを相談したり、勉強や遊びを教えても

増進し、情緒を豊かにすることを目的に設置

らったりと、指導員の役割は多岐にわたりま

されている児童更生施設であります。
本町の児童館は、開館時間中自由に利用す

す。
そこでお伺いします。３、学童保育事業と

ることができ、放課後児童の居場所づくりと
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して、指導員によって健全な遊びの指導を

に保護者が安心して預けられるのかというと

行っているところであります。

ころを見ますと、まずホールのガラス戸が危

しかしながら、御承知のとおり中央児童館

険なために厚いカーテンがしまっている、そ

は、これまで学童保育所としても利用してい

れで暗い、暗いから電気をつけるということ

たことから、狭隘のためその活動に制約があ

なんですけれども、結局不経済なことも含ま

りましたが、本年４月からは全館使用するこ

れます。
そして、その蛍光灯に一部、危ないからと

とが可能となります。
こうしたことから、中央児童館に常勤指導

いってネットがかかっているんですけれど

員２名配置し、活動内容の充実に努めるとと

も、こっちにはかかっていないという状況を

もに、下愛冠児童館とも連携し、各種行事等

見ますと、そのネットをつけるとき、どうし

を合同で行っていく考えであります。

て全部しなかったのかなという疑問もわくと

以上で、榊原議員の一般質問に対しての答

そして、続けて児童館の方まで参りますけ

弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）
２番

ころでございます。

再質問を許します。

れども、そういうところをやはり親御さんが
預けて安心した場所を提供できるように、も

榊原深雪君。
定員のことからお伺

ちろん指導員の方たちの報告も大事でしょう

いしますが、一応４年生から６年生までも希

けれども、管理運営している担当の職員の方

望があればということでお伺いいたしまし

も気をつけて見ていただくのが、普通のこと

た。

をしていただくには、それは当たり前のこと

○２番（榊原深雪君）

先ほど言いましたように、第二の家庭とし

だと思いますので、先々にそういう手だてを

ての子育て支援は、４年生がゴールではない

していくのが大事なことではないかと思って

はずです。毎日の新聞では、子供が巻き込ま

おります。

れる事件が多くなってきています。足寄で起

それで、児童館のことですが、児童館に土
曜日ですね、今回学童保育でふやしますよ

こらないとはだれも予測がつきません。
核家庭の進んだ現在、保護者も子供も、頼

ね、土曜日にということで。そうなると児童

る人も少なく心細い姿が目に映ります。親の

館の子供たちも一緒に土曜日にホールで遊ぶ

立場から言わせていただきますと、子供の安

ことになろうかと思うんですよね。そうする

全が確保できていると、安心して働くことが

と今も狭い中、さっき言いましたように危険

できるかと思います。

なところもあり、そういう中で遊んでいかな

その点、十勝管内でしたら更別村なども、

きゃならないというところも考えると、どの

各自治体と異なるということでしたが、各土

ように児童館と学童保育の子供たちを遊ばせ

曜日も開所して、そして６年生まで預かって

ていくのか、そういうこともお答えいただき

いるというような自治体もありますので、そ

たいと思います。

ういうところをもちまして、他町村のことも

それで、児童館の方はフリーに出入りでき

検討しながら募集を考えていただきたいと思

て、低学年から、中学生の方が主に使用され

います。

ているとお聞きしておりますけれども、その

そして施設のことですが、指導員が気がい

中で低学年の方は自分で遊べない、あるいは

ついたところを報告するということでしょう

仲間に入れない、いろんな問題を抱えている

が、指導員の方たちは臨時職員なわけであり

お子様もいらっしゃると思います。

ます。その中で、担当の職員の方なんかも見

その中で結局遊びのものを与えてあげる、

たら一目瞭然なんです、この危険な個所は。

そういうのをつくる、指導員がつくるという

そしてそれを管理していただかないと、本当

こともありますね。その中で消耗品の予算に
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ついて、今年度はちょっと何％か減らされて

たいなと思います。例えばネットを張るだと

いるということもお聞きしました。

か、そういった方向で工夫をしていきたいな

ですが、全体の児童から比べますと、利用

と思ってます。

者はふえていってるんですよね。その中でど

それから、蛍光管のガードでありますけれ

うして予算を、わずかな予算の中をまた減ら

ども、早急に修理するよう私の方からも指示

していかなきゃならないかということを思う

いたしましたので、御理解をいただきたいと

んですね。

思います。

予算を考える中で、どこに必要なものを

それから、今後、学童と児童館の一緒に要

持っていってポイントを置いておかれるの

するに遊戯場の部分だと思うんですけれど

か、そういうところもお聞きしたいところで

も、どのように遊ばせていくのかという部分

ございます。一応そこまで質問お願いいたし

がありますけれども、夏に向かっては、幸い

ます。

にしてすぐそばに中島公園がありますので、

○議長（吉田敏男君）
○福祉課長（藤原

福祉課長、答弁。

茂君）

お答えをいたし

外で遊ぶことができるんですけれども、何せ
狭い中ですので、それぞれ時間を決めて遊ぶ
という形で、（不明）利用していただくとい

ます。
まず、１点目の管理のあり方、定員の関係

う方向しかないのかなと思ってますし、学童

につきましては、先ほど町長の方から答弁い

と児童館の指導の中で、それぞれ役割相談を

たしましたとおり、原則的には１年生から３

しながら進めていきたいなと思っておりま

年生となっております。

す。

ただ、事情により６年生まで、一部１０歳

それから、低学年の子供たちがなかなか仲

を超えても受け入れることができるとなって

間に入っていけないのかなというのが現実に

おりますので、今回募集案内させていただい

あります。学童については、１年生から３年

たのも、相談をしてくださいということで入

生までで主に低学年の方を主体的に、４年生

れておりますし、現実に今まで１９年度につ

以上の方については、学童が終わってから児

いても、３〜４名の方が４年生、学童の方で

童館を利用していただくということで考えて

預かっております。そういった状況でありま

おりますし、実際に今の児童館の利用状況を

すので、御理解をいただきたいなと思いま

見ますと、４年生以上の方が多いです。
そういった中で実際に問題が生じたときだ

す。
それから、まず管理の方向なんですけれど

とか、もちろん指導員から連絡が来て福祉の

も、先般、私も、実は質問ある前に行かせて

担当者、あるいはあゆみ園の指導員、あるい

もらいました。ガラス戸にカーテンをしてい

は教育委員会の方と連携をとらさせてもらっ

るのも事実でありましたし、それから蛍光灯

てますし、その都度対応しております。

の一部ガードしている部分が外れているとい

最後に、予算の関係ですけれども、児童館
の消耗品の予算、今、大変財政的にも厳しく

う部分もありました。
それぞれあの狭い児童館の中ですので、本
当にボール遊びが適当なのかというようなこ

て、経常経費、数％ずつ削減をするという部
分もございます。

ともあるんですけれども、現状の中で、指導

場所によっては、児童館の使用料をいただ

員がいろいろ工夫をしながら遊ばせていると

いているところもありますけれども、現実的

いうことが現状なのかなと思っておりまし

に私どもの方は、児童館ということでは、自

た。

由に使えて利用料の負担も求めてはおりませ

そのガラス戸につきましては、どういう方

ん。最低必要な経費というものを、それぞれ

法がいいのか、ちょっと検討させていただき

指導員とも相談をしながら決めているんです
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けれども、もし足りないということであれ

そういったところで、やはりかつて第二の家

ば、また検討させていただきたいと思いま

庭と先ほども言いましたように、親と同じよ

す。

うな役割を果たさなければなりません。その
中で指導員の研修などはどのように行われて

以上であります。
○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君）

施設の管理等と、あ

いるか、お伺いいたします。
○議長（吉田敏男君）

と消耗品の予算の関係もですが、指導員の方

○福祉課長（藤原

というのは嘱託なわけですよね、正職員の方

ます。

福祉課長、答弁。

茂君）

お答えをいたし

ではありませんので、なかなか自分で思って

児童館の指導員につきましては、道東地区

いても、私は、その方の意見を聞いたわけで

児童館連絡協議会というのがございまして、

はないから、私がその方たちの立場なら、な

道東地区、年に１回開催案内が来ますので、

かなか言いづらいこともあろうかと思いま

そちらの方に全員参加をしていただいており

す。

ます。

そういうことを酌みとっていただきまし

以上です。

て、やはり事細かく施設の管理等も点検して

○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

いただいたり、予算のことも、たくさんでは

○２番（榊原深雪君）

児童館の指導員の方

ないです、全体にしても２３万４,０００円

が年に１度ということですね。そしたら学童

ですよね、その中で下愛冠と児童館の中央の

保育の方ではどうでしょうか。研修を受けて

方と分けてるわけですからね、そういうとこ

られますでしょうか。

ろの金額からしましても、財政が厳しいから

○議長（吉田敏男君）

というお答えにはならないと思うんです。

○福祉課長（藤原

福祉課長、答弁。

茂君）

私が就任してか

そして、本当に財政が厳しいんであれば、

らは、研修の方、学童保育所の指導員につい

この庁舎の温度設定もあと２度ぐらい下げて

ては、研修に行ってないのかなと思ってま

いただいたりとか、やはりそういう工夫をし

す。

ていただいて、回せるところに予算を回して

○議長（吉田敏男君）

２番

いただけると、やはり何が大事かというと、

○２番（榊原深雪君）

児童館の役割ももち

経費を削減していくということがすごくポイ

ろん大変な役割ですけれども、学童保育も、

ントになろうかと思います。こういうこれか

やはり子供の取り巻く環境が大きく変わって

ら育とうとしている子供のことに対して、予

いることから、やはりいろんな性格が生まれ

算を削らないようにお願いしたいところであ

てきているところなんです。

榊原深雪君。

それで、やはり幾らキャリアが長い方がお

ります。
そこで、次に質問させていただきますが、

られましても、やはり年に１回でも２回でも

先ほど言いましたように、児童館の指導員の

結構ですけれども、そういう研修の機会とい

役割というのは多岐にわたっております。そ

うのを、こういう学童保育、児童館の指導員

して児童館の方の指導員の役割は、ケース

の方には数多くの参加をいただいて、研修の

ワーク、グループワーク、コミュニティー

場面を多く設けていただきたいなと思うとこ

ワークという大きく三つの役割があるんです

ろであります。
それで、タイムリーにきのう、帯広市の学

よね。
それで、低学年の方にはやはり遊び、先ほ

童保育のことも載っておりました。申し込み

ども言いましたけれども、４年生ぐらいにな

者が多くて、空き教室なんかも利用してこれ

りますと学校での悩み、友達の悩み、いろい

からやっていくということも書いてありまし

ろなことも打ち明けることも多々あります。

たです。その中で国や道が進めております放
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課後子供プラントいうのがありまして、２４

も調査しておりませんし、内容的なことにつ

年度にはもう１００％にしていきたいという

いても、今後例えば学校の空き教室がどのぐ

ところがあるんです。

らい将来的に出てくるのか、それからコー

それはどういうところかといいますと、

ディネーターなり生涯学習のアドバイザーの

今、厚生労働省でやっている管轄のものが、

人材の確保をどうするとか、そういうもろも

文部科学省と連携して、今の学童保育と児童

ろの課題もいろいろあろうかなと、このよう

館のよいところを連携して教育委員会ともし

に思っております。

ていこうかという話が進められております。

いずれにいたしましても、教育委員会と、

それで何年か後には１００％ということを目

それから福祉サイドと連携をしながら、今後

指して進めているようであります。

に向けて詰めてまいりたいと、このように

空き教室も将来的にはできてきますよね。

思っております。

今の狭隘のところで児童館、学童保育という

以上でございます。

のが、果たして子供にとって環境的によいも

○議長（吉田敏男君）

２番

のかどうか。

○２番（榊原深雪君）

お答えいただきまし

榊原深雪君。

そして遊ぶ場所も、児童館の近くの公園で

た教育委員会の方の大体お考えはわかりまし

遊んでますよね、そういう場所が決められて

たです。それで今学校の部活とかも状況を考

るんですね。小さいお子さんをお迎えに行っ

えますと、人数を言うよりもパーセンテージ

たりとか、指導員の方がされたりとか、いろ

で言った方がいいと思いまして出してありま

いろ仕事がたくさん役割がありまして大変な

すが、大体７４％ということですね、少年団

場合あります。

と学童へ入ってる方で。

それがもし一つ学校で行われるんであれ

じゃあ、残りの二十何％の方はどのような

ば、そういった煩雑な作業も大分軽減される

放課後を過ごしているかと考えたときに、本

ような気もいたします。そこのところで放課

当に安全なところで、そしてこの児童館、学

後子供プランの今後の取り組みなどもお聞き

童保育というのは、やはり少子化対策という

したいんですが、教育委員会になりますで

ところでやはり公的な支援をやろうというこ

しょうか、お願いいたします。

とで取り組まれていると思いますが、その中

○議長（吉田敏男君）

でやはり部活動の生徒も少なくなってきてお

○教育長（加藤和弘君）

教育長、答弁。
お答えをいたしま

ります。そういうところも考えていただきま
して、これからのこのプランに対して取り組

す。
御質問にありますように、放課後の子供た

みもお願いしたいと思います。

ちの安心・安全な居場所づくりというものは

それで、国や道が示していますこの子供プ

大変重要なことだと、このように認識をいた

ランに対しましても、そんなに先の長い話で

しております。

はないんですよね。そのところで空き教室が

今現在も教育委員会といたしましては、そ

出るかどうかもわからないということはない

れぞれ福祉サイドの学童保育、それから児童

と思うんですね、子供の数から換算します

館にゆだねられてる部分もございますし、ま

と。

た、子供たちの文化、あるいはスポーツ少年

だから、そういうことも含めて校庭を使え

団活動を通して、健全な育成を図っていると

るとかさ、そういうことも検討しながら、こ

いうこともございます。

のプランを進めていっていただきたいと思い

今御質問の放課後子供プランにかかわって

ますが、そのことにつきましていかがでしょ

でございますけれども、実態として、まだど

うか。

れだけのニーズが、要望があるかということ

○議長（吉田敏男君）
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教育長、答弁。

○教育長（加藤和弘君）

今御質問ありまし

たように、子供プランにつきましては教育委

５万円の国の全額補助を受け事業を進めてい
ますが、具体的に伺いたいと思います。

員会サイドでは放課後の子供教室事業、それ

１、国の補助８,６１５万を３年間の事業

から福祉サイドにおきましては放課後児童健

の内訳と、補助金をどのように使っているの

全育成放課後児童クラブというふうに称して

か、伺います。

おりますけれども、それらをあわせながら、

二つ目、季節労働者の就労支援を３年間で

今後どのように子供の健全育成を図っていく

どのような目標を立てているのか、伺いま

か、あるいは居場所づくりをつくっていくか

す。

ということになろうかと思います。十分に検

三つ目、ふるさと十勝通年雇用促進協議会

討させていただきたいと、このように思って

とのかかわりはどうなっているのか、お聞き

おります。

したいと思います。

○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君）

これは市町村の一つ

次に、２点目ですけれども、住宅用火災警
報器の設置について。

一つの積み上げから１００％になることです

住宅火災による犠牲者を減らすために、消

ので、私たちの町も、しっかりとした考えに

防法が改正され、法律によって義務づけられ

向かって進めていっていただきたいと思いま

ましたが、設置時期は、既存住宅は各市町村

す。

条例により、原則として平成２０年５月３１

それで、社会の変化に伴って、子供の置か

日までの期限と定められています。

れている状況はますます厳しくなっていま

そこで、一つ目に聞きたいんですけれど

す。塾やスポーツなどで子供の成長にとって

も、既存の町営住宅は全戸設置されているの

必要な遊びの時間がない子、そして家庭の事

か、伺いたいと思います。

情で構ってもらえない子供がふえておりま

二つ目、新たに町内の生活困窮者世帯に対
して設置を検討されているのか、伺いたいと

す。
今や学童保育、児童館は、学校とは違う児
童福祉施設としての役割、また子育て支援セ
ンターとしての役割が求められています。
保護者は安心してできる裏側には、それに

思います。特に独居高齢者及び高齢者、障害
者の世帯を言っております。
以上です。
○議長（吉田敏男君）

こたえようとする指導員の方の大変な努力が

○町長（安久津勝彦君）

あると思います。学童保育と児童館の二つの

問にお答えいたします。

機能をし合うことを望みまして、一般質問を

町長、答弁。
後藤議員の一般質

１点目の平成２０年度行政執行方針の労働

終わらせていただきます。

者対策推進についてでございますが、１１月

○議長（吉田敏男君）

臨時議会の中で行政報告をさせていただいた

これにて、２番榊原

とおり、北海道経済の低迷から、本町の雇用

深雪君の一般質問を終わります。
次に、１１番

情勢も厳しい状況が続いておりますことか

後藤次雄君。
一般質問通告書に

ら、雇用機会の創出を推進するため、地域雇

基づいて、２件にわたって質問をしたいと

用開発促進法に基づき、町及び地域経済団体

思ってます。

で構成する地域雇用創造協議会が提案した雇

○１１番（後藤次雄君）

平成２０年度行政執行方針の労働者対策推

用対策の事業を提案し、厚生労働省職業安定
局地域雇用対策室より採択を受けたところで

進について。
足寄町地域資源活用促進協議会は平成１９

ございます。

年１１月６日に設立され、今日まで地域雇用

概要につきましては、足寄町の豊かな資源

拡大を目指し、今年度から３年間で８,６１

を活用した人材育成を図り、人、自然の地域
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資源の活性化を目指し、雇用の創出を生み出

しては、平成１８年度から２０年度にかけま

すことを目的に、平成１９年１１月に町内経

して整備を進めております。

済団体等の１２団体で構成されました足寄町

公営住宅は管理戸数４３８戸中、北団地建

地域資源活用促進協議会が発足し、代表に足

てかえによります取り壊し予定の７６戸と、

寄町商工会会長の新沼靖典氏が選任され、平

平成１０年度以降建設の設置済み９０戸を除

成１９年１２月より事業を実施されていると

く２７２戸が設置の対象となっております。
この２７２戸につきましては、平成１８年

ころであります。
平成１９年度は２,０３１万円、平成２０
年度及び２１年度は３,２９２万円の３ヵ年
合計事業費は８,６１５万円となっておりま

度に１２０戸、平成１９年度に１５２戸を設
置し、完了しております。
その他の町有住宅、単身者住宅、職員住宅
につきましては、平成２０年度に設置するこ

す。
事業費内訳は、各年度事業費の３割程度が

とで予算計上させていただいております。

管理費で、主に推進員の人件費及びリース借

なお、教員住宅につきましては、平成１８

り上げ等であります。７割が事業費として林

年度と平成１９年度で設置完了をしておりま

業関連分野の研修費用、観光業関連分野の研

す。

修費用、新産業や建設業関連分野とした雇用

したがいまして、町有住宅につきまして

共同経営体事業として土木・建設業や農林業

は、平成２０年５月３１日までに設置完了す

への異業種参入研修であります。

る予定でございます。

新産業がなかなか困難な状況下において

次に、生活困難世帯に対して設置を検討さ

は、既存産業の複数に対応できる人材を育成

れているかとの御質問でありますが、火災報

することで雇用促進を図ることとしておりま

知器の設置は個人で設置すべきものと思って

すが、本協議会では、季節労働者、求職者及

おりますので、公費による設置または助成等

び離職者を含めて、３ヵ年で１３０名の雇用

については、現段階で特に考えておりません

創出を目標としております。

ので、御理解をいただきたいと存じます。

また、東部６町の構成となっておりますふ

なお、高齢者の方につきましては、火災報

るさと東十勝通年雇用促進協議会は、足寄町

知器を設置しなければならないことを理解し

が事務局として平成１９年１０月より実施さ

ていない方が多く見受けられることから、今

れておりますが、各町の情勢を踏まえた地域

後、職員が高齢者世帯等を訪問の際、設置義

みずからが取り組む事業として、技能資格取

務等を啓蒙していきたいと考えております。

得等の研修や就職合同面接、先進的な企業訪

以上で、後藤議員の一般質問に対しての答

問研修等を実施しておりますが、講習受講者

弁とさせていただきます。

は季節労働者と限られておりますことから、

○議長（吉田敏男君）

足寄町地域資源活用促進協議会での研修内容

１１番

再質問を許します。

後藤次雄君。

○１１番（後藤次雄君）

等との整合性を図り、実施しております。

このことについて

近年の公共事業の低迷で、建設業関連では

は、先ほど町長が言われたとおり、１１月に

今後とも厳しい雇用情勢になると思われます

行政の方で聞いてます、中身についてはね。

が、新産業への取り組みを推進し、本町の地

ただ、金額が８,６１５万もあるもんですか

域活性化を担う人材育成を支援してまいりた

ら、やっぱりこれを有効に活用していくこと

いと思いますので、御理解を賜りますようお

が大事だと思うんですね。
それで今まで見た段階では、いろんなこと

願いを申し上げます。
２点目の住宅用火災警報器の設置について

やってますよね。ただ、私がちょっと疑問を

の御質問でございますが、町有住宅につきま

感じるのは、例えば子供の救急法を実験体験
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をこの経費を使っているんだけれども、この

の町長の答弁では、大ざっぱな返事しかな

事業計画のこれからいくと、例えば事業計画

かったんですけれども、ただ、私は、今経済

は、一つには地域資源、人、自然を活用した

課長言ったとおり、例えばこれ自然の関係で

雇用の促進とか、二つ目は木質ペレットの産

体験ということなんですけれども、それであ

業を含む林業の関連とか、あと三つ目は観光

れば私はね、わざわざこういう講師呼ばなく

関連、四つ目はバイオ産業との新産業の関

てもさ、足寄消防署に立派な救急救命士がお

連、五つ目は季節労働者対策と、こうなって

りますし、十分、私も何回か受けてますし、

るんですけれども、あと建設業関連ね、これ

そういうことができるんでないかと思うんだ

はこういうことがこの中でもしずっとやって

けれども、そういうむだなことをしないで、

いけるんであれば、例えば私はこう思うんで

やっぱりほかにもう少し使う道があったんで

すね。

ないかと思うんだけども、それで今課長言っ

例えば、観光関連で例えばオンネトーのご

たみたいに３年間でだからその計画が、金額

み拾い自然体験だとか、それからオンネトー

は先ほど聞きましたからね、わかるんですけ

のテラピアの捕獲体験だとか、それから湯の

れども、どのような計画を立てるか、もし具

滝とか、それから白糸の滝とか自然との環境

体的にわかったら聞きたいと思います。

体験とかと、そういうこととか、あと、もし

○議長（吉田敏男君）

あれすればフキの採取の見学ツアーだとか

○経済課長（細野博文君）

さ、それから酪農放牧の見学とか、こういう

重点分野を、後藤議員おっしゃったとおり林

ことも観光関連の中でこれ入ってくるんでな

業関連分野と観光業関連分野、それから新産

いかと思うんだけれども、その辺ちょっとま

業への関連分野、それから建設業への関連分

ず初めに聞きたいと思います。

野と、大きく四つに分けてございます。

○議長（吉田敏男君）

足寄町の産業の

そういう中で、事業内容としてどういうこ

経済課長、答弁。

○経済課長（細野博文君）

経済課長、答弁。

お答えいたしま

とをするんだということなんですけれども、
雇用を拡大するための雇用拡大メニューとい

す。
子供の救急法含めてなんですけれども、観

う部分と、それから人材育成メニュー、それ

光業関連分野ということで、これから体験学

から就職促進メニューという大きく三つに分

習観光等を進めたいということで、こういっ

けて行おうとしているところであります。

た講習会等を行っているところであります。

雇用拡大メニューといいますのは、いろい

したがいまして、これからの体験学習の内

ろなセミナーだとか、例えば現在平成１９年

容といたしましては、今、後藤議員おっしゃ

度で実施したものでいいますと、木質ペレッ

るとおりフキの採取だとか、あるいはオンネ

トに対する基礎的な学習も含めてのセミ

トー周辺の散策だとか、そういった部分のい

ナー、それからメンテナンスを行うだとか、

ろいろな部分で体験学習としてそういったメ

そういった部分のいろいろな研修を行ってい

ニューが組まれてくるかと思います。そう

る部分と、それから体験型観光に対するセミ

いった中での救急法だとか、そういった部分

ナーとしまして、先ほど指摘ありました子供

を含めて活用し得るというふうに考えている

救急法、あるいはプロジェクトワイルドとい

ところであります。

うような形の中で行っております。

○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

それから、人材育成メニューといたしまし
ては、ペレットの製造コースだとか、あるい

君。
それで、そのこと

は林業でいけばチェンソーの技能研修、それ

も含めて、実は具体的に３年間の年度別の事

からペレットの原料収集だとか、そういった

業計画聞きたかったんですけれども、先ほど

部分の実践的な研修をしているところであり

○１１番（後藤次雄君）
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間決まっていて、予算については単年度ごと

ます。
それから、就職促進メニューとしまして

と、こういうお話を申し上げたところであり

は、相談窓口を設けるだとか、あるいはこれ

ますけれども、３年間の予算につきまして

についてもまた相談受けたものについての指

も、厚生労働省から認可を受けているという

導・助言をしていくと、そういった事業の大

ことでありまして、単年度ごとに評価をしな

きく分けてそういう形になってございます。

がら、次年度にもし都合が悪ければ変えてい

○議長（吉田敏男君）

くと、そういうような形になっていくという

１１番

後藤次雄

ことでございますので、訂正をさせていただ

君。
○１１番（後藤次雄君）

答弁を聞いてる

と、大ざっぱな回答しか返ってこないんだよ

きたいと思います。
そこで、地域資源活用促進協議会の事業内
容と予算の関係でありますけれども、平成１

ね。
私は、できれば年度別に聞きたいというこ
とを言ったんですけれども、これはまだ計画

９年度におきましては、管理費が３２８万
４,０００円であります。

段階ですから、３年間で金額（不明）やって

事業費で、雇用拡大メニューで、国内研修

いくことですから、まだこのぐらいのことし

セミナー、体験型観光セミナー、地元研修セ

か、金額的にはこうだということ出てるわけ

ミナーということで三つのセミナーで９８万

ですから、そうすればある程度年度別の事業

円を予算としています。

計画も私はあるんでないかということで聞い

それから、人材育成メニューで、木質バイ

たんですけれども、それはまだこれからです

オマス概要コース、それから原料収集コー

よということであれば、それはそれでいいで

ス、ペレット製造コース、ペレット燃焼機器

すけれども、その辺どうですか。

コース、地域熱供給コース、体験型観光コー

○議長（吉田敏男君）

ス、農家民泊コース、雇用共同体経営コー

経済課長、答弁。

○経済課長（細野博文君）

こういったこと

をやるというトータル的な計画はあるんです

ス、合わせて１,４６３万６,０００円となっ
ております。

けれども、年度別に３年間に分けてどうやる

それから、就職促進メニューといたしまし

かという部分については、単年度単年度で決

て、就職相談窓口、それから企業招聘相談セ

めていくという形になろうかと思います。

ミナー等で４４万円を予算としております。

年度別の部分ではなくて、総体的に全体的

合計で１,９３４万円であります。それに

にやろうとしている部分ですけれども──

消費税が９６万７,０００円ということで２,

○議長（吉田敏男君）

０３０万７,０００円となっております。

答弁ちょっと今すぐ

ということになりません。答弁調整のため、
昼食でもありますから、１時までここで暫時

次に、２０年度でございますけれども、管
理費が９２５万８,０００円。
それから、雇用拡大メニューでありますけ

休憩をいたします。
午前１１時５５分

休憩

れども、先ほど申し上げました三つのセミ

午後

再開

ナーで３１９万３,０００円。それから人材

休憩を閉じ、会議を

育成メニューでありますけれども、八つの

○議長（吉田敏男君）

１時００分

コースで１,７３８万５,０００円。それから

再開をいたします。
後藤議員の一般質問、答弁から。

就職促進メニューコースにおきましては、二

経済課長、答弁。

つで１５２万２,０００円。合計で３,１３５

○経済課長（細野博文君）

大変時間をいた

万８,０００円、消費税が１５６万８,０００
円で３,２９２万６,０００円となっておりま

だきまして申しわけありませんでした。
あわせて、先ほど事業内容については３年

す。
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２１年度でありますけれども、管理費が９

る実際積寒を切られた人とか、そういう人た
ちも含めて今回こういう季節労働者に求めら

２５万８,０００円。
雇用拡大メニューで、三つのコースで３１

れた、もちろん求職活動もありますけれど

９万３,０００円。人材育成メニューで、八

も、あともう一つは通年雇用を促進するとい

つのコースで１,７３８万５,０００円。就職

うこともありますので、その人たちのことも

促進メニューにつきましても、２０年度と同

含めて各雇用共同経営事業体とあわせて雇用

等で１５２万２,０００円。合計で３,１３５

拡大をしていくのか、その辺ちょっとお聞き

万８,０００円、消費税が１５６万８,０００

したいと思うんですけれども。

円で合計で３,２９２万６,０００円となって

○議長（吉田敏男君）

おります。

○経済課長（細野博文君）

お答えいたしま

す。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

経済課長、答弁。

１１番

後藤次雄

地域資源活用促進協議会の対象者といたし
ましては、季節労働者、それから離職者、そ

君。
大体事業内容等、

れから新たな就業を求める人、あるいは新産

予算等の措置についてはわかりました。それ

業に向かって意欲のある人、こういう方を対

で全部書き切れないものですから、できれば

象に実施しているところであります。

○１１番（後藤次雄君）

後で資料をいただきたいと思うんですけれど

季節労働者なんですけれども、１７年の国
勢調査におきまして、季節労働者は３７７名

も、よろしいですか。
それで次に、例えばこの具体的内容の中で

ということになっているところであります。

木質ペレットの人材育成事業とあるんですけ

○議長（吉田敏男君）

れども、これは今実際にやっている従業員の

君。

人のほかに、この人材育成をしていくのかど

○１１番（後藤次雄君）

うか、この辺ちょっと聞きたいと思うんです

は、季節労働者は大体１２万人ぐらいいると

けれども。

いうことなんですね。これは先ほど町長から

○議長（吉田敏男君）

経済課長、答弁。

１１番

後藤次雄

今、大体北海道で

十勝の関係とあわせて話がありましたから、

現在のペレット

そこのところ余り、十勝は十勝の促進協議会

工場で従業している人以外にも講習を受けて

でやってますから、そこは余り聞こうと思い

おりますし、あわせて、今、製造だけなんで

ませんけれども、だからそういうところとも

すけれども、ストーブのメンテナンスの関係

あわせて今回の季節労働者の関係、この事業

だとか、あるいは工場の機械のメンテナンス

の関係ね、それもやっぱりある程度加味しな

の関係含めて研修を行っているところであり

がらやっていくことでよろしいんでしょうか

ます。

ね。そういうことで考えていいですか。わか

○経済課長（細野博文君）

○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

それで次に、今回この地域雇用創造推進計

君。
○１１番（後藤次雄君）

りました。

わかりました。

画、これは国交省の関係ですね。今いろんな

あと、たくさん季節労働者の関係なんです

地方からいろんな事業が進められてるんです

けれども、これは先ほど町長の答弁でいただ

けれども、例えば地域新エネ事業化推進事

いたんですけれども、これ今足寄では、１８

業って、これは国交省なんですね。

年度現在で５００名以上超した人がいたと思

それで、その中で中小企業の地域資源活用

うんですね。１９年度から２０年度にかけて

プログラムということで、道の基本構想か

は大体４００名弱ぐらいいると思うんですけ

ら、十勝では事業計画の申請が十勝圏の振興

れども、その人たちのことをこれ全部、今い

機構ですか、窓口になってこれやってるんで
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すけれども、今回、１１月の８日のというん

でしょう、バイオマスとかふん尿、全部これ

ですか、１１月中にやっている部分と、それ

やってるんですよね。このことを見ると、経

から２月に個々でやってますね、新エネル

済産業省の方から指定されてるということに

ギーの可能性の模索ということで。これは地

なってるんですけれども、それが足寄のさっ

域資源活用促進協議会がこれ中心になって

き言ったみたいに地域資源活用会議の中でも

やってるんですけれども、この辺は国交省の

これやってるということになれば、あくまで

この部分と、それから経済産業省がやってる

も学習のためにやったのかさ、それともさっ

のはこれ一緒なのかどうか。

き言ったみたいに関連してるからやったか

何かこれは新聞やなんか見ると、何か一緒
の事業をやってるように見るんですけれど

と、そこをちょっと聞きたかったんですけれ
ども。
私の質問の仕方悪いのかもしれませんの

も、この辺はどうなんですか、ちょっと聞か
せてもらいたいと思うんですけれども。

で、もしあれだったら、後で答弁いただいて

○議長（吉田敏男君）

もいいんです、後で教えてもらってもいいん

経済課長、答弁。
新エネルギーの

ですけれども、私の読み間違えかもしれませ

取り組みということで、最近ではバイオガス

んし、ただ、新聞報道やなんかでいくと、そ

プラントの活用等を含めて国交省ですか、開

ういうことになってるもんですからね、その

発建設部を中心の部分で、足寄町においても

辺どうなのか、ちょっとお聞きしたいんです

実証プラントをつくりながらやっているとこ

けれども。

ろであります。

○議長（吉田敏男君）

○経済課長（細野博文君）

そういった部分でこの協議会、そういった

経済課長、答弁。

○経済課長（細野博文君）

活性化協議会の

部分が新産業として生まれてくるということ

中でも、バイオマス概要コース等を含めてそ

になってくれば、この仕事とこの協議会とは

ういう研修はやっているんですが、それにつ

つながってくるわけですけれども、その事業

きましては木質バイオマス、いわゆるペレッ

そのものについては、かかわりは持っていな

トを中心にやっているということでありま

いと思います。

す。

○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

先ほど申しましたバイオガスの方等につき
ましては、今、実用化試験を足寄町でも実施

君。
今の経済課長の答

しているところでありますけれども、それが

弁、ただ、窓口が同じ十勝振興圏機構になっ

いわゆる事業として発生できるというふうに

てるんですね、両方とも。そしてそこでこう

なったときに、今回、協議会でやっている人

いうことを、実際にこれ私も確認すればよ

材育成の中でそういった事業にもかかわれる

かったんですけれども、新聞報道では何か一

と、そういう事業の中に入っていけると、そ

緒になってるんですよね。だから私はこう

ういう研修をして人材育成はしていきますと

思ったんですよ。

いうことで、事業そのものとの直接のかかわ

○１１番（後藤次雄君）

厚労省でやってる部分を、例えば経済産業

りといいますか、そういったものはないわけ

省でやってる部分とあわせてそれが認められ

ですけれども、町の地域資源としてこういう

るのかどうかという部分ちょっとあったもん

ものがあるということで、それに対応できる

ですからね、それで聞いてみたんですよ。そ

だけの研修はしていこうと、そういうことで

ういうことはないということなんですか、そ

ございます。

うすると。その辺どうなんですかね。

○議長（吉田敏男君）

ただ、これを見ると、足寄のさっき言った
みたいに地域資源活用促進会議ではこれある

１１番

後藤次雄

君。
○１１番（後藤次雄君）
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わかりました。そ

れでもう少しありますけれども、後で経済課

定するよということで求められているんです

長の方から詳しく聞きたいと思ってます。

けれども、これは今、これは安倍総理大臣の

それで、さっき季節労働者の関係でちょっ

ときのことですから、これでいけば大体帯広

と言い忘れたんで、再度質問したいんですけ

なんかも１２町村とか、それからあと帯広だ

れども、例えばこの季節労働者の雇用確保の

とか清水だとか大樹だとか上士幌とか、いろ

ため、今例えば山林労働者だとか、それから

これいろ出ているわけですけれども、これは

福祉協議会就労センターありますよね、そう

足寄町ではこういう申請をしたから、この資

いうとこで道路の事業、道路の清掃やなんか

源活用促進協議会みたいな国交省の方からこ

やってますよね。

ういう計画がされたのかどうか、もし足寄と

そういうこともこの中でやっぱり雇用、何

してそういう、足寄は１月現在ではまだ出し

千万もあるわけですから、もう少し町の中の

てないというようなことを聞いてますんで、

道路をさ、今見ると、もう大体決まってるん

足寄としてはそういう地域振興に対する考え

ですね、掃除するとこは。主要なとこはしな

方というのはあるのかどうか、ちょっとそこ

いんです、あと中身は中やってないで、各自

だけ最後に聞かせてください。

治会やってますからね、だからもう少しそう

○議長（吉田敏男君）

いうのを使えるんであれば、やっぱりこうい

○町長（安久津勝彦君）

う事業も拡大していけないのかどうか、そこ

す。

お答えをいたしま

御案内のとおり、今、国も含めて大変な財

をちょっと聞きたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

経済課長、答弁。

政状況、それから今地方分権ということもい

この促進協議会

ろいろ言われておりまして、いろんな制度、

の事業は、新たな産業等を含めて事業に取り

あるいは政策の展開がなされているというよ

組むための技能研修、あるいは資格を取る

うなことでございます。

○経済課長（細野博文君）

と、そういった部分を中心に協議会でやって

この地域再生計画、地域でいろんなことを
提案し、それが採択基準に乗れば採択します

いるわけであります。
そういった中で、この事業費を使って道路

よと、当然これは私どもの方にも情報伝わっ

清掃を行うというようなことは、この協議会

ておりますし、我が町で取り組めることがあ

の趣旨からいって、対象になってこないとい

るのかということも含めて、これは関係課の

うふうに考えております。

方にも総務課を通じながらいろいろ取りまと

○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

ろ、この再生計画に関しては具体的な提案は

君。
○１１番（後藤次雄君）

めをしている状況にございます。目下のとこ

それは私の認識不

しておりません。

足でした。できれば私は、今、厳しい予算の

ただ、今現在いろんなまちづくりを進めて

中でやってますから、できればそういうこと

いく上で、この区画整理事業もそうでありま

も含めて体験型みたいにしてやったらいいん

すけれども、区画整理事業だけでいきます

でないかということで、少しでも町の経費を

と、これはとてもでないけども財源対応が難

減らした方がいいんでないかということで発

しいということもあって、同じ区画整理事業

想しましたけれども、わかりました。

区域内でも、まさしく議会にも提案、あるい

それと、最後になりますけれども、今いろ

は協議させていただいてるまちづくり交付金

んな町村でね、例えば国の地域再生というこ

事業ですとか、要するに従来の補助制度が交

とで、これも地域資源活用ということでこれ

付金事業ということで、これは各省庁いろい

も国交省、総務省とか、それからあと経済産

ろ変わってきてるんですね。

業省でこれ各町からいろんな事業の計画を認

もっと言えば、従来の補助事業でいけば、
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当然各自治体でいろんな計画を立てる、そし

回の設置は、これは罰則規定はないんです

てちょっと流れを若干説明しますと、支庁の

ね。ただつけなさいというそういう義務化な

方に行っていろんな相談をする、そして道庁

んですよね。

へ行って相談をする、そして国というぐあい

そうはいっても、私、なぜ高齢者とか高齢
者夫婦世帯の関係言ったかというと、今、全

につながっておりました。
これがそういう意味では、交付金事業とい

国でやっぱり火事、毎日のように出てますよ

うのは全く関係ないとは申し上げませんけれ

ね。そうするとやっぱり、全部とは言いませ

ども、より国と近くなって、直接のやりとり

んけれども、ほとんど６５歳以上の人が亡く

という場面が極めて大きくなってきてるとい

なっている実態が多いんですよね。
そういうことから私ちょっと言ったんです

うこともございます。
そういう意味で、御質問ございました地域

けれども、ただ、足寄は今大体３,６８６世

再生計画の関係も含めて、ともかく今各関係

帯あると思うんです、全部でね。そのうち、

課に私の方からもお願いしてるのは、ともか

ひとり暮らしの高齢世帯が大体５７３世帯、

くいろんな事業が新しくメニューが出てくる

そのうち公営住宅に入っている人は６７世帯

ので、ともかく情報収集に努めてほしいと、

なんですよね、高齢者の数で５７３のうち

それに乗れる分、もっと言えば、私どもが今

ね。

目下まちづくりの基本としてるのは、総合計

それから高齢者夫婦世帯、さっき言ったの

画なり、あるいは自律プランでございますか

は１人世帯ですから、１人の高齢者。２人世

ら、その中でそちらの方の新しい制度に乗っ

帯のところ６６３世帯あるうち、実際公営住

かっていけるのかどうなのかということも十

宅に入ってる人は４５世帯と、こういうこと

分精査をしながら、遺漏のないような取り組

で、確かに町長言われるとおり予算的な措置

み、とりわけ町財政の負担が少しでも軽くな

もしておりませんと言うけれども、この状況

るような取り組みということで検討をさせて

から見ると、足寄だっていつそういう状況に

いただいておりますので、また具体化するよ

なるかわかりませんので、ぜひ考えてもらい

うなことがあれば、また議会にも相談をさせ

たいことと、ただ、今、足寄もこれ人口も

ていただきたいというふうに考えております

８,２６５名で高齢者が大体２,６０８名です

ので、御理解をいただきたいなというふうに

か、３１.６％になってるんですよね。
そういう状況の中で７０歳以上の人でいけ

思います。

ば大体２４％、７５歳でいけば１６.２％、

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

１.５％、そういう状況になってる中で、例

君。
○１１番（後藤次雄君）

８０歳でいけば８.９％、９０歳になったら

わかりました。

えば今回義務化されているのは、寝室と台所

それでは、この項については、経済課長も

と、それから廊下、これはやっぱりある程度

今月いっぱいで優美の姿で退職することに

これ町の条例によって違うんですけれども、

なってますので、ぜひ私が質問したことは、

例えばいろんな町村では、寝室も階段も廊下

後の課長さんにも伝えておいてもらいたいと

も台所も全部つけてるところもあるんです、

いうふうにお願いして、終わりたいと思いま

市によっては。それから町村によってもやっ

す。

ぱり考えてるところがあるんですね。

次に、住宅火災報知器の関係ですけれど

だから足寄町としては、例えば公営住宅の

も、先ほど町長から答弁をいただきました。

部屋三つにつけたのか、それとも例えば部屋

それでちょっと公営住宅の方は大体ほとんど

が三つでなく二つのところは寝室と廊下と台

ついてるような内容ですけれども、それで今

所つけたのか、もしそういう数がわかればお
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答えもらいたいし、もしわからんであれば、

町長もね。だから福祉灯油だとか、それから

後でもいいですから資料をいただきたいと思

今回出されている生活困窮者、それから病院

うんですけれども、その辺はどうですか。

バスの問題、これ今回予算出してますよね、

○議長（吉田敏男君）

そういう部分で回りますと、町の中。そうい

総務課長、答弁。

○総務課長（大塚博正君）

お答え申し上げ

うことを考えていただいたら、これはそんな
に高い値段でないですからね、できれば何と

ます。
完全なお答えになるかどうかはちょっとあ

か検討していただけないかということを再度

れですが、公営住宅におきまして平成１８

お聞きしたいんですけれども。

年、１９年と設置いたしまして、私どもの設

○議長（吉田敏男君）

置の手法としましては、寝室につけるという

○町長（安久津勝彦君）

ことで実施しておりまして、１８年、１２０

おり、現時点では考えてないという御答弁を

戸の対象戸数に対しまして３３５個の設置、

させていただきました。

町長、答弁。
先ほど答弁したと

それから１９年が１５２戸の対象戸数に対し

これはもう御案内のとおり、法律によって

まして４１５個の設置となってございます。

設置義務化がされた。我が町においては、こ

なお、平成２０年度、これから予算審議い

れは消防の方でも、実はその期限も少し実は

ただくわけでございますけれども、先ほど町

前倒しをしております。

長の方からありました、７１戸につきまして

それはやはりこの設置を義務づけられたと

は１７７個の寝室につけるという計画でおり

いう目的は何かというと、やはり命にかかわ

ます。

ることだということでありますから、そうい

○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

るというのは、僕は、そういう意味では消防

君。
○１１番（後藤次雄君）

う意味で、法の期限よりも少し前倒しをして

それで、罰則規定

はないといいながら、やっぱり先ほども言い

に対する取り組みといいますか、姿勢につい
ても評価をしているところでございます。

ましたとおり、足寄だっていつこういう状態

問題は、具体的に御質問いただいておりま

になるかわからんということで、それでこれ

す生活困窮者の方、あるいは障害者の方々等

値段安くないんですよね。例えば煙当番とい

について、町で助成がどうかということであ

うんですけれども、これだったら今限定販売

りますけれども、実はこれもいろいろ相談も

で５,９８０円ぐらい、これ普通だったら六

したわけでありますけれども、住宅状況に

千何ぼするんですよ。それで今回、私が言っ

よっても一つ違うということですね。

た高齢者とか、そういうのにつけて考えてい

例えば借家であれば、これは責務としては

ただけないかというのは、値段のこともある

町営住宅、公営住宅も町費でつけてるという

んですよね。

のは、やはり家主がつけるべきでないのかと

例えば煙当番と、それから熱当番つけると

いうことも含めてある。それからなかなかど

大体１万４〜５,０００円になっちゃう、取

こで線を引くのかというのも、現実的にはな

りつける、含めて。だから何とかこの人たち

かなかシビアな面があるなと。

の福祉全体含めて何とかならないかというこ

例えば福祉灯油についても、どこで線を区

とを話したんですけれども、今、町長の答弁

切るのか、非課税世帯でいくのか、母子世帯

では、今のところ考えてないということなん

でいくのか、あるいは障害者世帯であれば収

ですけれども、再度聞きたいんですけれど

入は関係ないのかだとか、いろんな検討しな

も、やっぱり町長はね、今回、今年度の基本

くちゃならない材料もたくさんあるというこ

方針でもやっぱり福祉にやさしい町と、こう

とでございます。

いうことを基本理念にしてると思うんです、

そこで、先ほどの答弁の後段でお答えした
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とおり、一応前倒しをして５月中にはという

○７番（熊澤芳潔君）

それでは、議長にお

ことで条例も制定がなってるということであ

許しを得ましたので、通告書に従いまして一

りますけれども、率直に言って、消防の方で

般質問を行いたいと思います。

も何回か啓発というか、啓蒙をしております

質問事項でございますけれども、中国

し、それからもっと言えば、最近でいきます

ギョーザと日本の食糧の自給率についてとい

と、私も目にしたわけでありますけれども、

うことで、質問の内容でございますけれど

町内の取り扱い業者の方からのチラシでも、

も、中国ギョーザによる中毒で、中国の天洋

こういうことを取り扱ってますよというそん

食品で製造された原料を使った商品など自主

なチラシも入っておりました。

回収する動きが、１月３１日になって拡大し

ですから、いずれにしてもこの認識といい

たと新聞等で報じられ、北海道でも連絡会議

ますかね、これは決して高齢者だとか、そう

を設置などされ、学校給食などでも提供した

いう方に限らず一般町民の方々含めて、そこ

ことがわかったが、幸いにも、足寄町の学校

ら辺の認識、啓蒙、啓蒙について、たしか今

給食につきましては問題がないということを

度の広報でもそのことをしっかりと啓発して

知りまして、安心したところでございますけ

いこうということになっております。

れども、このことによりまして、日本の食材

後段でお答えしたとおり、とりわけ高齢者

が国民から７割が国産を意識したこと、反

世帯、あるいはうちでいえば保健師等が訪問

面、価格高騰が心配したとのアンケート調査

をする機会がたくさんありますから、その際

で知ることができた。

にそのことも含めて、あるいは設置に対する

そこで、下記のことをお聞きいたします。

考え方を含めて、ニーズという言葉は悪いか

一つ目は、日本は約６０％、外国への依存

もしれませんけれども、そこら辺の状況判断

で、そのうち８０％が中国と聞くが、このた

もさせていただく中で、最終的な判断をさせ

びの中国の中毒問題で食の安全が叫ばれる

てもらいたいなというふうに考えているとこ

中、情報の一元化が言われているが、このた

ろでございます。

びの保健所との関係も含めまして、経過につ

ですから、現時点では具体的にはちょっと

いてお聞きをいたします。

考えておりませんけれども、しかし、これ以

二つ目につきましては、日本の食料の自給

降についても一切検討しないよということで

率が大きく報じられ、農業について国民から

はございませんので、お含みおきをいただき

見直される環境ができたことは、足寄町の基

たいなというふうに思います。

幹産業にとっても、これを機に再認識する必
要があると思われるか、お聞きをしたい。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

三つ目、自給率につきましては、日本全体
で３９％、約４０％ですけれども、北海道で

君。
私も高齢者世帯の

は２０１％、今後は日本全体で１２％以下に

２人世帯でも私はつけておりますから、自分

なるだろうと、これはＥＰＡ交渉の結果、実

ではつけておりますけれども、今、町長の答

施の結果についての数字でございますけれど

弁いただいて、ぜひ後ろ向きでなく前向きの

も、なるとのことだが、足寄町はどうか。カ

検討をしていただきたいということをお願い

ロリーベースでの数値が言われますが、これ

して、一般質問を終わりたいと思います。ど

らについてお聞きしたい。

○１１番（後藤次雄君）

以上お聞きいたします。

うもありがとうございました。
○議長（吉田敏男君）

これにて、１１番後

藤次雄君の一般質問を終えます。
次に、７番

熊澤芳潔君。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）
問にお答えいたします。
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町長、答弁。
熊澤議員の一般質

まず、１点目の中国産ギョーザに関する保

らい状況となっており、本町でも、タマネギ

健所との関係を含めた経過についてでありま

の有機栽培や農協のニンジンやゴボウ部会に

すが、今回の中国から輸入された冷凍ギョー

よるイエス・クリーンの取得、農地・水・環

ザが原因と疑われる薬物中毒事案に関し、直

境保全向上対策による営農活動支援を活用

接、帯広保健所からは何ら通知等はございま

し、化学合成農薬、化学肥料の５割低減を行

せんでしたが、平成２０年２月１日付で北海

い、生産するエコファーマーの取得が、平成

道環境生活部から各市町村消費生活行政担当

１９年度当初の５戸６品目から２０戸８品目

課長あてに、中国産冷凍ギョーザ等の道内に

と急増しております。
今後も農協や農業関係機関との連携を図

おける流通状況等についてと題し通知が来て

り、食の安全・安心を意識した農産物生産を

おります。
その内容は、住民からの問い合わせ等の参

拡大し、産地としての競争力と生産物の差別

考にということで、道内における製品名ごと

化による付加価値の拡大を進めていかなけれ

の流通先と流通量、健康被害の届け出状況、

ばならないと考えております。

そして質問等については最寄りの保健所まで

次に、３点目の自給率についてであります
が、足寄町の食糧自給率は８９０％で、十勝

という内容であります。
こうした食品に関することは、保健所が窓

全体では１,１００％になっております。

口となっていることからか、町の保健部門に

カロリーベースとは、供給熱量総合食糧自

は通知及び情報提供が皆無の状況にあります

給率であり、基礎的な栄養価であるエネル

が、住民からの相談、問い合わせ等について

ギーについて国内で自給できる数値を示して

は、保健所への連絡を行う等、連携を図って

おり、肉などについては、飼料自給率を組み

まいりたいと考えているところでございま

入れたものとなっています。
また、全国的な農業従事者の高齢化や後継

す。
次に、２点目についてでありますが、熊澤

者不在農家の拡大による遊休農地の発生と、

議員の御指摘のとおり、消費者の食の安全・

経済連携協定、これはＥＰＡや自由貿易協定

安心に対する意識は、今回の中国産冷凍

ＦＴＡによる農畜産物価格の国際化により、

ギョーザの事件も含め近年高まってきてお

食糧自給率の下落が予想されます。

り、国産農産物への期待は高まっているもの

以上で、熊澤議員の一般質問に対しての答
弁とさせていただきます。

と感じているところでございます。
農林水産省内に消費安全局が設置されて以
降、生産・流通情報把握システム、トレーサ

○議長（吉田敏男君）
７番

再質問を許します。

熊澤芳潔君。

ビリティーシステムの牛乳、牛肉以外への拡

○７番（熊澤芳潔君）

わかりました。それ

大施策や生産履歴の表示など、食の安全や消

で、まずちょっと１点目のことから再質問を

費者の食に対する信頼確保を図る取り組みが

させていただきたいと思います。
このことにつきましては、私の家でも実は

進められています。
以前は、農産物の減化学合成農薬、化学肥

ありまして、たまたま中国の回収製品が冷蔵

料を目指すということの取り組みとなってお

庫に残ってたということで、新聞報道で聞き

りましたが、今日では、減化学合成農薬、化

まして、びっくりしたようなわけでございま

学肥料化ということがこれはもう一般化して

すけれども、すぐ、こういったことの連絡等

いるということでございまして、北海道の農

についてはどうなのかなということで、町長

産物表示としてのイエス・クリーン・有機栽

の方にお電話した経過がございます。

培・特別栽培農産物などに取り組まなけれ

そういう中で町長の方でも、今、学校給食

ば、産地としての差別化や生き残りが図りづ

含めた形で一生懸命やってるということで、

― 30 ―

されると思いますので、町としましても、二

努力されていたことも聞きました。
そういう中で、そういったことでちょっと

度とこのような流れにならないような形で、

考えてみますと、やはり今町長がお話しあり

既に私の家でも経験した中では、もうその情

ましたように、こういった事故情報をやっぱ

報ができたときには、本来は食べてしまって

り今言われてることは一元化と、事故の情報

た日にちだった、たまたま残ってたというこ

の一元化、消費者への効果的な伝達というよ

とでございますので、そういったことも含め

うなことで、国等も今回のことにまた反省を

まして早急にそういったことが求められるん

して実は動いているということのようでござ

だろうなということでございますし、町とし

いますけれども、そういった中で原則だとか

ても大いに実態を踏まえながら御意見を述べ

問題点だとか言われてございました。

ていただければなというふうに思いますの

そういったことの中に、ちょっと若干イン

で、よろしくお願いしたい思います。その点

ターネットの関係もございまして、そういう

についてちょっと若干お願いします。

中で勉強も含めて勉強したことなんですけれ

○議長（吉田敏男君）

ども、原則としては、事故情報等に関しまし

○町長（安久津勝彦君）

ては、情報の収集面ということで、消費者が

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

情報を速やかに特定の行政機関に届けること

まず、今回の事件等を仮に、仮にですよ、

ができ、また関係機関において当該情報を共

仮に足寄町の町民の方が何かを食して何かぐ

有するような情報の一元化が必要だというこ

あいが悪くなったという場合、これ仮に私ど

とで、反省されているようでございますけれ

もの方に相談があったとすれば、先ほどもお

ども、当然そういうことだと思います。

答えしたとおり、直ちにこれの窓口というの

さらに２点目には、情報の整理分析面と

は、食べたものに問題があるかどうかという

いったことで、その原因分析、再発防止施策

のは、これは保健所が担当でありますし、も

の検討を着実に実施することというようなこ

ちん検査機関も持っておるわけでありますか

と、それから３点目には、情報の提供面で、

ら、これは町の方に求められても、それは全

消費者に効果的な伝達、再発防止に活用され

然もう検査するすべもないということでござ

る仕組みを早急に整備することが必要だと、

いますから、それは直ちにそういう対応をす

問題点についてはいろいろあるわけでござい

るということになると。
これは一連の私も新聞なりテレビでしか情

ます。
いずれにいたしましても、こういったこと

報はありませんけれども、そこの最初のとき

につきまして、今回の中国のギョーザ等も含

に起こったときに、いろんな関係機関がそう

めまして反省面が出てきたということでござ

いった対応をしっかりとし切れなかったとい

いまして、そのことにつきまして、今後、事

うところが、ちょっとここまで被害が広がっ

故情報の収集化ということもございまして一

たのかなというそんな思いもしているところ

元化が言われてくるのではないかなという気

でございます。
これは国も含めて、北海道も含めてそうで

がいたします。
それで、若干町長に申しわけなかったんで

すけれども、これは極めてシビアな面といい

すけれども、私の収集した書類の中でイメー

ますか、難しい部分もありますね。先に疑い

ジ図というものも実はあったかと思いますけ

みたいなことでぼんと情報が先に出てしまい

れども、こういった中で情報の収集のイメー

ますと、これまでも私ども経験しております

ジ、また情報の提供のイメージということ

例のカイワレダイコンでないかだとか、Ｏ１

で、ある消費者団体のことだと思いますけれ

５７の問題でカイワレダイコンでないかと

ども、そういったことにつきまして今後協議

か、やれ何でないかということで、いろいろ
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軽々にその情報が変な形で伝わってしまいま

て、自給率といいましても、食糧、飼料の自

すと、とんでもないまた一方では現象が起き

給率ということも考えられるわけでございま

てしまうということもありますから、この情

して、当然足寄町につきましては、（不明）

報管理というのは極めて難しいことなのかな

の中で粗飼料につきましては一定の確保がで

というそんな思いもしております。

きているわけでございますけれども、配合飼

ただ、これもテレビで見たわけであります
けれども、これは総理大臣も、消費者に関す

料に見合う自給率となりますと、問題がある
のかな。

る部分については、専門的な部署もつくらな

国内では約、２００６年度につきましては

きゃいけないんではないのかな、何を想定し

飼料の自給率につきましては２５％だという

てるかというと、今現在、国では、内閣府で

ことでございますけれども、現、今、穀物の

も担当部署ありますし、それから農林水産省

相場の急騰だとか原油先元価格の高騰、３月

でも当然農産物に関してはそういう担当部署

５日には１００ドルを突破したと、そのこと

もありますし、いろんなところで複数担当部

によるミニマムアクセスの米の在庫も急減し

署があるということで、そんなことも含めて

たと、そのことによりＷＴＯの交渉が悪影響

いろんな動きの中で、資料も提供いただきま

と。

したけれども、やはりこの情報の一元化です

町内でいえば、品目横断的な経営安定対策

とか、そういう動きも出てきてるんだろうな

による所得の減収と、また、配合飼料の基金

というふうに思っております。

も底をついたなど、いろいろ町の基幹産業と

当然、正しい情報をしっかりと伝えていく

しましては、極端ですけれども、お先が真っ

ということがこれは一番大事なことでありま

暗というふうなことも言えるわけでございま

すから、当然一連の動きの中では、末端の行

すけれども、国はこの段になりまして、農業

政組織の一員としては、当然機会があれば、

者を失望させるなの議論が始まってるようで

そういった御意見を当然言っていくというこ

ございますけれども、当然各市町村も食糧の

とはこれは当然のことだというふうに思って

自給率も含めまして飼料の自給率につきまし

おりますので、御理解いただきたいなという

ても各市町村、自助努力等も求められること

ふうに思います。

となってくると思いますけれども、このとこ
ろ各市町村それぞれ支援対策を打ち出してき

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

７番

熊澤芳潔君。

てますけれども、一応町の対策を、大筋でよ

○７番（熊澤芳潔君）

わかりました。そう

ろしいですのでまずお聞きをしたいというふ

いうことで、これは極端に言えば死につなが

うに思います。

るいろいろなことの部分だと思いますので、

○議長（吉田敏男君）

そういった意味では早急に町、支庁、公共団

○町長（安久津勝彦君）

体としても、今回踏まえた形の中でやってい

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

自給率の関係でいきますと、これは先ほど

ただければなという気がいたします。
それであと、続きまして２番、３番でござ

もお答えしたとおり、やはりこれ国策の関係

いますけれども、このことにつきましては関

もありまして、国際的な貿易の関係等々も

連もあろうかと思いますので、あわせて再質

あって極めて日本は自給率が低い、しかし、

問をしてまいりたいと思いますので、よろし

北海道については十分自給率は上回ってるよ

くお願いいたしたいと思います。

というこういうことでありまして、私も機会

前段で述べましたように、日本の食糧の自

あるごとにねやはりいろんな場で御意見は申

給率が約４０％、ＥＰＡの交渉次第では４０

し上げているわけでありますけれども、やは

％いかになると言われています。関連しまし

り行き着くところは、経済行為の中でやはり
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価格の面が当然出てくるということで、これ

ります。

は極めて難しい問題だというふうに思ってま

そこで、議員仰せの町単独の助成というこ

すし、それから後段お話がございました自給

とでございますけれども、現段階は具体的な

飼料の問題につきましても、これは本当に数

ところまでは至っておりません。

年前でいきますと例の家畜に関する伝染病の

当面しては、まず国の対策なりを見きわ

問題、これはすなわち輸入している、この特

め、そして当然まずは農業協同組合等々含め

定はされてませんけれども、わらが原因でな

て農業関係団体との協議もしながら、御案内

いか、すなわち口蹄疫の問題ですとか、これ

のとおり、町としても大変な財政状況の中で

はやっぱり自分の身近なところといいます

何らかの対策を打たなきゃならないというこ

か、国産のそういうものを使ってはどうかと

とであれば、当然そのことにつきましては、

いう、これはもう随分繰り返し繰り返し議論

議会にも相談をさせていただいた上で対応し

されてるわけでありますけれども、やはり経

てまいりたいというふうに考えているという

営上の問題でやっぱり値段の問題が出てくる

ことでございますので、現時点ではそんなこ

という、ここにどうしてもぶつかってしまう

とで御理解をちょうだいしたいなというふう

という現実問題があるということでありま

に思います。
以上でございます。

す。
それから、最後に、配合飼料の値上がりも

○議長（吉田敏男君）

７番

熊澤芳潔君。

相当な、もう相当な値上がりなの、本当に。

○７番（熊澤芳潔君）

私自身もある酪農家の方ともお話をしました

後、それぞれ国の施策の中で町村も対策を打

けれども、これ昨年よりも実績として、数字

つことになってくるかと思いますけれども、

ちょっと忘れてしまいましたけれども、１０

若干支援策の中でのことで、私はこういった

トンぐらいといいましたか、多く搾れたと。

ことで自給飼料だとか、そういうことの関係

これまででしたら、それだけ増産ができた

で（不明）だとかＪＡにちょっと若干出向き

ということは、当然収入も上がってしかるべ

わかりました。今

ましてお話した経過がございます。

きなんですけれども、しかし、これは餌代、

そういった中で、今、品目横断的な経営安

それから燃料代が値上がりしてしまいまし

定対策による所得減収ということの中から、

て、逆に３００万ほど多く経費がかかっ

いろいろ模索をしているようでございますけ

ちゃったということで、増産できたけどもそ

れども、小麦の前作としての考え方、今は金

れが収入増につながっていない、すなわち大

時をやってたんですけれども、現状はバレイ

変な状況が起こってるということですね。

ショだとか、それからニンジンですか、そう

これは酪農家でそういう状況でありますか

いったものに前作としてやっているというこ

ら、今度それこそ肉牛を肥育しているところ

とでございますけれども、これは今になっ

というのは、これはもう餌代がとんでもない

て、各町村それぞれ支援策の中に盛り込まれ

値上がりしてますから、これはもう生の金が

てきたんですけれども、（意味不明）あるデ

出ていくわけですから、大変な状況になって

ントコーンの作付も、それぞれ配合飼料等の

るということでございます。

関係からいっても奨励をしなきゃならんと、

それでこの対策についても、私は道なり、

こういうことで実は出てきたようでございま

あるいは国会議員の先生なんかにも、何らか

すけれども、私どもそういったことの考え方

の対策打たないととんでもないことになると

の中からどうなんだろうということで協議し

いうお話もさせていただいております。

た経過もございます。

ちょっと情報によりますと、５月に何らかの

そういったことの中でそういったコーンの

対策が出るんでないかというお話も聞いてお

作付の部分につきましても考えられるという
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ことでお話聞きましたんで、そういったこと

食糧の自給率、また飼料の自給率を考えたと

も含めて若干先走る部分かもしれませんけれ

き、海外の事情に振り回されることなく、日

ども、そういった対策について、一番今の環

本の食のあり方を厳しく問われなければなら

境からいって重要な部分でないのかなという

ないと思いますし、輸入の食糧、飼料に頼ら

ふうに思いますので、その点についてちょっ

ず地元で、地産地消でございませんけれど

とお伺いいたします。

も、そういったことも含めまして、すべてと

○議長（吉田敏男君）

は言いませんけれども、（不明）到達にする

町長、答弁。
少なくても農業政

仕組みを広げていっていただきたいというふ

策、当然私がかねてから言ってるとおり、足

うに思いますので、その点につきましてお答

寄町の基幹産業というのは農業でありますか

えいただきまして、終わりたいと思いますの

ら、これはともかく守り、もっと言えば発展

で、よろしく願います。

させていかなくちゃいかんというふうには

○議長（吉田敏男君）

思っております。

○町長（安久津勝彦君）

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
先ほど申し上げた

ただ、それはやはり一番推進役といいます

とおり、まさしく大きな国全体の経済行為で

か、中心となるのはやはり生産者であり、あ

すから、まさしく私は当事者能力は持ってお

るいは経済活動をやっている農業協同組合、

りませんけれども、これまでも当然首長とい

ここが中心になって、やっぱり必要な対策

う立場、もっと言えば十勝の町村会、あるい

等々も協議の上、進めていくということにな

は全道の町村会挙げてそういった部分、自給

るんだというふうに私は思っております。

率の向上等々を含めて国に対して、あるいは

やはり専門家はやはり生産者であり、農業

国会議員の先生方に対して、そういった要請

関係団体だろうというふうに思っておりま

活動等々はしておりますから、これまで同様

す。もちろん行政が知らないということでは

に、もっと言えばこれまで以上に、そのこと

ありません。

をしっかりと他の首長さんたちとも連携をし

ただ、行政にじゃあそういった専門家いる

ながら進めてまいりたいというふうに考えて

のかというと、もちろん情報収集だとか、い

おりますので、そういうことで御理解をいた

ろんなことは当然必要なことは当然やってお

だきたいというふうに思います。

りますし、これからもしっかりとやっていく

以上でございます。

という認識でおりますけれども、やはり中心

○議長（吉田敏男君）

７番

というのは、やっぱり農業者、農業関係団体

○７番（熊澤芳潔君）

わかりました。いず

だというふうに思ってますから、十分なる連

れにいたしましても、本当に農業全体が危機

携のもとに対応をしてまいりたいというふう

だということでございますので、そういった

に思ってますので、御理解いただきたいなと

面で最善の努力をお願いいたしまして、終わ

いうふうに思います。

りたいと思います。よろしくお願いします。
○議長（吉田敏男君）

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

７番

熊澤芳潔君。

○７番（熊澤芳潔君）

わかりました。いず

れにしましても、私個人的にもそういった協

熊澤芳潔君。

これにて、７番熊澤

芳潔君の一般質問を終えます。
ここで、暫時休憩をいたしたいと思いま
す。１０分間休憩をいたします。

議を、協議といいますか、お話を聞いた経過

午後

２時００分

休憩

がございますので、その節は対策を進めてい

午後

２時１０分

再開

ただきたいなというふうに思ってますので、

○議長（吉田敏男君）

お願いいたします。

再開をいたします。

最後でございますけれども、全体を通して

１０番
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谷口二郎君。

休憩を閉じ、会議を

○１０番（谷口二郎君）

通告してあります

本町では、オンネトー周辺の豊かな資源を
活用した観光地としてのあり方を検討するた

２点について質問をいたします。
まず最初に、オンネトー施設の管理と活用

め、平成１７年度より阿寒国立公園オンネ
トー地区連絡協議会を設置して関係団体より

についてでございます。
足寄町にとって、オンネトー及び周辺の自
然環境は重要な観光資源であります。毎年、

御意見等をいただき、方向性について提言を
いただくこととしております。

多くの入り込み数を維持して人気のある観光

御質問のオンネトー茶屋は、昭和５６年に

スポットであることからも、感動を与える場

足寄営林署から足寄町が借り受けし、足寄保

として今後生かされなければなりません。

養センターの名称で簡易宿舎として本別保健

昭和６２年、オンネトー湖畔にありました

所から許可をいただき、東北海道木材協会足

林道作業所の廃止に伴い、町はこの施設を林

寄支部と施設業務運営委託契約を締結し、昭

野庁より借り受け、職業病の治療施設として

和６３年まで林業労働者等にかかわる振動障

利用することから始まりました。その後、現

害対策として職業病の予防、治療のための保

在、食堂茶屋として運営されております。

養施設として活用しておりました。

そこで、次のことについてお伺いをいたし

平成元年に、この予防及び療養の利用がな

ます。最初に、土地の賃貸、建物の所有権、

いことから、その使命を完了する決定がなさ

維持管理の状況について御説明をお願いした

れ、平成元年５月に、引き続き用途変更によ

い。

り貸し付けが不可能な建物を買い受けし、オ

二つ目、今後同様に継続されるのか。ま

ンネトー周辺施設を含めて管理運営を足寄町

た、新たな利活用についてのお考えがあるの

観光協会に無償で委託することで、平成元年

か、お示しをいただきたい。

５月１１日に４６万５,５００円の売買契約

二つ目、湯の滝に生息する魚の駆除対策に

を締結し、町所有となったものであります。
足寄町観光協会との契約は、平成元年６月

ついてでございます。
湯の滝は、マンガン酸化物の地上生成箇所

７日から建物存続期間中となっており、賃借

として特別天然記念物に指定され、学術的に

物件の維持・補修面では、足寄町は賃借物件

も貴重であるとして保護が求められていま

の補修の責を負わないこと及び保存・利用・

す。

改良、その他の行為をするための支出は、す

しかし、極めて残念なことに、湯だまりや
川のほとんどに、生息するはずのない熱帯魚

べて足寄町観光協会の負担となっておりまし
た。

が繁殖し、問題になっております。これまで

しかし、平成５年に一部改正し、施設・備

どのように駆除対策がとられてきたのか。ま

品等の軽易な修繕は足寄町観光協会の負担と

た、現在の生息状況と完全駆除対策について

なっております。
そこで、これでの町の維持管理費の関係で

御回答をお願いしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

ございますが、平成元年には町費２００万円

町長、答弁。
谷口議員の一般質

及び施設備品として８２万円をかけて整備を
してきたところでございます。

問にお答えいたします。
オンネトー施設茶屋の管理と活用について

それから、土地の使用料につきましては、

でございますが、議員御指摘のとおり、足寄

これは町が借り受けをしているということで

町にとってオンネトーの自然環境は重要な観

ございますが、実際のその支払いの関係につ

光資源であり、過去１０年間の平均の入り込

きましては、茶屋の売り上げ額から試算をし

み数は、年間３８万人から５１万人となって

て計上された金額、これを町が徴収をし十勝

おります。

東部森林管理署に支払っているということに
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対して、長期的な視点に立って環境省、文化

なってございます。
次に、今後の継続についてでございます
が、建物の老朽化が著しくなっており、ま
た、トイレ等が旧式であることを含めて、改

庁、北海道と協議し、望ましい湯の滝の管理
のあり方を検討し、対応してまいります。
以上で、谷口議員の一般質問に対しての答

善の検討も必要であるというふうに認識をし

弁とさせていただきます。

ているところでありますが、町といたしまし

○議長（吉田敏男君）

ては、場所等を含めて、さきに述べました阿

１０番

再質問を許します。

谷口二郎君。

寒国立公園オンネトー地区連絡協議会の提言

○１０番（谷口二郎君）

今、御答弁をいた

を待って検討してまいりたいというふうに現

だきましたので、経過についてはおよそわか

段階考えているところでございます。御理解

りました。
それで具体的にお伺いをいたしますが、建

を賜りますようお願いを申し上げます。
次の湯の滝に生息する魚の駆除についての

物の所有権の関係については、国から買い受

御質問につきましては、教育委員会委員長か

けたということになっておりますね。これは

ら答弁をさせていただきたいというふうに思

したがって町が買い受けをして、４６万何が

います。

しで買い受けたと、これを現在は観光物産協

○議長（吉田敏男君）

教育委員会委員長、

よろしいんですね。

答弁。
○教育委員会委員長（星崎隆雄君）

会の方に貸し付けているということの理解で

次に、

教育委員会から湯の滝に生息する魚の駆除に

それで地代の関係については、土地料です
ね、土地の使用料の関係については、
２０ヘクタールだと思うんですが、あそこ

ついてお答えをいたします。
平成１２年９月に湯の滝が国の天然記念物

は売り上げに伴って、それにかかわって、そ

に指定され、この前年から、職員によるテラ

こから算定される金額で国に支払うというこ

ピアなど外来種の魚類の駆除を行ってまいり

とになってるということでございますね。
建物の関係でもう一度、念を押して伺いま

ました。
現在まで、たも漁での捕獲を初めポンプで

すけれども、湯の滝から湯水をとっていた給

の水抜き、わな、刺し網等、さまざまな方法

水管があるんですが、後からまた湯の滝の関

での駆除を行ってまいりました。

係でもお伺いいたしますけれども、この湯水

特に平成１８年からは、環境省直轄のグ
リーンワーカー事業による駆除作業を実施

管の関係については、この中に入っているの
かどうか、お伺いをいたします。

し、テラピア、グッピー等７,０００匹以

実は、多分今までのこの経過の中で、オン

上、今年度では５,０００匹以上の捕獲をい

ネトーの施設に湯の滝から持ってきたお湯で

たしましたが、完全駆除には至っておりませ

すよ、およそ３キロなんですけれども、これ

ん。

を撤去せよというような指示がされているは

湯の滝周辺における外来魚の駆除は大変な

ずなんですよね。

困難な課題と考えており、平成２０年度、環

これはレンジャーサイドから言われてるか

境省では、グリーンワーカー事業の成果をも

どうかわかりませんけれども、これは建物の

とに、徹底した駆除方法を模索するための調

その中に全部含まれてるのかどうか、この点

査委託を検討しているとの情報を得ておりま

についてひとつお伺いをいたします。

す。

○議長（吉田敏男君）

今後も、環境省と完全駆除に向けて協議・

経済課長、答弁。

○経済課長（細野博文君）

森林管理署から

調整を図ってまいりますが、湯の滝周辺の生

借り受けを受けている土地につきましては、

態系の中で強い繁殖力を示す外来種の魚類に

茶屋の入り口から駐車場含めて茶屋施設内だ
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けで、湯水施設については、この部分には

ですが、将来的な構想の関係でお伺いしたい

入っていないというふうに。

と思ったんですけれども、今伺ったのは給水

○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

管なんですよ。あの建物に湯の滝のお湯を引
いていたんですよ、その施設が撤去せよとい

君。
わかりました。

うことの話がいわゆる環境省の出先から出て

じゃあ、もちろんそれは湯水施設で給水施設

るかどうかということ伺ったんですがね、そ

ですから、使用料の中には入っていないと、

れはなぜかというと、湯の滝の施設そのもの

要するに現在支払っているのは土地の使用料

も撤去せよと伺ってますよね。

○１０番（谷口二郎君）

だけで、湯水施設の関係についてはそれは

例えば階段とか、それから脱衣所だとか、
上の湯だまりの関係の施設、これは撤去せよ

入っていないと、こういうことですよね。
そうすると、この施設の撤去を求められる

と、これは後から申し上げますけれども、そ

ということはないということになりますよ

ういう関連でこの給水の施設、パイプですけ

ね。例えば環境省から、この施設を撤去すれ

れども、これも撤去せよということで来てい

ということになると、今は使用しておりませ

るものなのか、あるいは、既に使用してない

んからね、撤去を求められるということにな

んだから、使用してないというのは、建物を

ると、それはその施設を借り受けている町

使用してないんでなくて、給水管は使用して

に、その施設を撤去せよということは普通な

ないんだからこれは撤去せよと、いわゆるそ

いはずですよね、そういう理解をしていてい

れを使用しているですよ、給水管は使用して

いかどうか、この辺どうかわかりますか。

ない、建物を使用している町の方にこれレン

○議長（吉田敏男君）

ジャーの方からそういう要求が出てるのかど

経済課長、答弁。

○経済課長（細野博文君）

お答えいたしま

うか、これを今確かめてるところなんで、そ
の辺わかれば、わかる範囲で結構ですからお

す。
環境省の阿寒地区国立公園の管理計画の中

聞かせいただきたいと思います。

に、茶屋につきましては、同規模であれば更

○議長（吉田敏男君）

新を認めると、そういう施設となっておりま

○町長（安久津勝彦君）

すので、撤去をしなきゃならんと、環境省の

す。

方から、撤去しなきゃならんというふうな指

町長、答弁。
お答えをいたしま

まず現状、湯の滝からお湯を引いていたと

示はないというふうに考えております。

いうことでございますけれども、これにつき

○議長（吉田敏男君）

ましては、正確な年度はちょっと、今現在、

１０番

谷口二郎

手元に資料ございませんけれども、私が就任

君。
それはそのとおり

してからたしか２年目ぐらいだったかなとい

なんですよ。それは貸付条件の中で、あそこ

うふうに思いますけれども、湯の滝、そのマ

は自然公園法の二種地域になっておりますの

ンガン生成されているところへの湯量自体が

でね、周辺は一種なんで特別保護地になって

相当減ってきているということもあって、こ

ますけども、あそこの地はね、あそこの建物

れはお湯を送るということだけはもう既に取

のあるところは二種でありますので、特に特

りやめをしてるというのは、これは間違いご

段の制約というのはね、一定の制約はかかっ

ざいません。

○１０番（谷口二郎君）

ておりますけれども、特段の制約というのは

問題は、議員仰せの管の撤去について、こ

ないんですよね。だから貸し付けてる建物の

れまで撤去せよという御指示をいただいたこ

改修等については可能なんですよね、それ

とは、私の知る限りではございませんし、

は。

もっと言えば、施設自体が、こんな言い方し

ただ、これから私お伺いしようと思ったん

たら叱られるかもしれませんけれども、町が
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茶屋のために引いた施設ではないというふう

施設を借り受けている町に来るのか、これは

に認識しておりますから、いずれにしても、

当然当然予想しておかなければならないこと

そこら辺は、今現在あそこの地区をどうして

ですので、先ほど町長から言われましたよう

いくのかということを、先ほど申し上げた協

に、将来の協議会の中で検討していかなけれ

議会を設置をしながら、そこには当然環境省

ばならないというその項目の中にぜひ入れて

も入っていただいておりますし、あるいは森

おいていただくか、それとも環境省とのきち

林管理署も入っていただいてますから、それ

んとした調整を図っていくか、これは当然必

はトータルの中で協議・検討をしながら、対

要になってくると思います。その件について

応してまいりたいというふうに考えておりま

は、そのことにとどめておきます。
それで、先ほど町長の答弁の中に、維持管

す。
現時点では、撤去せよということは、そう

ついて、老朽化して、もうほぼ限界に来てる

いう御指示はいただいておりません。

というような状況だと思います。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

もともとあの施設は、当時の営林署の林道
作業場の事業所、宿泊所として建てられたも

君。
○１０番（谷口二郎君）

理の関係で御答弁がありました。維持関係に

正式には出されて

ので、それで利用されてきましたから、宿泊
施設だったんですよね。

いないということで判断をいたします。
たしか現在使用している使用者の方に、こ

したがって、当時、十勝青年の家もあの当

れは撤去せよということで来ているのかもし

時ありましたので、そういう関係でお湯を引

れません。それは私も今確かめているわけで

いてというそういった構想でやられたもんで

はありませんので、ただ、あそこは施設して

すから、今だったらとても許可されるもんで

から使用してないものは撤去しなきゃならん

はないと思うんですけれども、当時なら許可

というこれありますから、現状復帰がありま

できたんだと思いますけれども、そこで維持

すから、あそこは一種地域になっております

の関係で一定程度の経費、先ほど２００万ほ

のでね、この間は。

どと言いましたか、かけて、それは現在その

例えば、オンネトーの例えば建物建ってる

管理・改修、改修と言っていいかどうかわか

施設、それからキャンプ場の方は違いますか

りませんが、管理の関係で軽微なものは観光

ら、あれは一種になっておりますから、あそ

協会にやってもらうよということですわね。

この建物建ってるところは先ほど言いました

それから一定程度かかるものについては、そ

ように二種になっておりますね。それから湯

れは行政の方で負担するということと伺った

の滝の方も一種、二種がありまして、建物、

んですが、ただ、そういう考え方でいいかど

あずまやとか、それは二種になってるんです

うかということなんですね。私が申し上げた

よね、建物建ってる。一種はできませんの

のは位置づけなんですよ、問題は。

で、そういう関係で小班から外していってる

今後の関係にちょっと引っかかっていきま

んですよね。したがって、ほかの方は一種に

すので、これもあわせて今お話をさせていた

なっておりますので、現状復帰が義務づけら

だきますが、今後この施設がオンネトー周辺

れます。

の観光客の皆さん方に感動を与えるという表

そうすると、この使っていないパイプをそ

現をしたんですけれども、記憶に残る場所と

のまま置くということは、管理する省庁とす

して生かしていきたいとすれば、あの施設を

ればできないことで、これは元に戻してくだ

どういうふうに生かすかということにもか

さいということになるんですよね。それが現

かってきますよね。

在の森林管理署に行くのか、それともそれを

したがって、単なる茶屋として、表現悪い
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ですけど現在ある名前として、茶屋として生

す。

かしていくのか、それともそれ以外のいわゆ

まず、先ほど来申し上げている平成１７年

る物販なども含めたそういうものに発展をさ

度に、まさしくオンネトー周辺今後どうある

せていくのか、いくのかですね、いわゆる観

べきかと、これは私の思いもございまして、

光客の休養の場として活用するというそうい

これまであそこの地区については、湖畔の道

う考えがあるのかどうか、ここなんですよ、

路の拡幅の関係、あるいは上螺湾地区から

問題は。

入っていって、これちょっと変則になってお

それによってはね、建物にお金をかける、

りますけれども、道道が残りあと５キロぐら

あるいは建物のデザインだとか、いわゆる環

いですかね、そこまでが道道になっておりま

境に合わせたそういったものに仕組みを変え

して、その先はまた町道になってるというこ

ていくだとかということにやっぱりしていか

ともあって、上螺湾から行った場合について

なければならない性格のものなんですよね。

は、本当に幅員の狭い砂利道ということに

特に私が強調したいのは、あそこは特別な

なっているということもあって、私が首長に

地域なんですよね。特別な地域で、実は例え

就任してから、あの地区今後どうしたらいい

ばボートだとか、それ以外の例えば看板だと

んだということで、いろいろ相談やら協議し

か、いわゆる景勝景観地でありますのでね、

た中で一つ明らかになったのは、まず湖畔の

一定程度制約はされるんですが、余分なもの

ところの道路については、あそこは道道であ

は一切置かないということがやっぱりあそこ

ります。

の自然を保護する最大のことだと思うんです

これは拡幅の要望、御案内のとおり大変な
シーズンは観光客の入り込み、もっと言えば

よね。
したがって、あそこに本来そういう建物が

大型バスも入ってきているということであり

あっていいかどうかということの議論もあわ

ますから、これはもう交通安全上も大変危険

せてしていかなけりゃならんと思うんです

だということ、これはかねてから拡幅の要望

よ、それでいいかと。

を北海道の方にしていたというふうに引き継

今、あそこに電気自動車を入れるみたいな

ぎを受けております。

ね、それは環境の問題だと思いますけれど

しかし、これは北海道の結論としては、あ

も、そういうものを入れて、自然を壊さない

の湖畔に面したところでの拡幅というのは、

ようなものをつくっていこうということの発

これはもうあり得ないと、できないと。どう

想も一面ではありますよね。

してもということであれば、湖畔のそばでは

そうすると、これからその施設を例えば経

なくて、山の方に入っていかざるを得ないと

済的な面の側面で活用していこうということ

いうこういう答えだということでございま

が果たしてベターなのかどうか、こういうこ

す。

との基本的な考え方は、行政として持たなく

そうしますと、私は、そうであれば、そう
であれば、そのことについてはもう断念せざ

ちゃいかんと思うんですよ。
それは協議会で協議をしてもらうというこ

るを得ないんではないのかと、山の中に入っ

とも大事ですけれども、町としてまずやっぱ

ていくんであれば、これは利用価値含めて、

り基本的な考えをやっぱり持っていないとう

観光資源としてのオンネトーの位置づけも含

まくないというふうに思うんですが、その辺

めてこれはちょっと目的を失ってしまうな

についてはいかがでしょう、見解を伺いた

と、こんなふうに思ったところでございま

い。

す。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

あわせて、先ほど申し上げた上螺湾線の道

町長、答弁。
お答えをいたしま

道の関係、これはさらに延伸をしていただい
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て最低限の拡幅、舗装化についても、私、就

本当に一部の先ほど申し上げた湯の滝側の

任してからも、北海道にもいろいろ重点項目

駐車場までの町道の部分しかないということ

の一つとしてお願いをしてきたところでござ

でございますけれども、しかし、これは環境

いますけれども、これまた、なかなか難しい

省、あるいは森林管理署、もっと言えば土木

という返事もいただいたところでございま

現業所、それから十勝支庁も入っていただい

す。

て、この地区を一体どういう将来的に残して

そういう中で、将来のあそこのオンネ

いくのか、あるいは整備をしていくのか、そ

トー、すばらしい自然どうするのか。それか

れぞれの持ち合いにおいていろんないいもの

らもう一つあるのは、あの地区につきまして

といいますか、御意見をいただきたいと、

は、御案内のとおりマンガンの関係も含めて

もっと言えば金も出していただきたいという

多くの学者の先生たちも訪れておりますけれ

ことを一つの検討課題にさせていただいて、

ども、一様に、すばらしい地区だねと、しか

そういったことを検討していただきたいんだ

し、このままにしておくんですかと、このま

と。

ま車、何の規制もなく入っていったときに

その中の一つとして、茶屋の分についても

は、あそこいわばすり鉢ったらちょっと表現

あの場所でいいのか、これはとりわけ、今は

悪いかもしれませんけれども、低まっている

ＮＰＯになりましたけれども足寄町の観光協

ところでありますから、これはもう自然自体

会、あの場所でいいのかどうなのか、谷口議

が、木々も含めてこの影響たるや、本当にも

員もお話しありましたけれども、あの場所で

う進んだら一気に進んじゃいますよというこ

今の形態でいいのか、場合によっては駐車場

んな御心配の声もいただいたところでござい

を整備する際にどちらかの方に移る、もっと

ます。

言えばそこで物販なんかもしていくというよ

そんなことを含めて、あそこの上螺湾から

うなことも含めて、将来展望もぜひその中で

茂足寄ですか、昔でいえば大規模林道、この

考えていくべきではないのかと、こんな何点

計画も着々と進んでおりましたから、そのこ

か問題提起もさせていただきながら、できる

とも念頭に入れながら、この１７年のときの

だけ早く結論をいただきたいということでお

協議会を発足するときに、あそこの湖畔の交

願いをしていたわけでありますけれども、

通安全対策どうしていったらいいのかと、場

今、いろいろ幹事会等々も含めて数回にわた

合によっては通行どめという方法もあるので

り検討をしていただいておりますけれども、

はないのかと。

今、道路の関係、先ほど議員もちょっと触れ

そうした場合、多くの観光客の車の収容を

ておりました例えば電気バス、あるいは電気

どうするのかと、そうすると雌阿寒温泉側と

自動車、あるいは電気自転車、あるいはもっ

いいますか、そこの駐車場の整備も必要に

と言えば、もうあそこの自然を楽しんでいた

なってくるんではないのか、あるいは湯の滝

だくためには、一切シャットアウトして、遊

側の駐車場の整備も必要になってくるのでは

歩道的なものの整備をしたらどうかだとか、

ないのか。

いろんな御意見といいますか、議論はしてい

そんなことが可能なのかどうなのか含め
て、これはもう関係機関が一堂に会していた

ただいておりますけれども、まだ結論には
至っていない。

だいて、あそこの地区というのは、決して足

今年度、平成２０年度ですか、２０年度に

寄町の財産ではなくて、もう本当に国の財産

ちょっとこれは弟子屈の摩周湖周辺で社会実

だというふうに思っておりますし、もっと言

験的なことを取り組んでいるという、これは

えば、足寄町があそこに権限の及ぶところと

運輸局の方の補助制度でそういった取り組み

いうのは一つもないんですね。

をしてるという情報も担当の方でキャッチを
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しまして、そういったことも含めて今年度、

けると、先ほど町長が言われたように車も入

試験的に取り組みをできないのかというよう

れないよ、自然環境というのは、未来永劫そ

なことも前向きな取り組みといいますか、検

のまま姿を維持していくなんていうことはな

討をしていただいてるということでございま

かなか難しいことですけれども、少なくても

す。

人間が手を加えて変えていくということだけ

そこで、そこで茶屋の現状、相当老朽化し

はやっぱり避けていかなければならないとい

てるというのは、私も認識をしております。

うことからすると、このオンネトー施設の維

そこで軽微な修繕でない分については、これ

持・継続をそのまましていっていいかどうか

は町がしなくちゃいけないという契約に変

というところに実は迷いが生じるわけですよ

わってきてますから、それはその判断という

ね。

のは必要なのかなというふうには思ってはお

しかし、それは私の迷いであります。しか

りますけれども、余りにもお金がかかってし

し、結論を出さなきゃならんということはわ

まうんであれば、冒頭の契約どおり、途中で

かりますよね、確かに。出さなきゃならんと

断念せざるを得ないというようなことにもつ

いう、施設があるんですから。御承知のよう

ながりかねないということも含めてあって、

にね、あの施設でない、あの周辺一帯は、足

先ほど申し上げた協議会での検討の結果も、

寄町にとって経済効果というのは余りないん

できるだけ結論を急いでいただく中で、少な

ですね。それはおわかりのようにないんです

くてもあの地区には、あの場所がいいかどう

よ。

かは別にいたしましても、私自身もああいう

しかし、足寄町にとって観光の呼び水であ

施設というのは必要だと、もっと言えば、少

ることは確かなの。十勝管内でも観光地の実

し物販なんかもして、少しお金を落としてい

績でも、やっぱり平均ずっと安定的に４０万

ただく仕組みづくりも考えていく必要がある

以上の入り会いといいますかね、それを見て

なというふうに私は思っているところでござ

いくというのはなかなか難しいことなんです

います。

よね。

現状の検討状況等を含めて少しお話をさせ

時には上がったり下がったりしますけれど

ていただきました。御理解をいただきたいと

も、大体あそこは安定的に来てるわけですか

いうふうに思います。

ら、これは足寄町の呼び水であることは確か

以上でございます。

なんですよね。しかし、ここを経済効果があ

○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

いこうということだけはやっぱり避けていく

君。
○１０番（谷口二郎君）

るからこれを何とかそういうものに生かして

今、町長の方から

伺って、なかなか難しい判断をしなければな

必要があるんではないかという気はするんで
すよね。

らないということはよくわかるんですね。私

それは私の気持ちでありまして、先ほど言

は先ほど冒頭、オンネトーの周辺の自然環境

いましたように尊重するとすれば、先ほど言

はというこういう言い方をしたんですけれど

われましたその協議会の中で大所高所から

も、ここで経済活動なんていうことを入れて

やっぱり検討していただいて、一定の結論を

もらっては余り困るんですよね、正直申し上

出すということに早急にしてもらいたいとい

げて。

うふうに考える思いでございます。

確かに自然というのは、経済活動のための

それで、これまで例えば内部の施設を改修

資源として役割を果たす場合もありますけれ

した、それから例えば屋根を色を変えたとか

ども、本来やっぱりそれ自体が豊かな人間生

という、もしそういったことがあるとすれ

活にとって不可欠なものというふうに位置づ

ば、それは環境省に届け出をしてやられてる
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かどうか、これはおわかりでしょうか。わか

けれども、今賃貸を受けてるあの箇所以外に

ればひとつ御報告いただきたいんですけれど

例えばそういったことの議論があるのかどう

も。

か、別な場所でそういった議論があるのかど

○議長（吉田敏男君）

うか、もしあれば、その点ちょっとお伺いし

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

ておきたいんですけれども、よろしゅうござ
いますか。

す。
先ほど、途中で契約の内容の変更をしたと

○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

いうことで、軽微なものについては観光協会

○町長（安久津勝彦君）

この間の協議会で

でと、躯体にかかわるものについては、言葉

は、まだそこまで、茶屋の扱いまではまだ具

をかえれば町がということで、契約の内容を

体的な議論にはなってないというふうに聞い

変更したということでございますけれども、

ております。

変更をした後、当初ではお金を少しかけまし

私が問題提起をしたのは、先ほど来答えて

たけれども、その後町費で改修をしてきたと

いるとおり、私の認識としても、建物自体が

いう事実はございません。したがいまして、

相当古いものですから、あれに手をかけると

環境省、あるいは森林管理署とのやりとりも

いうことになれば、相当大がかりなことに

町としてはございません。

なってしまうなというふうに思っておりま

ただ、一部軽微な部分で観光協会でやって

す。

るかやってないかというのは、これはこの場

そこで、観光協会の方ともちょっと若干お

でちょっとお答え、手元に資料もございませ

話しましたけれども、残念なことに、あそこ

んので、ちょっとわかりかねますので、御理

は茂足寄の物産館で、途中で地元でもう手に

解いただきたいというふうに思います。

負えないという話があって、実はあそこが建
物が今利用されてないということもございま

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

して、場合によってはあの建物の活用も含め
て、もちろんあのやつを持っていくというこ

君。
今伺ったのは、お

とではありませんけれども、あの活用も一つ

金をかけたときに例えば施設の例えば一部改

あるぞというようなことも念頭に置きなが

修、改修という言い方するとこれね、ちょっ

ら、どうあるべきかということは検討しても

と誤解を与えますけれども、例えば屋根のふ

らいたいという、そんな問題提起をしている

きかえをしたとか、屋根の例えば色を変えた

のは事実であります。

○１０番（谷口二郎君）

とか塗りかえたとか、これはやっぱりその都

それから、先ほど私、別な場所、あるいは

度当該環境省の方にもやっぱり承諾を得てお

経済活動ということもお話をさせていただき

かないとできないことになっておりますの

ましたけれども、私の思いとしては、やはり

で、だから施設関係をいじるときは、必ずそ

議員仰せのとおり、あそこで何か多くのお客

れは届け出をしなきゃならんことになってお

さんを呼んで金もうけをしてというのは、こ

りますので、これは行政の方でわからないと

れはなかなか私も難しいというふうに思って

いうことではなくて、このチェックはやっぱ

るんです。

りきちんとしておいた方がいいと思います

ただ、この協議会の成り行きによって、例
えば交通の問題含めて何かの規制をかけて何

ね。
それから、今後の施設の継続の関係でお伺

らかの対応、例えば貸し自転車的なものを置

いをいたします。別な場所という先ほど町長

くすれば、当然それを管理する人も必要に

は言い方されましたけれども、私は、今現

なってくるということもありますし、それか

在、別な場所というのは考えられないんです

ら本当にそんな高額なものでない、ちょっと
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したお土産程度のものということ、仮にそこ

あますから、そこをよりどころにして、例え

で収益が上げられるんだとすれば、あの地区

ば一定程度その施設をこれから将来的に発展

を守っていくための財源化ということにもつ

させていこうと、この前提として、例えば自

ながるんではないのかというそんな思いで、

然保護ということを最大限念頭に置いてやっ

そんなことも含めて一つの問題提起として協

ぱり考えていかなくちゃならんということで

議会に問題提起をさせていただいてるという

あれば、理解できないわけではありませんけ

ことでございます。

れども、今いみじくも言われましたように、

あそこに例えばだれか民間業者の人で、あ

あそこに例えば行政がかなり大きな投資をか

そこで何か商売やって金設けする人いません

けて建物をつくる、今、例として言われまし

かということで募集をして例えば売店を並べ

たけれども、例えば茂足寄にあるあの建物

てだとか、そんな思いは私自身も持っており

を、今使っておりませんので、あれをそっく

ません。

り移動して運搬してあそこに置いたらどうか

ただ、協議会の中でどんな議論になるかと

という、それは考え方としては可能だと思い

いうのは、これは私はそんな制約のない中で

ますけれども、相当の経費かかりますよね、

の、ただ、法的な規制の大変厳しい地区であ

建てるよりはかからないかもしれませんけれ

るということも認識もしておりますし、そん

ども。

なことも含めてフラクションな中で協議・検

そういうことで例えば軽微な食堂と例えば

討をしていただきたいなということで、もう

あるものを販売できると、その利益は周辺の

少しその協議の経過を見守りたいなというふ

環境整備に使えればというこの発想は、今、

うに思っております。御理解をいただきたい

町長が言われたことはそれは歓迎すべきこと

というふうに思います。

なんですよ。それは神社仏閣の考え方と同じ

○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

るに当たっては、そういう思想もきちんと

君。
○１０番（谷口二郎君）

で非常に大切なことなんで、これから検討す

まだ詰まっていな

いことですからね、軽々しくそういった考え

持った上で検討してもらいたいなというふう
に思うんです。

方についてなかなか出し切れないというとこ

私は、できることならば、できることなら

ろはわかりますが、権限の問題もありますの

ですよ、本来のあそこの自然の姿に戻してい

でね、例えば足寄町があそこの景観を権限

くというのが本来の考え方になるべきであっ

持ってやってるということでありませんの

て、ああいうところは人間がつくろうと思っ

で、確かにそのとおりです。

てもつくれないもんですから、つくれないん

ただ、やっぱり現実問題としてあの経過を

ですよね。自然がつくって初めて人間が感動

見てみると、あの施設に、あの周辺に、あの

するんで、人間つくったら何の感動もせん、

環境の中で例えばあそこに建物を建てて、例

それはね。

えば一定程度の経済活動がされているという

そういうところであるだけに、特にやっぱ

ことは、今ではできないんですよ、もう既に

り大事にしなければならんという地域である

ね。これからはできないと思います、これは

だけに、このことはやっぱり相当肝に銘じて

ね。許可でしても恐らく許可されないでしょ

今後の検討に生かしていってもらいたいなと

う。今だから例えばされると。

いうふうに思うんです。

したがって、例えばあの規模で改修・改

それで、時期的なもので伺いたいんですけ

築、別なものをつくるにしても、それは関係

れども、この協議会との検討は、大体結論と

省庁では認めるよという言い方をしてるんだ

していつごろ出される予定であるのか、お伺

と思いますね。ですからそこの法的な規制も

いいたします。
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○議長（吉田敏男君）

よ、固有のニホンザリガニだ。これがあの

町長、答弁。
おおよそのめどと

川、あそこに昔水門があったんですけれど

しては、平成２１年までには何とかというこ

も、一番下の端の方にですね、今オンネトー

とでお願いをしてるという経過でございま

茶屋に入ってくるところのあそこに橋があっ

す。

てコルゲート入ってますけれども、あそこに

○町長（安久津勝彦君）

○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

部ザリガニが生息してたんですよ。これが全

君。
○１０番（谷口二郎君）

昔は水門があったんですけれども、あの川全

あそこは冬期間は

閉鎖しておりますからね、夏場だけですけれ

部だめになっちゃったんですよ、お湯入りま
したから。

ども、建物がつぶれることはないと思います

湯の滝のお湯ね、両方から、十勝青年の家

けれども、もつかどうかということですよ

と作業所の方から両方入っていきましたか

ね、あと２年間。

ら、それでオンネトーの水もあそこ流れてい

それともう一つ伺いますが、現状のところ

きましたので、あそこに生息してたザリガニ

でお伺いすればよかったんですが、あそこで

全部だめになったというそういったいきさつ

発生する汚水の関係についての処理はどのよ

があるんですよね。

うにされているか、把握されておりますか。
○議長（吉田敏男君）

恐らくは、具体的には生息調査をされてい
ないと思うんですよ、そういったことのね。

町長、答弁。
ちょっと現状です

それは私は経過見ておりましたので、これは

ね、手持ちに資料がございませんので、直ち

非常に残念な結果であったということから、

にはちょっとわかりかねるということでござ

今伺ったんですが、これはまあ後から、非常

います。

に大事なことですからね、恐らく今は浸水方

○町長（安久津勝彦君）

○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

式でやってると思うんです、くみ取り式では
なくて。トイレの関係は別ですけども、生活

君。
私の方から具体的

水の関係はね。そういうことで一回とめて浸

に箇条書きにしてすればよかったんですけれ

水させて上水を流すかというそういう方式に

ども、維持管理といえば、大体おわかりだろ

なってるかどうか。

○１０番（谷口二郎君）

うと思って聞かなかったんですけれども、汚

もしそうだとしても、やっぱりその周辺の

水の関係についてまだ、後から調査していた

河川を汚してるということには変わりありま

だけりゃわかると思うんですけれども、実は

せんので、続く環境ですので、あそこは、オ

あそこで大失敗してることがあるんですよ

ンネトーに続く環境でありますので、これは

ね、あの施設で。

ひとつ十分注意してかかってもらいたいなと

というのは、あそこに温泉を引きましたよ

いうふうに思うところであります。

ね、湯の滝の温泉を引きました、これは青年

この１点、２点の関係については、私が今

の家にも引きました。それでその温泉を使っ

申し上げましたことでございますので、ぜひ

たお湯をオンネトーに流したんですね、下

今質疑させていただいた議論させていただき

流、川がありますから流したんです。した

ましたね、そういったことも踏まえて２年間

がって、湖水の端の方に流したんですね、入

の中で一定の結論を出すということでござい

れたんです。

ましたので、それ以上の御質問はいたしませ

そうするとあそこにどういう現象があった

んけれども、ぜひそしたらいい、町民に喜ば

かというと、あそこには日本古来のニホンザ

れる、しかもあそこに入ってくる人方の心を

リガニが生息しておりましたね。在来種では

感銘するような、そういった生かし方をぜひ

ないです、アメリカザリガニではないんです

お願いをしたいというふうに思っておりま
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でございますけれども、いずれにいたしまし

す。
次に、湯の滝に生息する魚の関係について
お伺いをいたします。先ほど経過について教

ても、本来いてはならない魚があそこに存在
をしてるという状態にございます。

育委員会の方から御答弁をいただきました。

それからもう一つは、その魚そのものがマ

私、教育委員会の方から答弁もらうというこ

ンガンを生成するバクテリア等を、藻であり

とではいなかったんですよ。これは観光資源

ますけれども、それを食べるという大変マン

ということで質問させていただきましたの

ガン生成上好ましくない状況に至っていると

で、教育委員会の方、それは学術的なことか

いう状況にございます。

らかかわっていたのは教育委員会ですから、

それからもう一つは、滝が２条ありますけ

そういうことで御答弁をいただいたというこ

れども、右滝の方の上部の湯だまり、それか

とで理解をいたしますので、あわせて再質問

ら中段の湯だまり等に万が一直接その魚を持

の関係についても、多分教育委員会の方から

ち込まれるということになれば、一層マンガ

お答えになるかもしれませんが、それはお許

ン鉱物の生成上大変大きなダメージを受ける

しをいただきたい。

というようなことになるということでござい

それで、御承知のように、残念ながらあこ

まして、いずれにいたしましても、外来種と

に熱帯魚が繁殖したと、先ほどテラピアとい

いうことでございますので、それは有害とし

う話もしたんですけれども、そういう魚、テ

てその処理をしていかなきゃならないと、こ

ラピアとグッピーと言いましたか、恐らくだ

のように思っているところでございます。

れかが放したんですよね、あそこへ。心ない

○議長（吉田敏男君）

方があそこに魚を放した、熱帯魚が、熱帯魚

君。

を放したんですよこれはもう大問題なんです

○１０番（谷口二郎君）

ね。

有害という位置づけをとったのは、マンガン

１０番

谷口二郎

そういう意味では

本来あそこに魚がいるなんていうことは考

生成上、環境にとっても有害だということで

えられないんですよ。本当に考えられません

すよね、環境上ね、あそこに本来いるべきで

よね。それにあそこに魚がいるよ魚がいるよ

ない、生息するはずのない魚がいるというこ

ということになってこれは驚いたんですけれ

とでこれは有害だと。

ども、あれ以来随分時間がたちまして繁殖に

有害駆除ということになるとね、これは人

繁殖重ねてなかなか絶えないと。先ほどお話

為的に強制的に駆除をかけても構わないんで

しありましたように、いろんな手法でやって

すけれども、先ほど文化庁、それから環境

みたけども、まだかなり生息してるというこ

省、それから道、それは学術上なのかもしれ

とで報告がありました。

ませんが、そういうことで駆除について研究

それでね、有害という位置づけをとってま
すよね、先ほど。教育委員会の行政報告の中

をされてるということですか、そういう理解
でいいでしょうか。

でもありましたけれども、有害駆除というこ

駆除することについて研究してると、検討

との表現をしてるんですが、これ有害という

はされているということで、その方法につい

のはどういう位置づけなのか、これは定義み

て、駆除の方法についてやられてるというこ

たいなもんですけれども、御答弁いただけま

となのか、有害で有害についてされているの

すか。有害というのは何で有害なのか、

か、その辺についてもしおわかりであればお

ちょっと理屈っぽくて申しわけありませんけ

答えいただきたいと思います。

れども、お答えいただければ。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

○教育長（加藤和弘君）

○教育長（加藤和弘君）

教育長、答弁。
大変難しい御質問

す。
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教育長、答弁。
お答えをいたしま

環境省自体の事業で１８年度、１９年度、

ていくという前提から、外来種でありますテ

グリーンワーカー事業で進められてきて、そ

ラピア等の駆除については鋭意努力されたい

の結果に基づきまして平成２０年度、環境省

と、このように言われてございます。

の方では、その駆除の方法について模索をし

以上でございます。

ていきたいと、あくまでも駆除ということで

○議長（吉田敏男君）

ございます。

君。
○１０番（谷口二郎君）

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

１０番

谷口二郎

どうもはっきりし

ないんですよ。所管するのは環境省は自然保
護関係ですよね、環境省はね。本来、土地を

君。
○１０番（谷口二郎君）

御承知かと思いま

すけれども、今の現状ですね、自然形態の中

管理している、所有してるのは林野庁ですよ
ね。

では、例えば下の湯だまりありますわね、大

そうすると例えばね、こういうたとえ出し

きな湯だまりがありまして、あれはマンガン

てよくないかもしれませんけれども、町がそ

をとったところなんですけれども、あそこの

こへ神経を使って、例えば行政報告でもこれ

とこから魚が遡上していくということはない

を駆除せんきゃならんというのを報告してま

んですけれども、人為的に持ち込まれたら困

すよね。そうするとこれは行政がやらなけれ

るということは言われたとおりです。

ばならんという分野なのかもしれないんです

心ならずもそういったことになったら、こ
れはえらいことになりますので、しかも成

よ。そうなってるわけですよね、行政もそれ
についてやらなきゃならんと。

魚、稚魚を問わず、ああいうものが持ち込ま

本来この種のものは、そこを監督する官庁

れたらまた破壊されてしまいますので、これ

が責任を持って駆除するということでなけれ

は全滅をさせなきゃならんという前提です

ばならないはずなんですよ、これ。これがど

ね。だから駆除について３者協議なり４者協

うもね、いや、地元自治体だとかさ、しかも

議をしているよということですよね。

地元自治体のうちの教育に関係あるから、マ

この駆除に随分協力をして、例えばボラン

ンガンなんてのは教育研究だから教育委員会

ティアも養成をして町の方ではやっておりま

の方だとかということでは本来おかしいんで

すが、これを駆除するという所管はどこなん

すよ。本来おかしいんです。

でしょうか。責任持ってやらなければならな

私はここで申し上げてるのは、本来これ自

いというのは、環境省なのか、それは森林管

然資源ですから、自然の資源ですよね、あ

理する管理署なのか林野庁なのか、これにつ

れ。観光資源というのは自然の資源ですよ

いておわかりでしょうか。

ね。そうするとこれは国が責任持ってやるべ

○議長（吉田敏男君）

きことだと思っているんですよ。だれがやっ

○教育長（加藤和弘君）

教育長、答弁。
お答えをいたしま

たにせよですよ、どなたがやった行為にせ
よ、それは本来そうあるべきだと思ってるん

す。
駆除につきましては、先ほど申し上げまし

ですよね。

たグリーンワーカー事業は環境省の所管でご

だからあそこで失敗してる例が、関連して

ざいまして、環境省の中、その事業の中身で

ちょっと申し上げさせていただきます。あそ

外来種の対策事業というのがございます。

こに湯の滝園地あずまや・平成７年、それか

外来種の捕獲・除去作業、それから外来種

ら湯の滝園地休憩所・７年、これは道の施設

に関する調査等については環境省で行うと、

ですね、建てました。それから足寄町では湯

このようになってございますし、また、文化

の滝公園公衆便所つくりました。これは足寄

庁につきましても同様、天然記念物を保全し

町の管理です。こういうふうになってくると
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○議長（吉田敏男君）

何が何やらわからないんですよね。
同じところに建物が幾つかあって、それが

以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

道の施設であったり町の施設であったり、建

本日は、これで延会をいたします。

物ですよ、しかも一体的に管理してるのが国

次回の会議は、３月１１日午前１０時より

有林であって、それを指導監督、法律上制限

開会をいたします。

を加えているのは環境省ですね、保安林の指
定もされて、あれはあそこはレクリエーショ
ンの森の一角入ってるんだと思いますけども
ね、そういうふうにいわゆる環境はそういう
ふうになってるんですよね。
それであそこに、例えば湯の滝のお湯のわ
いてるとこですね、あそこに野天ぶろをつく
ろう、それから脱衣所をつくろうってつくり
ましたよね、あれは町が申請してつくったで
しょう。あれは町の施設ですね、たしか。違
いますか。
それともう一つ関連して、あそこへ上がっ
ていく階段と手すりですけれども、これは町
の施設じゃないですか、町でつくったもので
はないんですか、ちょっと伺います。
○議長（吉田敏男君）

答弁調整のため、１

０分間休憩します。
午後

３時１０分

休憩

午後

３時２８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。
答弁調整のためにかなりの時間を要するよ
うでございます。それできょうはこれで終了
したいというふうに思います。
◎

延会の議決

○議長（吉田敏男君）

それでは、お諮りを

いたします。
本日はこれで延会にしたいと思いますけれ
ども、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、本日はこれにて延会にするこ
とに決定をいたしました。
◎

延会宣告
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午後

３時２９分

延会
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