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◎議事日程
日程第１

一般質問＜Ｐ３〜Ｐ５８＞
後 藤 次 雄 議 員Ｐ３〜Ｐ１２
榊 原 深 雪 議 員Ｐ１２〜Ｐ２０
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午前１０時００分

開議

レーションを伺います。
人口減の現状を抑制することも含めて、真

◎

剣に考える時期に来ている。次の一手をどう

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

全員の出席でござい

打ち出すのかもあわせて伺いたいと思いま
す。

ます。これから、本日の会議を開きます。

以上です。

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）

です。

○町長（安久津勝彦君）
◎

まず、１点目の人口減に対する既存の対策

議会運営委員会委員

も含めた考え方でございますが、議員仰せの

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

後藤議員の一般質

問にお答えいたします。

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

とおり、８月末の住民基本台帳による人口は

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

９

月５日に開催されました議会運営委員会の協

８,１０３人となっており、本町の人口は
年々減少している状況にあります。
中山間地域という本町の特性を生かし、基

議の結果を報告いたします。
本日９月９日は、一般質問を行います。

幹産業である農業・林業の安定経営の確立

以上で、報告を終わらせていただきます。

や、地場産品を活用した特産品の開発や加工

○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

などの促進、また、雌阿寒岳やオンネトーな
どの豊かな自然や景観、交通のかなめに位置

委員会委員長の報告を終わります。

するという地理的条件などを生かして魅力あ
◎

る個性的な観光開発を推進し、地域住民の就

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第１

一般質問

労の場の創出や雇用の安定確保を図り、生活
環境の整備や高齢者福祉の増進、医療の確保

を行います。
順番に発言を許します。

など、安全で安心して暮らせる住みやすいま

１１番

ちづくりを進め、人口の減少を杭とめていか

後藤次雄君。

○１１番（後藤次雄君）

議長のお許しを得

なければならないと考えております。
２点目の農業、林業、商業等の産業従事者

ましたので、一般質問通告書に基づいて１点

の育成支援雇用対策の抜本策でございます

質問します。
足寄町の人口の推移について。

が、農業従事者の育成支援雇用対策について

足寄町も年々人口が減少している。高齢化

の農業担い手については、国の制度である認

や産業従事者なども減って歯どめがきかない

定農業者制度が根底をなしており、認定農業

状況にあり、その具体的な対策について伺い

者に対する支援政策が行われておりますが、

ます。

足寄町独自には、新たな担い手確保のための

１．人口減に、既存の対策も含めた考え方

新規就農志向者に対する営農学習及び経営開
始に対する支援として、今定例会に（仮称）

を持っておられるのか、伺います。
２．町の農業、林業、商業等の産業従事者
の育成支援雇用対策の抜本策を考えておられ

新規就農者宿泊研修施設の建設予算を提案し
ております。
また、農家子弟等後継者の確保、育成対策

るのか、伺います。
３．このまま人口減が続くと、財政面にも
大きな影響が出てくることは避けられない。

として、育成資金貸付金制度も実施しており
ます。
林業従事者の育成支援雇用対策について

その対策も伺いたいと思います。
４．人口の推移をまとめた足寄町のシミュ

は、平成６年度から、森林作業員就業条件整
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備事業において、作業員、雇用主、市町村、

較をすることはできませんが、自治体として

北海道が一定の掛け金等を負担して就業日数

存続していく条件としては厳しいものがある

に応じた奨励金を支給することにより、就業

と想定しております。
現在、十勝圏広域連携推進検討会議の協議

の長期化、安定化を促進し、林業労働力の確

の中で、帯広市を含めて十勝全体で広域行政

保を図ってきております。
この事業は、足寄町に住民登録している方

の検討を始め、消防署の広域再編・研修事業

で、中退共、または林退共の被共済者である

等を進める中で、効率的な行財政運営を行っ

満７０歳未満の林業従事者の方に奨励金を支

ていくこととしております。
４点目の足寄町の人口推移シミュレーショ

給するものであります。
産業従事者の育成支援雇用対策について

ンでございますが、平成１６年度に、足寄

は、平成１９年１０月より、十勝東北部ブ

町・陸別町合併準備会で財政推計をするため

ロック６町構成による「ふるさと東十勝通年

に作成しましたシミュレーションがございま

雇用促進協議会」により、季節労働者を対象

す。平成３２年には、本町の人口が６,２９

として、通年雇用に向けたスキルアップ等の

２人になると推計しております。

研修会や軽作業機械の実地研修を実施してお

現在の経済情勢では、即人口増につながる

り、また、町内企業向けとしては、通年雇用

企業誘致等の実現などは難しいと考えており

奨励金制度を活用する企業啓発を行ってお

ますが、地場産業の振興による雇用の安定確

り、平成１９年度は事業費総額で４４９万円

保や季節労働者の就労対策などを検討し、で

程度の実績であり、平成２０年度では１,６

きるところから進めてまいりたいと思います

００万円程度の事業費予算となっておりま

ので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

す。
以上で、後藤議員の一般質問に対しての答

さらには、同年１２月から、「足寄町地域
資源活用促進協議会」により町内の求職者及

弁とさせていただきます。

び離職者に対して、木質バイオマス関連、体

○議長（吉田敏男君）
１１番

験型観光関連、雇用共同体事業として林業機

再質問を許します。

後藤次雄君。

械技術研修や農業機械技術研修を実施し、幅

○１１番（後藤次雄君）

ただいま町長の方

広い分野への人材育成事業を実施しており、

から詳しく答弁はありましたけれども、た

平成１９年度は事業費総額で１,４６２万円

だ、年々減ってるんですよね。

程度の実績であり、平成２０年度は３,２２

だから、今４点にわたっていろいろ町長の

０万円程度の委託事業費の計画となっており

方から御答弁ありましたけれども、しかし、

ます。

ここずっと見てるとね、いろんな雇用対策だ

協議会は、平成２２年度まで継続する計画

とか、いろんなことをやってるんですけれど

となっておりますが、新たな産業構築が厳し

も、人口増にはなってないんですよね。この

い現状の中、既存産業への就業は、人材のス

辺を私は今後どうするのかということがまず

キルアップや高度の技術取得が必要と考えて

一番だと思うんですね。
例えば、足寄もたしか昭和３７年には２万

おり、産業ニーズに合った人材育成を図って

２５〜６人いたと思うんですよね。ところが

まいりたいと考えております。
３点目の財政面の影響に対する対策でござ

もう昭和４７年ごろから１万人切っちゃっ

いますが、今後２０年、３０年後の人口推計

て、その後ずっと減ってる状況なんですけど

どおり減少を続けるとなりますと、日本全体

もね、だからその間も、やっぱり恐らく議会

が人口減少をたどりますことから、現状の

の中でも、今後どうするんだという話はあっ

４,０００人規模の自治体と経済や財政の比

たと思うんですけれども、ただ、いろんな新
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規事業とかなんとか持ってくるんだけど、

この対策については実はなかなか特効薬が見

やっぱり御存じのとおり減ってると。

つからないということでございます。

だからこのまま行けば、今、大体年間死亡

これは我が町に限らず、とりわけ昨今の状

率１００から１００ちょっとぐらいいますか

況でいきますと、地方は本当に大変厳しい状

らね、このまま行くと、もう今年中に８,０

況に置かれているということでございます。

００切っちゃうんでないかというそういう心

そういう中で私は、やはりこの特効薬がな
いということで簡単な言い方をしてしまいま

配もしてるんですよ。
だから、そういう中でね、やっぱり私の質

したけれども、やはり一番の基本というの

問あったように次の一手をどう考えるという

は、以前のどなたかの答弁にもしたというふ

こともあるんですけれども、やっぱり今まで

うに記憶しておりますけれども、やっぱり一

の人口減に対する取り組みというのですね、

番の基本というのは、やはり我が町の基幹産

これがやっぱり余り進んでないと思うんです

業をいかに守り、いかに継承をしていくのか

よね。

と、あるいは発展をさせていくのかと、ここ

だから今回、芽登に来る新規就農者、これ
仮称ですけどね、これだって全部で１０人ぐ

が私は一番の基本になるというふうにとらえ
ているところでございます。

らいですか、満度になっても１０人か１１人

そういう意味では、議員からもお話しあり

ですね。今何か３人ぐらいは民家で泊まって

ました新規就農者、これはなかなか既存の農

るみたいですから、それも一つだと思うんで

家の方々で今現在、あるいは向こう４〜５年

す。それも対策の一つだと思うんですね。

についてはまだまだ営農できるよと、だけど

だからそういうこともやりながら、また、

も後継者がいないという生産者の方もかなり

今、町長も御答弁にあったとおり、非常に足

の数いらっしゃるわけでありますから、ここ

寄町としては難しいと、足寄町の中ではね。

のところをどう継承をさせていくのか。
また、一方では、これは大変うれしい話で

努力はしてると思うんですけれども、どうも

ありますけれども、結構若い人たちが、一度

その辺が進んでられないと。
だから何か目玉商品、例えば白山なんかあ

町外に出られて別の仕事についた方もいらっ

りますね、今度。これだってどのぐらいな雇

しゃいますけれども、ここに来て、かなりの

用人数がやられてるのか。これ前回ありまし

若者が戻ってきてくれているという現状もあ

たけれども、そのことによって町として今後

りますから、まずはそこのところを一番、地

どうするのか。それから新しい企業とか、そ

道ではありますけれども、しっかりとやって

ういうのが誘致される条件があるのかどうか

いきたいな、これが一番かなというふうに

ね、そのことも含めてもう一回やっぱり考え

思っているところでございます。
正直言って、商の関係につきましては、こ

を出さなきゃだめだと思うんですね。
だから、ただ減っていく減っていく、既存

れはもう本当に厳しい状況にあるなというふ

の対策ということも何かあるみたいですけれ

うに思っております。これは規制緩和のこと

ども、その辺が今までどうやってきたのかと

もありまして、なかなか大きな店舗、企業を

いうことをまず聞きたいと思います。

含めて、なかなか抗しきれないというのもこ

○議長（吉田敏男君）

れは現実でありますから、これまたどう対処

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

していくのかという部分については、これは
もちろん商工会とも連携をしながらというこ

す。
議員御指摘のとおり、ピーク時２万人を超

とでありますけれども、これまた商工会自体

える足寄町の人口が、もう減り続けていると

も、なかなかタイムリーな対応策というのは

いう現状にございます。率直に申し上げて、

極めて難しいという現状にあるというような
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君。

ことでございます。
それから、企業誘致のお話もございまし

○１１番（後藤次雄君）

企業の誘致の関係

た。ササの関係で白山、足寄町に事務所を設

についてはね、それなりに努力してるという

けていただきましたし、今現在は常駐してる

ことは、私なりにもいろんな情報を受けなが

のは１名というふうに聴いておりますけれど

ら考えております。

も、これがそういう意味では商品開発も含め

ただ、先ほども言いましたとおり、やっぱ

て一生懸命やっておられますけれども、ふだ

りこの人口を増をするということになれば、

んから情報をいただいたり、連携をとらせて

やっぱりもちろん出生率も必要だと思うんで

いただいてますけれども、一つにはここにも

すね。ただ、足寄の場合は、ほかの町村から

期待をしているところでございます。

見ると、大体６０人から６５人前後の出生率

お話伺っている分でいきますと、現在はま

があるみたいですから、全国平均１.２６か

だまだ、ササの原料を採取して乾燥をさせ

らいっても、足寄は１.５か６ぐらいいって

て、それを工場の方に送っているという現状

ると思うんですよね。

でありますけれども、将来展望としては、こ

そういう中では、今回どんぐりもできまし

れが軌道に乗れば、我が町足寄町にそのエキ

たし、いろんなことで一方減ってるけれど

スを抽出する工場まで持っていきたいとい

も、ただ、死亡率から考えると、出生率がか

う、そういう展望も持っておられるというこ

なり半分ぐらいだということもありますから

とでありますから、これは引き続き連携を密

ね、そういう意味では若干はカバーしてるの

にさせていただいて、必要な支援はしっかり

かと思いますけれども、まだまだそういう面

としていきたいというふうに思っているとこ

では足りないと思うんですね。
それで、これいろんな町村でも今やってる

ろでございます。
そのほかまだまだ、本当に公表できる段階

んですけれども、足寄も今町長が御答弁され

にはございませんけれども、一つあるのは、

たとおり、やっぱり将来の人口の減に対し

これは今現在、３町の財産でありますけれど

て、やっぱり私は、現状ではふえる要素ない

も、浄化センターの跡地利用の関係もありま

んでないかと思うんですよね。

す。これは今いろんなところに、あそこに豊

だから、そこをどうするかということを

富な水がありますから、この水を活用した企

やっぱりこの展望を見出すか、そういうこと

業というところがないかというそういう声か

をやっぱりやっていかなかったら、先ほどと

けといいますか、投げかけは今現在している

ダブると思いますけれども、だからさっき

ところでございます。

言ったみたいに企業の誘致だとか、それから

それから、今、二つばかりちょっとお話を

あと体験、これ町長も言いましたけれども体

している企業もありますけれども、これがな

験型の観光だとか、それから定住・移住の促

かなか、じゃあ実現するかというと、これは

進だとか、こういうことをやっぱりほかの町

なかなか厳しいというふうには思っておりま

村でも既に結構やってるんですよね。

すけれども、しかし、企業誘致の実現に向け

そういう意味でやって成功しているところ

て、町としてできる限りのことはしていきた

もあるものですからね、だからそういう取り

い、まずは情報提供から始まって、できるこ

組みも今後どうしていくのかね、先ほど一番

と限りのことはしていきたいというふうに考

先の答弁にありましたけれども、具体的にも

えておりますので、御理解賜りたいというふ

う少しその辺が町長としての考え方があれ

うに思います。

ば、再度伺いたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

○町長（安久津勝彦君）
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町長、答弁。
お答えをいたしま

とが一つ。

す。
先ほど後藤議員も仰せのとおり、今現在、

それともう一つは、これはちょっと非常に

足寄町で１年間でお亡くなりになる方が約１

大きな話になってしまいますけれども、やは

００名前後ということでございます。さらに

り一線を退いた方の移住ということになりま

は地元に足寄高等学校がありますけれども、

すと、これは長期展望に立ったときに、いろ

ここの卒業生が５０人強、これは地元ばかり

いろ医療費の問題等々含めて介護の問題等々

ではございませんけれども、仮に５０名だと

を含めていくと、本当にもろ手を挙げてその

すれば、このうち地元に残れる方何人いるか

取り組みというのがいいのかどうなのかとい

というと、これはもう極めて片手があれば足

うのは、これいろいろ担当の方とも打ち合わ

りるかというぐらいしか残れない、これはも

せをしているわけでありますけれども、これ

う地元で働く場が少ないというこれは現実と

もうもろ手を挙げてすぐそこに飛びつくとい

いうことでございます。

うことはちょっといかがなものかなという、

そして、お話しありましたとおり、そうい

そんな懸念もしております。

う中において新生児、新しく生まれるお子さ

そんなことも含めて、仮にそこに取り組む

んが、過去５年間、ありがたいことに６０名

費用があるとすれば、私は、先ほど申し上げ

を上回ってるということでございます。差し

た基幹産業のところをまずはしっかりとやっ

引きしますと、約１００名の人か自然減みた

ていく、これは即人口がふえるというところ

いな形で減っていくということでございま

はなかなか難しいかなというふうに思います

す。

けれども、しかし、少し減る歯どめにはなる

それにプラスして、いろいろこういう経済

のかなというそんな思いをしておりますか

状況がありますから仕事がなくなって転出さ

ら、まずはそこを優先をさせていきたいな

れる。これはもう４月の時期では、異動の時

と、こんなふうに思っているところでござい

期ということもありますけれども、やはり転

ます。

出される方の方が転入される方よりも多いと

なお、参考までに、最近、新聞報道もござ

いうことで、大体１年に２００人強の人口が

いました。十勝管内で、将来的には移住をし

減り続けているという状況だというようなこ

てもらうために短期間のお試しといいます

とでございます。

か、この取り組みは今現在、十勝管内では６

その中で最後に議員からお話しがございま
した、これはもう全道的な取り組みになって

町で実施がされているということでございま
す。

おりますけれども、いわゆる団塊の世代と言

たまたま先日、ある集会といいますか、催

われる方々の移住政策等々も含めて、いろい

しのところで商工会長さんともちょっと一緒

ろ各町村で取り組みを進めているところでご

になりまして、これは立ち話でありましたけ

ざいます。

れども、ごらんになった方もいらっしゃるか

以前にも一般質問にもお答えしたかなとい

というふうに思いますけれども、上士幌町

うふうに思いますけれども、北海道で取りま

で、この一時体験のために、これは民間が中

とめして、この事業に取り組む町村というこ

心になりまして民間活力でお試し住宅２棟を

とで手を挙げろということがありましたけれ

建設したと、たまたまその携わった管理職の

ども、我が町は実は手を挙げておりません。

方もいらっしゃいまして、３人でちょっと立

これは私自身の一つの考えといいますか、

ち話をしたんですけれども、これは民間の方

なぜ手を挙げてないかということを凝縮して

が土地を提供をして、地元の建設業界が格安

申し上げますと、一つには、体験をしていた

といいますかね、住宅を建てて、それに対し

だくその条件整備がなかなか難しいというこ

て町の方からも助成を出してそれも２棟建て
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たと、これは建てたものを町が借り上げする

併の準備会で、平成３２年までの人口のシ

ような形をとって希望者に体験をしてもらう

ミュレーションをしております。平成３２年

と、こんな取り組みをしたんだよという話も

は、先ほど６,２９２人というお答えをした

伺いました。これは新聞報道にもありまし

ところでありますけれども、今、自律プラン

た。

の財政シミュレーションもこの人口推計を利

これは会長と立ち話でありましたけれど
も、商工会としてもそこら辺のところの取り

用しておりますので、それとリンクしている
ところであります。

組みについては参考にさせてもらいたいとい

それで、今御質問の平成２６年には何人に

うことで、これはもう商工会長とも、場合に

なるのかといったことでございますけれど

よっては行政とも協力しながら、可能である

も、シミュレーションでは７,２５１人とい

とすればそんな取り組みも実現できるかもね

う形になっております。
以上です。

と、こんな話もしてるということでございま

○議長（吉田敏男君）

す。
今現在、手を挙げてないと申しましたけれ
ども、これは決して私、否定をしているわけ

１１番

後藤次雄

君。
○１１番（後藤次雄君）

わかりました。

ではございませんので、その条件が整えば、

それで、なぜ私がこのことを言うかという

そういったことも取り組みも当然していく価

と、やっぱりこのことによって地方交付税

値はあるのかな、こんなふうに認識をしてい

ね、例えば普通交付税、それから特別交付

るところでございます。

税、これがやっぱり影響してくると思うんだ
よね、このことによって。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１１番

だから私は、合併のときのシミュレーショ

後藤次雄

ンもらってますからわかりますけれども、た

君。
○１１番（後藤次雄君）

大体わかりまし

だ、合併御破算になったからね、これは私と
しては、改めて町として、この間３月という

た。
それで、財政面の関係なんですけれども、

ことで出された財政シミュレーションの関

これは３番で言ってますけれども、ことしの

係、若干精査してやってるのかと思ったもの

３月４日の第１回定例議会で財政面のシミュ

ですから、そういう質問したんですけれど

レーション出ましたよね、１７年度から２６

も、それは同じだということであれば、それ

年度までの１０年間の。

はそれでいいと思いますけけどね。

あの中で、例えば１７年も１８年について

ただ、先ほど言ったみたいに、この人口減

も終わってますから、ことしから２６年度ま

による財政面のこともやっぱり非常に影響が

で、どのぐらいの人口の推移であの財政を、

あると思うんですね。だから先ほど言ったみ

特に歳入の場合は地方税、町税ありますし、

たいに地方交付税の関係もあるし、もちろん

そういうこともありますからね、できれば３

町民税とかそれもありますからね、だからそ

月４日に提示された財政シミュレーションの

ういうことも含めて対策を立てておられるの

中の２６年度までの人口割合というのがもし

かどうかね。
例えば、先ほど町長が言ったように、もち

わかれば、御答弁していただきたいと思いま

ろん出生率とか転入者、転入者の方が少な

す。
○議長（吉田敏男君）

い、転出者の方が多いということですから、

副町長、答弁。
最初の答弁の中

そういうこともありますからね、だからそう

で、今後の人口減のシミュレーションのお答

いうことも含めてこの段階でどういうふうに

えをしたかと思いますけれども、陸別との合

思っておられるのか、もし御答弁いただけば

○副町長（田中幸壽君）
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お聞きしたいと思いますけれども。

ぱり先ほど言ったみたいに、余り人口の変化

○議長（吉田敏男君）

はないということになってますから、それで

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

もう一つお聞きしたいんですけれども、この
財政シミュレーションによって第５次総合計

す。
先ほどもお答えしたとおり、まさしく何と

画が２０年から２１年出されましたよね。そ

かしたいという思いは強いわけでありますけ

の関係では、例えば人口減だとかね、そうい

れども、何せ特効薬がないと、見つからない

うことについて総合計画の中で審議されてる

ということが率直な気持ちでございます。

のかどうか、ちょっとそこだけ聞きたいと思

そういう中にあって、何も手をこまねいて

います。

いるというわけにはいきませんから、先ほど

○議長（吉田敏男君）

総務課長、答弁。

の答えと重複いたしますけれども、繰り返し

○総務課長（大塚博正君）

になりますけれども、まずは基幹産業の部分

ます。

お答え申し上げ

で今あるところをしっかり守っていくという

財政シミュレーション上の人口減のお話

ことが、それをベースに置いて、可能であれ

と、それから総合計画上の中での人口の推移

ば企業誘致ということも考えていきたいと、

の検討というお話でございますけれども、シ

ぜひ取り組んでいきたいという思いでありま

ミュレーション上もあくまでも推計でござい

す。

まして、それらをもとに総合計画も財政計画

それから、財政問題も少し出ました。きの

立てながら走ってますので、財政シミュレー

うも財政担当ともちょっとお話したんですけ

ションと総合計画はリンクしてございますの

れども、これはあくまでも仮の数値でありま

で、その辺は、考え方としては同じ考え方で

すし、それから地方交付税の算定の仕方も極

進んでいるということにはなってございま

めて複雑でありますけれども、現状の中で仮

す。

に人口が４,０００人台まで落ち込んだとき

ですが、総合計画上その人口を加味した中

に、現状の交付税の中でどれぐらい減るのか

での事業を毎年度ローリング等する中におい

なと、これは推計しても仕方ないことであり

て事業を検討してるのかということになりま

ますけれども、参考までにちょっと担当に試

すと、これは先ほど町長言いましたように、

算させてみたところ、約７億円ぐらいの交付

その年年の国の施策、いわゆる我々が一番

税の減になるのかな、こんな試算が出ている

頼っているところの地方交付税、これが一番

ところでございます。

大きな財源としての要因でございますので、

いずれにしましても、交付税に関しまして

そことにらみ合いながら、シミュレーション

は、国の動き、考え方一つによって、御案内

に合った事業が本当に可能かどうかというこ

のとおり平成１６年に大幅に減らされたとい

とは、毎年、各課ヒアリングを行いながら事

うこともありますし、これはもう流動的で、

業のローリング等を行い、可能なものについ

極めて将来推計もなかなか難しいという現状

ては実施していくと。
後年次に回して可能なようなものについて

にありますけれども、そんな推計もさせてい

は、また後年次に送るとか、そういった作業

ただいてるということでございます。

をいたしまして、審議会に諮りまして決定を

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

してるというような状況でございますので、
全く人口ですとか財政的なものを無視した総

君。
今の町長の答弁で

合計画というふうにはなってございませんの

はわかったんですけれども、ただ、いろんな

で、御理解のほどお願いしたいと思います。

対策はやってると思うんですけれども、やっ

○議長（吉田敏男君）

○１１番（後藤次雄君）
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１１番

後藤次雄

うんですね。

君。
審議会の中でやっ

だから、先ほど言ったみたいに、いろんな

ぱりもうちょっと、これ何人かの審議委員に

ことで私は本当真剣に考えていかなきゃなら

聞いたんですけれども、そういう話が論議余

んと思いますし、最後になりますけどもね、

りされてないというんですよね、人口減に対

ちょっと私の考え方を述べさせてもらいたい

する。だからやっぱりもちろん財政面が審議

んですけれども、この人口減に対する対策と

会については重要になると思いますけれど

して、これ私もちょっと聞かれたんですけれ

も、やっぱり私（不明）、やっぱり先ほど町

ども、行政が１なのか、それとも町長が言っ

長も言ったとおり、今後やっぱり考えていく

てる協働のまちづくりだから、行政と、それ

ときに、やっぱりそういう審議会の中で、足

こそまず各関連企業、それから町民と、これ

寄町はこういう状況にあるんだということも

をやっぱりきちっと整合性合わせてこれを

含めてやっぱり議論していく必要があると思

やっていくのが本当なのかという、私自身も

うんですよ。

それちょっと迷ったんですけどね、町長はそ

○１１番（後藤次雄君）

あの内容を見ると、いろいろな２０年から

の辺どう思ってるのか、ちょっとまず聞かせ

２１年の第５次ですからね、その中でも今後

てもらいたいと。

やっぱり今人口減、例えば平成２６年までこ

○議長（吉田敏男君）

うなってる、だからこういうふうにしてやっ

○町長（安久津勝彦君）

ていくんだというそういうこともぜひ議論を

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

していただきたいし、やっぱり審議委員の中

これは、私は首長に立起するときから、現

ではそういうことも、やっぱり我々ああいう

下の厳しい情勢の中でまちづくりをしていく

簿冊もらいますから全部読まなくて、例えば

上では、やっぱり協働によるまちづくり、

人口減に対する対策というのはどうなのかと

もっと強く言えば、それ以外にないという思

いうことをちょっとわからんという話もある

いで、そのことを有権者の町民の皆様方に訴

ものですからね、できればそういうことも含

えさせていただいたということでございま

めて今後考えていただきたいというふうに

す。
私自身、そんなにずば抜けた能力を持って

思ってます。
次に、これ人口減に伴う質問になるかどう
か、それは議長に判断していただきたいと思

いるわけでもありませんし、平凡な人間だと
いうふうに思っております。

いますけれども、例えばこのことによる人口

やはり１人の力というのはたかが知れてい

減によって、足寄町で例えば各集落ですね、

ても、やはり町民の英知を結集することに

これがかなり人口減してますよね。だから今

よって、一足飛びにはいかないかもしれませ

回これ、何か限界集落とかという話に結構今

んけれども、我が町ふるさと足寄町が、本当

後いろんな場で出てくるんですね。

に住みやすい町へ住んでいてよかったと思え

だから、特に足寄町で何か６集落ですか、

るようなまちづくりはできるものというふう

足寄は、６集落ぐらいしかない。足寄は少な

に確信をしながら、町民の皆様方にも協働で

いんですね、十勝管内ではね。だからそうい

できることは協働で協助で何とか乗り切ろう

う中で結構、例えば芽登地区なんか４１％ぐ

と。

らい減ってるとかという話も聞くんですけれ

そして、もちろん行政も知らないというこ

ども、そのことも含めて今回、新規就労者の

とでなくて、当然公助ということも当然必要

関係も、恐らく条件的な場所もあってやって

になるけれども、そこをうまく融合させてま

ると思うんですけれども、だからこのこと

ちづくりをしていきたいというこんな思いで

だって、やっぱりかなり影響はしてくると思

あります。
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す。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

過日も室長職と実はざっくばらんな意見交
換の場を設けまして、それぞれの室長が今の

君。
協働のまちづくり

足寄の町の現状をどうとらえてるのかという

ということですけれども、ただ、今、町長

ようなことも含めて、そしてこれからの行政

言ったみたいに、私から言わせれば、やっぱ

運営どうしていくべきかと、これは職員のこ

り優秀でなきゃ町長できないと思うんです

れは能力アップのことも含めて、あるいは人

ね。できないと思うんです、私から言わせれ

材育成のことも含めて、ざっくばらんに意見

ば。町長も謙遜して言ったと思うんですけれ

交換をしてまいりました。

○１１番（後藤次雄君）

なかなか町民全体に行政の動き的確に発信

ども。
だから、やっぱりそのためには、やっぱり

できてるのかなということであれば、まだま

これは町民全部とは言いませんよ、町の方か

だ取り組みとしては不十分なところも多々あ

らいろいろと、やっぱり行政がそういう危機

るというふうには思ってもいるところであり

感が若干、町長はそう思ってるかしらんけれ

ますけれども、本当にそれぞれの場面場面で

ども、行政の中、職員含めてやっぱりもう

町民の方々、関係する方々がいれば、行政と

ちょっと危機感がないんでないかと。

の連携のもとこんな事業できたよね、こう評

だから、ほかの町村のいろんな見るとね、

価をいただいている部分もありますし、もっ

やっぱり行政が発信して、それをやっぱり例

と言えば、何と表現したらいいんでしょう

えば町民全体でいろんなまちづくりの会議な

か、いる立場の中で具体的にこの１年間、私

んかでもやってることがあるよねと言われる

は何のかかわりも持たなかった、これはなか

から、そこはいろんな新聞見てもあるんです

なか行政の動きが見えないというのも、これ

けれども、だから何ていうのかな、もう

は実感としてあるのかなというそんな思いも

ちょっと町長を中心にしてそういう発信をで

しております。

きないのかどうかね、そのことによってやっ

私思ってるのは、一つの判断といいます

ぱり町としてはこう考えてるんだと、だから

か、十勝管内のいろんな取り組み、これは新

皆さんも一緒に考えようということはやって

聞報道なんかがある意味参考になるのかなと

ると思うんだ、今も。

いうふうに思ってますけれども、私として

ところが、さっき言ったみたいに、前に

は、まだまだ不十分だというふうには思って

行ったように人口の率のこれはもう上がって

はおりますけれども、しかし、職員も人を相

ないわけですから、やっぱり私最後に言った

当減らしてる中で頑張っていただいて、我が

けど、次の一手をどうするんだということも

町の取り組み、結構新聞報道なんかもされて

含めて、やっぱりもう一回全体でチェックし

るなというふうに思っているところでござい

てもらって、このことはできるのか、このこ

ます。

とはどうなんだ、このことどうだということ

これがなかなか、人口増に直接つながって

を改めてやっぱり行政改革推進委員会もあり

るかというと、なかなか結果としてはつな

ますからね、いろんな意見聞いてもらって、

がっていないというふうには思っておりま

やっぱりもうちょっと人口減に対する対策を

す。

強化してもらいたいと思うんですよね。その

そういう部分もありますけれども、きょ

ことを申し上げて、最後に町長の答弁を聞い

う、議員から御指摘といいますか、提言のあ

て終わりたいと思います。

りました例えば総合計画審議会の中でもそう

○議長（吉田敏男君）

いった行政の側から問題提起をして、もっと

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

もっと多くの町民の方々からいろんな意見を
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集約できるようなそういった取り組みは、ま

やかに接続してください。また、くみ取り便

た再度認識を新たにして、そういう場を少し

所は、３年以内に水洗トイレに改造しなけれ

でも多くつくっていく、全職員がやはり町民

ばなりませんとあります。処理区域内に家を

のための仕事をできるような体制づくりに引

新築・増改築する場合には、水洗トイレにす

き続き努めていきたいということで、御理解

ることが義務づけられていますとあります。

をいただきたいなというふうに思います。

そこで、下水道事業についてお尋ねしたい
と思います。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１１番

後藤次雄

１．年々、排水設備設置状況も、家庭数が
低く伸び悩んでいます。受益者負担や使用料

君。
以上をもちまし

などが、この不況の中で町民への負担が大き

て、質問を終わりたいと思います。どうもあ

くのしかかっています。このような中で下水

りがとうございました。

道事業を今後どのように進めていくのか、お

○１１番（後藤次雄君）

○議長（吉田敏男君）

これをもって、１１

２．これまでの下水道計画は、人口減少、

番後藤次雄君の一般質問を終わります。
次に、２番

尋ねします。
高齢化社会の進展により、その前提条件の変

榊原深雪君。
議長のお許しをいた

化や財政基盤を支える使用料の収入減少な

だきましたので、一般質問通告書に従いまし

ど、下水道事業のあり方に大きな影響を及ぼ

て質問をさせていただきます。

すことが予測されますが、そのことについて

○２番（榊原深雪君）

の考え方をお尋ねします。

公共下水道事業について。
下水道の役割は、足寄町の公共下水道基本

３．下水道工事完了くみ取り便所は、３年

計画書によりますと、主に次の３点でありま

以内に水洗化にしてくださいとされていま

す。

す。しかし、現実として工事費は、くみ取り

浸水の防除・町に降った雨水を速やかに流

式の家庭ですと６０万から１２０万の安くは
ない費用がかかります。それには自己資金で

し去ることにより水害を防止する。
便所の水洗化・し尿を衛生的に収集し病原
体を消毒することで公衆衛生を改善する。

改造される方には補助金が交付されていま
す。

生活環境の改善・汚水中の有機物を酸化分

しかし、整備終了後の３年間の猶予を経過

解し、公共用水域の水質保全となっておりま

した後、なお１００％水洗化がなされない現

す。

状があるとすれば、期間の見直しや緩和措置

足寄町の公共下水道のしおりには、「衛生
的な環境をつくり、水洗トイレが使えます。

なども講じてもよいのではと考えます。この
ことについてお尋ねします。

川や海をきれいにします」とあります。平成

４．平成６年から１９年度までの事業費は

６年度公共下水道事業基本計画が策定され、

合計５８億１,１２４万８,０００円、１人当

今日に至っております。

たりの事業費は７１万５,１４３円、下水道

公共下水道の普及率につきましては、町か
らいただいた資料によりますと、平成１９年

処理人口１人当たり１７２万５,９４２円で
す。

度まで町全体における普及率、人口２９.２

下水処理場の維持管理費は、１９年度にお

１％、世帯２９.３８％となっております。

いて２,７６４万９,０４６円、住民１人当た

排水設備接続世帯及び人数は１,０６８世帯

り維持費は３,４０３円、水洗化人口１人当

２,３６９人、接続率５１％となっておりま

たりの維持費は１万１,６７１円となってお

す。水洗化率は７０.４０％でした。

ります。

しおりには、排水設備（台所・ふろ）は速

下水道事業の経営面から分析してみて、ど

― 12 ―

のような考えを持っておられるか。そしてそ

冒頭にも説明を申し上げましたが、中期ビ

の対策についてお尋ねします。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

からぬよう努めてまいります。
ジョンや再評価による事業内容、財政面等を

町長、答弁。
榊原議員の一般質

十分に考慮しながら、衛生的で快適な生活環
境の創造と次世代への地球環境保全のために

問にお答えいたします。
現行下水道計画は、平成５年度に作成し１
５年が経過いたしましたが、２６年間という
長い期間での事業であり、１０年ごとの再評

努めてまいりたいと考えておりますので、御
理解のほどよろしくお願いをいたします。
以上で、榊原議員の一般質問に対しての答

価及び平成２１年度において策定が義務づけ

弁とさせていただきます。

られた「下水道中期ビジョン」の中で、今後

○議長（吉田敏男君）

の計画について精査する考えであります。

分まで暫時休憩をいたします。

ここで、１１時１０

この「下水道中期ビジョン」とは、平成２

午前１０時５６分

休憩

０年度に策定される「北海道地方下水道ビ

午前１１時１０分

再開

ジョン」を受け、全体計画の見直しを踏まえ

○議長（吉田敏男君）

た内容が求められてくることから、現在の整

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

備（処理）区域の拡大、あるいは縮小も考慮

２番再質問から始めます。

しつつ、策定を進めることとなります。

２番

受益者負担金については、整備区域内にお

榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君）

下水道の接続管が接

ける土地及び建築物等の所有者に対し賦課さ

続されて、さあつないでください、どうぞと

れるもの（全体計画における単独管渠整備事

言われましてもね、なかなかトイレというの

業費を全体計画整備面積で割り返したものを

は、玄関より奥の方にあるのが通常ですよ

平方メートル単価としたもの）であり、納付

ね。
そしたらその排水設備の方が、このしおり

された負担金は整備財源に充当。
一方、使用料については、下水道処理場管

を見ますと、１２年度につくられたというお

理費並びに管渠管理費に充てており、現計画

話を聞きましたけれども、このときの排水整

では、収支に大きな差が生じておらず、当分

備なんかも、この事業費そのものなんですけ

の間はこの状態で推移するものと考えており

れども、トイレの平均な値段を出されてます

ます。

けれども、便器は、それぞれの嗜好がありま

また、水洗トイレ等にかかわる補助制度の

すのでお値段も差はあると思いますが、この

見直しや緩和についてでありますが、下水道

工事の方はね、業者の方は本当大変な御苦労

法第１０条及び１１条の３において、排水設

をされて工事しているのを私も目の当たりに

備の設置を速やかに行うこと、また、水洗化

したところですけれども、結局手掘りと機械

については３年以内に設置すべき旨を規定し

掘りというのが倍近く違うんですよね。

ておりますが、本町の条例では、下水道法第

そして、土地が広い方であればいいんです

１１条の３第１項第３号の規定により最大５

けれども、機械で掘削できますからね。で

年間に緩和しており、可能な限りでの運用を

も、人力でする方には、やはり倍以上の掘削

行っており、当面、改定は考えておりません

費用がかかるわけです。
そして、３〜４日でできるということもあ

ので、御理解をお願いをいたします。
次に、事業開始からこれまでの事業費並び

りますけれども、その中でお天気のぐあいも

に維持費についてでありますが、供用開始か

ありまして、またおくれる場合もあります。

ら年数も経過しておりますことから、順次、

そしたら簡易トイレ借りる場合の費用もかか

計画的な補修を行い、財政に過剰な負担がか

ります。お水も使えません。
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たくさんお家がある方でしたら、そこを利

やっぱり何か言いたいのかなというところが

用してということもありますでしょうけれど

あるんです。まだおくれてるねというのが気

も、大概はお水も料理もできない状況の中

分的にあると思うんです、利用した方は。

で、その工事が終わるまで待たなければなり

そして、この設備のおくれの一つの原因に
も、公共施設の中がまだくみ取り式なのに、

ません。
そういうところでこのしおり見ますと、大

住民には早く速やかにつけてくださいと、も

体平均が６０万ということだったんですけれ

ちろん下水道の整備はされているから、そう

ども、そしてこの接続を５年間、この補助対

いうふうにお話であろうかと思いますけれど

象にならない方、５年を過ぎた方がぼちぼち

も、公共施設がまだくみ取り式なのに、やは

いらっしゃるんですよね。１７年度は１名、

り行政の方が早くしてくださいという住民に

１８年度には３名、１９年度は８名というこ

負担が大きいところのものをお話になるのは

とで、この貴重な接続をしたいという希望の

いかがなものかなと思うんです。

方が補助を受けれない状況にあるんですよ

それでは公園などの設備などはどのような
方法で進められていくのかと。やはり融資の

ね。
そういうことがこの補助金というのはどこ

関係ですね、もう一度考えていただけないか

からということをお聞きしましたらね、町独

なと、そのことを２点大きくお伺いいたしま

自の施策だということでお聞きしておりま

す。

す。であるならば、これが下水道事業が本当

○議長（吉田敏男君）

どんどん進んでいってる状況ならいいんです

○副町長（田中幸壽君）

けれども、今の計画ですね、２１４.９ヘク

す。

副町長、答弁。
お答えをいたしま

タールに対して今１０１.８９ヘクタールな

まず、事業完了区域内で水洗化をしていな

んですね。４７.４％という進捗率のようで

い公共施設等があるといった御質問にお答え

す、お聞きしましたところ。

いたしますけれども、今現在あるのは、公民

その中で、やはりこの下水道事業は接続を

館、緑栄公園便所、旭町公園便所、稲荷山公

多くしないと成り立たない事業ですよね。そ

園便所、栄町公園便所、以上の５物件であり

の中でやはりもう一度考えていただきたいの

まして、御承知のとおり公民館につきまして

が１点と、足寄町の公園、人が集まる公園で

は、近々に解体をするといったことで、今回

すね、そこがまだくみ取り式ですよね。里見

下水道に接続をしてないわけで、あと、公園

が丘公園、スケート大会、花まつり会場、い

の便所につきましては、これはこの間、公園

ろいろ行事があるところがすべてがくみ取り

の将来の維持管理含めて内部協議をしている

ですよね。

ところでありまして、一部の利用人数の少な

それで、そのくみ取りトイレも調べてまい

い公園については廃止、それと本当に季節的

りました。そしたら総合体育館が６個、弓道

な部分で夏期一時期だという部分について

場が１１、野球場屋が１２、キャンプ場が

は、簡易型の仮設トイレを設置、将来的にも

７、弓道場が２と、そういう数になってま

十分利用度も高いという部分については水洗

す。大変な数であります。でも、人が集まる

化をすると、そういった色分けで今整備中で

ところは簡易トイレを借りるからということ

ありまして、その中のどれと言えませんけれ

でしょうけれども、やはりくみ取り式を利用

ども、１件については将来的には廃止をした

される方も多いわけです。

いというのがありまして、残り３件について

その行事が終わりますと、清掃に当たる方

は、簡易トイレにするのか、借り上げのプレ

は、やっぱりその中にもうごみがたくさん

ハブに変えるのか、そういったことで今若干

残っているんですね。そして利用した方は、

内部協議中でありまして、若干おくれている
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単独事業になりますので、先ほど申し上げた

といったことでございます。
その他、住宅・公共施設等々につきまして

単独処理した場合の八千数百万との比較をし

は、すべて下水道に水洗化をしてつないで、

て、そういったことも考慮しながら、里見が

公営住宅等々含めて終わっているところであ

丘の運動公園施設の水洗化につきましては、

ります。

今後十分検討してまいりたいというふうに思

問題点、最初に戻りますけれども、運動公

いますので、御理解願いたいと思います。

園の里見が丘公園のお話がありまして、そこ

○議長（吉田敏男君）

２番

にも相当数の便所等があるんでないかという

○２番（榊原深雪君）

里見が丘公園のトイ

ことでございます。

レのことなんですが、やはり数の検討もして

実は、この里見が丘公園のキャンプ場も含
めてなんですけれども、下水道の整備計画区

榊原深雪君。

いただきたいと思うんです。これだけ必要が
あるのかどうかということも含めて。
そうすると工事費も安くなる思いますし、

域には入っておりません、将来とも。
という部分で、そういった部分でいきます

下水道はつないだ方がいいのか、合併浄化槽

と町の下水道に近々につなぐというような状

でするのがいいのかというのは、執行部の方

況にありませんので、今ここも検討中であり

にいろいろ議論していただいて進めていただ

ますけれども、プールですとか総合体育館に

きたいなと思います。

ついては、それぞれ合併浄化槽を設置をして

やはり北京オリンピックなんかもそうでし
たけれども、やはりとてもおいしい食事する

水洗化をしております。
ただ、御指摘のように便所が三つと弓道

ところで、トイレに入ったらやはりトイレが

場、それからもう１棟、スケート場のスケー

すごくおくれてたと、やはり文化の違いだな

トの監視部分ですか、その小屋があって五

というところがあったという声がたくん聞き

つ、５ヵ所が水洗化になっておりません。

ました。

通年で使う部分、それから短期的に使う部

昔から、中国のトイレのことに関してはよ

分等々、今、それも先ほどと同じなんですけ

く話題になっていました。私たちの町も、里

れども整理をして、やっぱり長期的に使用す

見が丘公園はすごく整備されてきれいなんで

る部分については、単独処理でつながこうか

すよね、とても。ですけれども、そのトイレ

なということで整理をしてますけれども、議

に入ると全然違った顔があるんです。

員にもお渡ししたかもしれませんけれども、

だから本当にもう早急な手だてを、もちろ

里見が丘の水洗化だけで、今言った６棟に五

ん費用も今聞いたとおり８,０００万強かか

つですね、五つの便所、それから弓道場等を

ると思いますが、住民の方も、収入の乏しい

水洗化した場合、今、概算で８,５００万円

中やはりこういうふうに負担して、いずれは

程度の費用がかかるということでございま

つなげなきゃなんないね、下水道来たんです

す。

からしなきゃなんないねという意識はたくさ

そういった部分で、今の財政状況等々を考

ん持っておられる方もいらっしゃいます。だ

慮する中で、今、慎重に検討を進めていると

からこういったところからやはり見本を示し

ころでありまして、場合によっては、今の事

ていただきたいなと思います。

業認可区域は足寄の高校も入っておりまし

次に、受益者負担の滞納の金額もお聞きし

て、そこの高校に来るのが、計画では平成２

ました。累計の滞納金額は１,４００万とお

３年度までの事業計画区域に入っております

聞きしております。この方の徴収方法、あと

ので、そういった配管につなぐこともできな

理由ですね、払えなくても払えない状況が私

いのかといったことも含めて、その場合、計

たくさんあると思います。

画区域外ですから、当然、費用等々はすべて

不動産があっても、果たして納める金額相
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当のものの財産があるかというところも、や

要件が猶予の要件に該当しなくなったという

はり課せられた金額というのが果たしてこの

ことで解除している金額が３００万程度あり

５年以内に納められるかどうか、何ぼ２０回

ます。

払いといっても、７万の方もあれば百何十万

今現在、そういった意味での未納額という

もあれば、２００万もあれば３００万もある

のが３２０万程度ということでありまして、

と思います。

それらにつきましては、担当の方でそれぞれ

それが２０回で妥当かどうかというところ

話し合いをするなり、いろんな法的な手段も

もね、先ほど町長は、変える気持ちはありま

講じながら収納に取り組んでいるところでご

せんとお話しありましたけれども、そういう

ざいます。

ところも緩和していかないと、受益者負担金

この部分については、できる限り未納額が

が下水道事業の中でともに工事費となって一

残らないように努力していきたいというふう

緒につくられていくわけですから、受益者の

に考えております。

方に理解を求めないと、これを滞納をそのま

以上でございます。

ま放置しておくと──、放置はされてないと

○議長（吉田敏男君）

思います。聞きましたら、職員の方が一生懸

○副町長（田中幸壽君）

命行ってるとはお話は伺いましたけれども、

中で答弁漏れがございましたので、大変申し

金額にしたら、私の計算ですから間違ってた

わけありませんでした。

副町長、答弁。
先ほどの御質問の

ら謝りますけれども、一応今までの事業費に

供用開始５年以内に接続をするといって、

対して１億９,０００万ぐらいかかってるん

ただ、お年寄りの家庭ですとか、いろいろな

ですね。

部分で町では６０万ということで平均値出し

１０１.８９ヘクタールで１億９,０００万

ておりますけれども、水洗するのに。なかな

ぐらいの受益者負担が本当は入らなきゃなら

か実際としては、金額も６０万でなくて、

ない金額なんですね、それの７.２４％も結

もっともっとかかってるんだといったことだ

局滞納されてるということなんです。

というふうに思います。

だから、そういうこともよく分析と、あ

当然、私が聞いているのは、下水道が供用

と、理解をいただけるような徴収方法という

開始をするに当たって、当然水洗化ですか

のはどのようにされているのかということも

ら、トイレだけでなくて流しの一部もかえた

お伺いしたいと思います。

だとか、そういった部分で一定程度やると１

○議長（吉田敏男君）

００万以上かかると、そういったお話も確か

建設課長、答弁。

○建設課長（中鉢武美君）

お答えをいたし

に聞いているところであります。
それで、町としてはこれは当初から、そう

ます。
今、下水道の負担金の関係でございますけ

いった部分で供用開始に当たって５年以内で

れども、１３年度からので１８年末現在にお

あれば、最大５万円からの補助を出している

ける未納額が１,３７３万、端数の関係は

ところでありますし、さらには同様に融資の

ちょっと省略しますけれども、１,３００万

あっせん制度というのもありますから、そう

の未収があります。

いった部分で極力早期につないでいただくと

猶予ということで、それぞれ家庭の事情、
それから土地の形態によりまして猶予をかけ
ている部分が２０件ということで７４０万ほ

いったことで、この間普及活動もしていると
ころであります。
ただ、現実として、先ほど数字で、昨年度
８件の方が５年以後につないだということで

どあります。
この部分除いた分が未納ということで、そ

議員の方から御指摘もありましたけれども、

れぞれ未納額６２０万ありますが、その後、

ただ、そういった場合、融資制度、さらには
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補助制度を受けられませんので、すべてが実

よりも補助を申請される方の方が多いんです

費になるといったことでございます。

よね。そういうことを見ますとね、やっぱり

さらにそれを拡大しないかということでご

この融資制度は生かされていると思いますけ

ざいますけれども、今のところは数字的に

れども、やはりなかなかつなぎたくてもつな

は、本当にいろいろな事情があってつないで

げない家庭の経済事情も多々あると思いま

いただけない方というのは、本当に数は少な

す。

いわけであって、ほとんどの町民の方は、そ

そういうところで私、ちょっと近隣町村の

の５年以内に御協力をいただいて水洗化をし

ことを調べてみました。同じような人口で同

ていただいているというのが現状であります

じような世帯率の隣町の方のを聞いたんです

から、この制度を近々に変えるということは

けれども、４番目の質問に関連してしまいま

今のところ考えておりません。

すけれども、そこでは浄水場の汚泥の処理を

ただ、これを将来、普及率、今のところ７
０％ぐらいでありますから、どうしてもつな
いでくれない方というのは将来的にはあるん

するのに５００トンあるんですね、年間出る
汚泥が。足寄町は２０６トンなんですね。
そしたら、隣町の汚泥の利用の仕方という
のが、町で無料で汚泥利用組合って農家さん

だろうなと思います。
下水道がほぼ完備されているよその町でお

がつくっている組合に無料で配達して、そこ

聞きしますと、やっぱり十数％になるのか２

で堆肥化されて、そして分配されてるという

０％になるか、正確にわかりませんけれど

お話を伺いました。
それで、足寄町は２０６トン出てるんです

も、なかなかつないでいただけないと。
そういったことで、当然そういった方はく

よね、汚泥が毎年。それで聞きましたとこ

み取り料金が、その人方のためにくみ取り料

ろ、新得町の業者さんに廃棄処分していただ

金を据え置くということにはなりませんの

くのに持っていって１トン９,５００円とい

で、そういった部分の値上げ等々もあって、

う話、年間二百何十万かかりますよね。それ

いろんな部分で協力はいただいているといっ

を支払って投げていただいてるのと、隣町で

たことでございます。

は無料で農家さんに配達して堆肥化して、そ

ですから、将来的にはそういった選択肢も
ないわけでありませんけれども、いろんな部

の人たちが利用するという形をとってらっ
しゃるんです。

分で検討していきたいと思いますけれども、

そうすると、今、化学肥料がすごく何倍も

近々でこの補助制度等内容等の変更について

上がって大変な時期ですよね、農家さんにし

は今のところ考えておりませんので、御理解

ましても。これが本当の資源のリサイクルか

願いたいと思います。

といったら、これじゃないかなと逆に思うん

○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

ですね。そして毎年支払ってるその二百何万

○２番（榊原深雪君）

前回の私の一般質問

があれば、この助成金は云々という議論には

の中で定住促進のお話をしたところで、町長

ならないと思うんです。つける方全員に本当

の答弁では、まだ足寄町は医療の充実がされ

してあげていただきたいというのが私たちの

ていないのと下水道の整備がされていないと

本音なんですね。

いう大きな問題点で２点を上げておられまし

その利用の仕方も、やっぱり考え方一つで
こういうふうに資源化して、そして今化学肥

た。
本当に下水道の整備を進めていくんであれ

料じゃなくて有機質の高いそういう堆肥とし

ば、この今進捗率を上げていかないとだめな

て分配されてるということも聞いたところ

ときに、つなぎたい方がいらっしゃるにもか

で、あ、なるほどなって、私も初めてこの下

かわらず、補助の部分でも、融資を受ける方

水道のことに関して調べさせていただいたん
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ですけれども、やはりその町その町で財源が

ただ、私が首長に就任する前については、

苦しければ苦しいほど、そういったことを

この汚泥の処理、実は非常に頭を悩ましてお

やっぱり知恵を絞ってやってらっしゃるんだ

りました。当時この汚泥の処理、産廃業者

なということがわかったんですね。

に、これ帯広の業者だったわけでありますけ

そこのところをちょっと浄水場の維持管理
費のことも含めて、新得の業者さんだって、

れども、実は年間たしか６００万程度かかっ
ていたということでございます。

今度の入札のときには、ガソリンがこれだけ

これは入札の方式等々含めて、またそう

高ければ取りに来る費用だって結構高いと思

いった処理業者がふえてきたということも

うんですよね。それが今までの入札の値段で

あって、結果として今現在に百数十万までお

とれるかどうか、私はわかりませんけれど

さまってると。

も、そういうことも含めて、今の汚泥組合も

そこの今現在お願いしている処理業者の方

これは資金を出し合ってしたんですかった

とも若干お話したことあるんですけれども、

ら、いや、もうそんな融資の方でやってます

これを処理した後、堆肥としての活用につい

という話だったんです。

ては、これは今現在処理していただいてる業

だから、町でそれぐらいのことはしても、

者については、地元に還元することは可能で

やはりこれを補助の方に回せないか、そうい

すよというこんなお話もいただいておりま

うことも知恵を絞ればできるんじゃないかな

す。

と私は思うんですね。そういうところも含め

ですから問題は、量が相当量でありますか

て御答弁いただきたいと思います。

ら、仮にそれが例えば農地に還元することが

○議長（吉田敏男君）

いいんだとすれば、そういう受け入れのこと

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

についても、例えば農協さんとも相談をしな
がら、可能であればそんな対応も検討してい

す。
ちょっと私も、隣の町でそういう処理をし

きたいというふうに思っておりますので、御

ているというのは初耳でございまして、ある

理解いただきたいなというふうに思います。

意味、勉強不足があれば、おわびしなくちゃ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

いけないなというふうに思ってます。
ただ、これは下水道処理場から出た汚泥と

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
ちょっと追加で申

いうのはこれは産業廃棄物でございまして、

しわけありませんけれども、実は先ほど新得

これはだれでも扱えるかというと、そうでは

の業者ということで議員さんおっしゃられま

なくて、産業廃棄物の処理業者、一定の資格

したけれども、新得の業者１社と足寄町内の

がなければできないということでございま

業者２社で入札をした結果、今回は新得の業

す。

者が請け負ったということでございまして、

ですから、恐らく隣の町でやってるという
ことであれば、何らかの組織が立ち上がって

町長申し上げましたように、この処理は産廃
処理になります。

いて、産廃処理に関する許可をもらった方な

地元の方もいろいろ研究をされて、産廃処

のかなという、それについては私もちょっと

理の許可も取ってそれを堆肥化をするといっ

認識しておりませんでしたから、それはまた

たことで、いろいろ本当に努力をされている

担当の方も含めてその実態調査を含めて、よ

方がおります。

りこの汚泥の処理について、お金のかからな

私どもも、本当町内の中で、町の中で町内

いような処理方法があるとすれば、ぜひ検討

から出た産廃を循環をさせたいということ

をさせてもらいたいというふうに思っており

で、そういった関係者といろいろな部分で勉

ます。

強させていただいてるところでありまして、
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今後さらに町内の業者でできないのかどう

出されておりました、足寄町のですね。それ

か、今、価格競争になっておりますけれど

でそういうことも含めて今度、今、進捗率が

も、そういった循環問題含めて、さらに価格

悪いですね、４７.４％。その中で人口が平

の問題も含めてでありますけれども、堆肥化

成３１年度までの計画ですよね、この下水道

をして町内に循環をするといったことででき

事業計画というのが。

ないのかどうか含めて、さらに無料という部

先ほどの答弁の中に、７億円交付税が削減

分は、私も勉強不足で熟知しておりませんで

されますというお話もありました。本当にこ

した、承知しておりませんでしたので、そう

の下水道事業は、西町とか全部整備終わるこ

いった部分を含めて検討したいと思いますけ

ろというのはどれぐらいの見通しをされてい

れども、議員おっしゃられるように、そう

るのか、質問させていただきます。

いった部分では私ども行政としても一定の努

○議長（吉田敏男君）

力をしてまいりたいというふうに思いますの

○副町長（田中幸壽君）

で、御理解願いたいと思います。

してます事業計画では、平成３２年という形

○議長（吉田敏男君）

２番

になっております。

○２番（榊原深雪君）

私、印象に残ったの

○議長（吉田敏男君）

２番

は、九大の林長の方が木質ペレットのあく、

○２番（榊原深雪君）

３２年にもう西町も

灰ですね、灰を山に返すのが僕の夢なんだと

全部終わるということを計画されているんで

いうお話を伺ったことあるんですね。私たち

すけれども、今現時点で２１年度までの事業

の排出物を、それをまた有機肥料として農家

計画が４７.４％ですよね、進捗率。そのこ

の方が活用していただいて、また食べ物に還

とに対しても含めて質問をさせていただきま

元されるんであればね、本当にうれしいこと

す。それが可能かどうかということを見通さ

だと思うんです。本当にむだのないことだ

れているのかどうかと。

な。

○議長（吉田敏男君）

榊原深雪君。

そして、汚泥利用組合ということで利用さ

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
平成５年に策定を

榊原深雪君。

副町長、答弁。
事業認可区域の完

れてるということですから、やはり私、その

了目途は平成２３年でありますから、その事

廃棄物のことはよく詳しくは調べてはいませ

業認可区域２１４.９ヘクタールの面積であ

んけれども、その堆肥化するのにそれが必要

りますけれども、西町に関しましては、佐野

なのかどうかということも含めて、隣町で

川以北、佐野川から北側についてはその事業

やっていることは、量が多いとお話になりま

認可区域に入っておりません。

したけど、その倍以上のことをそれをやって

南側については入っておりますので、西町

らっしゃるんですね。５２６トンですね、だ

全部ができるのはといいますと、どうしても

から本当に倍、２、３倍ぐらいの量なんで

事業計画の３２年というお答えになるので、

す。

御理解を願いたいと思います。

そういうことを実践していらっしゃるから

○議長（吉田敏男君）

２番

こそ、やはり隣、本当遠いところで勉強しに

○２番（榊原深雪君）

やはり私たちの町が

行ってくださいというわけじゃないですか

ずんずん人口減になっております。そしてや

ら、やはり隣町ですから、情報を密にしてや

はり下水道を引いたとしても、利用料を徴

はり勉強していただきたいなと思うところで

収、使用料が入らなければ、維持管理費とい

あります。

うのは町独自で費用を払っていかなければな

先ほどの後藤議員のお話の中にもありまし

榊原深雪君。

りません。

たけれども、人口減ということで、２０３０

それを経費面でやはり負担減にするにはど

年にはやはり推計４,６９４人という数字が

うしたらいいかということも考えながら、や
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はり先ほどの堆肥化のことも、汚泥の堆肥化

そういうことも整備を進めながら、果たして

も含めて事業を財政難ということで片づけな

そういう人たちも受け入れるのが可能かどう

いで、やはりそれには知恵を絞っていただい

かということも、そして農業体験なんかもそ

て、町民の方たちが納得するような事業計画

うなんですけれども、そういうところは、や

と、そしてやはり文化的な生活を営むにはど

はりトイレの整備が進んでいないと、なかな

のようにしていった方法がいいだろうか。

か引いてしまうと、受け入れを引いてしまう

下水道工事のみではないと思うんですね。

というところが一番あると思うんです。

やはりちょっと離れたところだったら、やっ

だから、そういうところを町民の方と本当

ぱり合併浄化槽の方がいいんじゃないかとい

に話し合いながら、やはり下水道課の方の１

う方法もあろうかと思います。そういうこと

人でもいいですから普及員とか、そういう形

も含めて、これから事業計画についてもう一

の得意な方とか、そういう町民とお話するの

度質問してみたいと思います。

が上手な方とか、いろんなこういう下水道っ

○議長（吉田敏男君）

てこういう役割ですよ、どう、こうって、細

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

かく説明できる方というか、それを町民のお
家に出向いて、こういうふうに進めていきた

す。
冒頭の答弁でもお答えしたとおり、榊原議

いんですけどいかがでしょうかというお話し

員の御質問の趣旨を踏まえながら、平成２１

合いも、きめ細かな進め方というのも大切

年度に下水道の中期ビジョンというものを策

じゃないかと思いますので、今後ともよろし

定しなくちゃいけないということになりま

く進めていっていただきたいと思いますの

す。来年度ということでございます。

で、質問を終わりたいと思います。

当然その策定時において、議員が今るるお
話しいただいたことも含めて十分参酌をしな
がら、その中で策定計画をしっかりしたもの

○議長（吉田敏男君）

これにて、２番榊原

深雪君の一般質問を終わります。
次に、９番

矢野利恵子君。

にしていきたいというふうに考えております

○９番（矢野利恵子君）

ので、御理解いただきたいというふうに思い

一般質問を行います。

通告に従いまして

農業支援対策について。

ます。
○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

ガソリンを初めとして肥料や飼料などの農

○２番（榊原深雪君）

そういうことで進め

業生産資材の近年にない値上がりで、今、農
家は大変な状況にあります。このままでは廃

ていっていただきたいと思います。
そして、下水道がやっぱり整備されれば、
先ほども定住促進というけれども、短期でも

業に追い込まれるところが出てくると予想さ
れます。

いいんです。そしてもちろんたくさん長期滞

購入した肥料や飼料に対して、去年の平均

在型の移住もいいんですけれども、そういう

より値上がりした分を補助金として出すな

中で今障害をお持ちの方というか、引きこも

ど、農協と話し合いながら、町として独自の

りの方とか、いろいろやっぱり学校へ行きた

支援策をとることはできないか、お尋ねしま

くないということで登校拒否の方とかという

す。

のを受け入れて、やはり元気に帰っていくと
いうことを民間の方が受け入れてやっている

次に、シカ肉販売を復活させることについ
て。
シカを駆除した場合、１頭６,０００円の

ところも多く来ております。
私たちのこの町はやっぱり環境もよろしい

お金を出していますが、それくらいでは、経

ですしね、やはりそういうところの福祉の面

費がかかり過ぎて合わないとの声がありま

も力を入れていらっしゃることですからね、

す。現に、平成１５年には１,８００頭以上
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駆除されていたのが、平成１９年には１,２

ところは足寄町独自の支援策というのは計画

００頭余りに落ち込んでいると聞いていま

はしておりません。
国段階においては、配合飼料安定基金制度

す。
農業被害を防止するには、今回予算で上げ

による対策が行われておりますけれども、こ

られているシカ柵整備も重要ですが、ハン

の基金がもう底をついてるというような状況

ターに払う金額を上げることが急がれます。

もございまして、予定されております臨時国

その財源確保やシカの有効利用のため、以前

会に補正予算として総合経済対策が予定さ

やっていたシカ肉販売を町としてまた行って

れ、その中に肥料・燃料高騰対策を含めた予

はどうか、お聞きします。

算要求となっているという情報をいただいて

○議長（吉田敏男君）

いるところでございます。

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
矢野議員の一般質

また、全国の農業協同組合連合会において
は、各農協が行う生産コスト上昇対策への支

問にお答えいたします。
１点目の農業支援対策についての御質問で

援や、肥料価格の据え置きなどの対策を予定

ございますが、議員仰せのとおり、原油先物

しており、各農協においても飼料・肥料価格

市場は高値で推移をし、肥料原料の国際的な

高騰に諸対策を実施の予定となっておりま

需要拡大や穀物相場の高騰により、農業生産

す。

資材価格はかつてない上昇を見せており、足

農業経営危機は、本町の基幹産業でありま

寄町農協の調べによりますと、平成１９年度

す第１次産業への影響も甚大でありますこと

の取り扱いと比較をして飼料費、これはえさ

から、今後、飼料・肥料価格高騰に対する対

代でございます、飼料費で約６,８００万円

策等につきましては、引き続き農協と連携を

程度、これは国が、えさの高騰に対する安定

とりながら協議を進めていきたいというふう

基金というのがあるんですけれども、これを

に考えているところでございます。

発動してもらった後の実質負担増になった部

次に、２点目のシカ肉販売を復活させるこ
とについての御質問でございますが、有害鳥

分、これが約６,８００万円程度。
それから、肥料費につきましては、これは

獣駆除に伴う報償費につきましては、本年１

これから先に向かってのことでありますけれ

月に管内市町村の平成２０年度予算措置状況

ども、町内全体で２億７,８００万円の農家

について調査した結果によりますと、エゾシ

負担の増加が見込まれるということで、今後

カ駆除については、豊頃町の１頭９,０００

の農業経営に甚大な影響を及ぼすものと予想

円を最高に中札内村６,２８０円、足寄町と

をしているところでございます。

更別町が６,０００円、士幌町ほか５町が５,

農業者等による資材高騰に対する農業危機

０００円、清水町が４,５００円、鹿追町ほ

突破集会が８月１８日に足寄町で開催され、

か２町が４,０００円、本別町・陸別町では

当日、十勝集会が帯広市で、８月２１日には

３,５００円、最低が帯広市の２,０００円で

全道集会が札幌市でそれぞれ開催されるな

ございます。

ど、農業経営危機は日本の食料の安定供給に
直結する国民全体の重要課題であるなど、国

なお、音更町は、賃金単価を基準で支給と
なっているとのことでございます。

による対策が求められており、原油の高騰に

エゾシカ駆除の現状につきましては、北海

よる生産資材や肥料の上昇分に対する足寄町

道猟友会足寄支部会員の４９名を有害駆除員

独自の支援策ということでございますが、率

としてお願いし、シカ柵内の農地等で銃器に

直に申し上げて、足寄町だけでとても手に及

より駆除を行い、駆除員が土中埋設やクリー

ぶ状況ではないというふうに認識していると

ンセンターへ搬入し、残滓処理を行っており

ころでございます。そのことからも、現在の

ます。
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なお、平成１５年度の１,８５６頭に対し

３日ですけど、この新聞、まだ１ヵ月もたっ

昨年度の１,２１６頭に落ち込んでいる要因

てないけれども、そのとき道内で初、１億

としては、平成１６年度にシカ柵が町内全域

２,０００万円の規模で独自支援策を打ち出

に設置されたことにより、農地への侵入が減

したと。

少したということが大きな要因と考えられる

十勝管内だって、中札内村と、あともう１
ヵ所か２ヵ所、本当片手で余るぐらいの農協

ところでございます。
ただ、しかしながら、今年に入り世界的な

しか支援策というのを出していない。そうい

原油高騰により駆除員自家用車の燃料費負担

う中で、やはり農協に頼るのではなくて、足

が多くなっていることから、来年度に向け

寄町として独自の支援策を考えたい、そうい

て、管内の状況を見きわめ、また、有害駆除

う建設的な意見がもらいたかったな。

費の半額を負担していただいております足寄

これを機会に、遺伝子組み替え作物を多く

農協とも協議をし、今後については判断をし

使っているという配合飼料の原料を、輸入物

ていきたいというふうに考えております。

に頼らないで地力でつくる、足寄町の町営で

終わりとなりますが、議員提案のシカ肉販

飼料・肥料の生産工場をつくっていく、住民

売の再開ということにつきましては、平成１

のニーズは今そこにあるんだからそれをやっ

６年第１回定例会で足寄町エゾ鹿有効活用事

ていこう、そうすれば働く場所もふえるん

業特別会計条例及び基金条例の廃止が可決さ

じゃないか、そういうようなところに考えは

れておりますが、廃止の最大の要因であった

いかないのかどうか、ちょっとお尋ねしま

安全・安心を確保するための検査体制や、今

す。

後の経済性を考慮すると、現在のところ、再

○議長（吉田敏男君）

開は難しいというふうに考えておりますの

○町長（安久津勝彦君）

で、御理解をいただきたいというふうに思い

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

全く独自の前向きな答弁でないという厳し

ます。
以上で、矢野議員の一般質問に対しての答

い御指摘でございますけれども、先ほどの答

弁とさせていただきます。

弁でもお答えしたとおり、やはり状況として

○議長（吉田敏男君）

時間的にはちょっと

は、影響分のこの支援策というのは、これは

早いと思いますけれども、昼食のため、１時

本当に先ほど申し上げたとおり単協、あるい

再開にいたしたいと思います。暫時休憩をい

は一自治体でどうのこうのなるようなそんな

たします。

レベルでない、厳しい状況だということであ
ります

午前１１時５４分

休憩

午後

再開

そこで、一番最後のところでお答えしたと

休憩を閉じ、会議を

おり、じゃあ何もしないのかということでい

○議長（吉田敏男君）

１時００分

きますと、これは今後、農協とも協議をしな

再開をいたします。
９番矢野議員の再質問から始めます。

がら、必要な対策については十分協議をしな

９番

がら進めていきたいなと、こんなふうに思っ

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

町長の答えをいた

ております。

だきましたが、やはり何ていうか、現状維持

その一つとしては、例えば耕種農家の地力

というか、建設的な意見というのが全然な

更新という部分でいきますと、今現在、農協

かったなと。

さんも独自の支援策ということで、生堆肥の

ほかの支援に対しても、農協が支援してい

導入について農協独自で支援をしております

るんだからそれに待つという形で、農協と

けれども、これは町に対しても、一定の助成

いっても、道内で初めて富良野農協が８月２

というこんな協議もあったわけでありますけ

― 22 ―

れども、私、生堆肥だけであれば、それは

その力がないから町営でということを考えて

ちょっと難しいんではないのかと。

くれと言ってるのであって、やはりそのこと

もうちょっと仕組みづくり、ある程度堆肥

を言ってほしいなと。

化をした部分をまさしく地力更新のために投

大体この配合飼料については、成分表とい

入をしていく、それに対する助成ということ

うのをちょっと、社団法人の配合飼料供給安

であれば、これは議会とも相談させていただ

定機構、国と農協とでつくっているこの団体

くというそんなお答えもしておりますし、そ

ですが、このところのホームページから見た

れから、また一方で、議員御指摘のとおり、

んですけれども、いっぱいいろんなものが

どうしてもえさの分でいきますと、やっぱり

入っていて、中には本当に得体の知れないも

輸入に頼ってるという実態もあります。

のというか、その中に薬のようなもの、防か

これは国の対策も含めて、自給飼料の拡大
ということでトウモロコシの作付の拡大だと

び剤だとか、そんなものを健康な牛に食べさ
せる必要があるのかなと。

か、そういった部分、これは助成制度もでき

病気になった牛ならともかく、転ばぬ先の

ておりますから、こういった取り組みも含め

杖でそんな抗生物質で防かび剤だの入れるの

て国の対策、あるいは北海道の対策、もっと

もしれないけれども、やはりそんなものを入

言えば農協、それから町とも連動してとい

れないような、本当安心な飼料をつくってい

う、これは必要に応じて、それは十分今後も

くというそういう形でやっていくことはでき

協議をしながらそういった対策はしていきた

ないかなと、何とか本当に足寄町から安全な

いなと、こんなふうに考えているところでご

牛のえさをつくる、そういう行動に出ること

ざいますので、御理解いただきたいなという

はできないものか、それについてちょっとお

ふうに思います。

伺いします。

それから、一番最後の町営の独自の平たく

○議長（吉田敏男君）

言えばえさ工場というんですかね、これはど

○町長（安久津勝彦君）

うかというお話ですけれども、これは正直申

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

し上げて、これは極めて困難なのかなと、こ

いろいろ地域においてそういったえさの工

んなふうに思っております。町営という意味

場といいますか、そういった配合する施設を

では困難だというふうに認識しております。

と、これは国の助成制度もあるというふうに
私は認識をしておりますけれども、しかし、

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

は、これは極めて私は困難だというふうに

君。
○９番（矢野利恵子君）

その場合にあっても、町が独自でというの

私もね、町営は難

思っております。

しいんだったら、企業誘致ででも何でも来て

ですから、仮にですよ、仮にＪＡさん、農

もらったらいいかなとも思うけれども、企業

協が、あるいは地元の生産者団体がまとまっ

誘致ったって、こんな田舎に来てくれない

た中でそういったものを検討していく、ある

と、他力本願ではいけないから、町営でとい

いは可能性を探るということであれば、それ

う話になっていったものであって、何も本当

は全然否定はしませんし、もちろん国の助

に職員の方の仕事をそんなにふやせというこ

成、あるいは必要であれば町の助成というこ

とを言ってるわけではなくて、やはりこの状

ともこれはやぶさかでないというふうに思っ

況の中では、町営も仕方がないんじゃないか

ておりますけれども、これは議員仰せの町独

と、町営でやることが必要なんじゃないか。

自でというのは、これは経費的なことも含め

民間にそれだけの力があったら、何も町営

て、これは極めて困難だというふうに認識し

でという意見は出さないのであって、民間に

ております。
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味、道内でも画期的な先駆的な取り組みをし

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

てきたということでございます。
最終的に、先ほどもお答えしたとおり、平

君。
わかりました。や

成１６年の第１回定例会でこれはもう断念を

らないというんだから、まあ、これ以上どう

する、継続困難ということで議会に報告を

言ってもしようがないけれども、本当幕別に

し、お認めをいただいたところでありますけ

は、この機構と関係なくアメリカンフォダー

れども、一つには、やはり経営的な問題もも

とか第一飼料とか、ちゃんと個人経営でやっ

ちろんありました。

○９番（矢野利恵子君）

ている企業もあることだから、足寄町だって

もう一つはやはり安全性の問題、これはシ

頑張ればできないことはないと私は考えてい

カ肉は俗に言う、正式には何というんでしょ

るんですけれども、やらないといったらそれ

うか、一般の動物の家畜の解体と同じような

までで、これ以上何言ってもしようがないか

基準は適用はされませんけれども、しかし、

ら、次のエゾシカのシカ肉販売を復活させる

当時どういう現象が起きたかといいますと、

ことについて。

シカについても偶蹄類でございまして、これ

これは役場の職員の方、この仕事あろうと

は外国の方でＢＳＥ、シカからも発生しただ

なかろうと給料同じだから、面倒なことはし

とか、あるいは国内においても肝臓から肝炎

たくないからといってやめたのかなというふ

のウイルスが出てきただとか、そういったい

うに、一般の人間から見たらそんなふうにも

ろんな部分の安全性の問題がいろいろ出てき

思えてしまうようなことなんですけれども、

たということでございます。

安全が確保できない、安全が確保できないと

当時いろいろ畜大ですとか、いろんなとこ

いいながらも、本当に売ってるところいっぱ

ろに検査体制ですとかいろんなことを確認を

いありますよね。その後白糠でも知床でも新

しましたけれども、この検査態勢を独自にす

得でも。

るということになれば、設備費的にももう相

阿寒なんか、そこへ捕まえたシカをふやし

当の金がかかるというようなことも相まっ

てというか、ふやすというんでなくて、要す

て、これは直営でのシカ肉の有効活用につい

るに体重をふやす、太らせてそれから出荷し

ては断念せざるを得ないという判断をしまし

ている、そうやっていろいろなところでシカ

て、議会にも報告し承認をいただいたという

肉安全だということで売っている。別にそれ

経過でございます。

ほど、狂牛病のほど危険じゃないということ

当時、当然直営事業から撤退をするに当

もわかってきて、そうやって産業発展に寄与

たっては、民間の方でどたなか引き継いでく

しているところがあると。

れる方はいないかということで、一定のそう

そのことを考えたら、足寄町でもやはり昔

いった努力もさせていただきましたけれど

やっていたんだから、やろうと思ったらやれ

も、残念ながら引き受け先もなかったという

ないことはないと思う。そのことについて本

ことで、最終的には中止をしたという経過で

当に再度どうなのか、お尋ねします。

ございますので、ぜひその点は御理解いただ

○議長（吉田敏男君）

きたいというふうに思います。

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

す。
議員仰せのとおり、従来、町営で補助事業

９番

矢野利恵子

君。

を導入して解体処理場も設置をし、そして販

○９番（矢野利恵子君）

売も含めて、これはまさしく有害駆除したシ

ころがないかも模索してくれたということで

カ肉の有効活用ということで、本当にある意

すので、その点については敬意を表しなきゃ
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民間で引き継ぐと

いけないかなとも思いますけれども、やはり

理についても、これは法律上埋設は何か許可

このエゾシカ駆除した場合に焼く費用、

されてるみたいでありますけれども、もう一

ちょっと聞いてみたんですけれども、大きな

つは焼却処分ということになっておりますけ

シカだと１２０キロぐらいあるけれども、ま

れども、この焼却施設も、実はそんなに大量

あ普通１００キロぐらいのシカ、そしてこれ

に焼ける施設でなくて小さな施設だというこ

焼くのに１時間かかって、灯油をそのとき１

とありまして、ここら辺の対応も今後どうす

００リッターぐらい使うと。駆除するのも燃

べきなのかなということもあわせて、これは

やすのも本当にお金がかかって大変だなと。

検討していかくちゃならない課題だなという

そのお金のむだを考えたら、少しぐらいの赤

ふうに思っております。

字をしたシカ肉販売でもそれは許されるのか

また、あわせて、駆除員をお願いしている
方々も、年々１歳ずつ年をとってきてまし

な。
そういう点から、本当に必ず利益を上げな

て、かなりの高齢化がしているということも

ければいけないという民間に頼らなくても、

あって、倒すのは倒すけれども、これなかな

ちょっとぐらいシカ肉、シカ１頭焼くのに１

か出すのに大変苦労をしているということも

００リッターも、この灯油高のときにそれ使

お聞きもしております。

うんだから、それに比べたら、まあ、それ使

これはこれから予算を計上しておりますこ

うことに比べたら、ちょっとぐらい町が負担

の対策の中でも、いろんな方策、いろいろ検

して赤字部分を持ってもいいかな、肉を有効

討をしながら対処していきたいというふうに

利用できるんだったらそれでいいかなという

考えておりますので、ぜひ御理解をいただき

そういう考えにもなっていくのではないか、

たいというふうに思います。

持っていってくれないだろうかと考えるとこ

以上でございます。

ろですけれども、それについてはシカを焼く

○議長（吉田敏男君）

のにそれだけお金をかけていると、そのこと

君。

について今後どのようにしていくのか、その

○９番（矢野利恵子君）

考えをお伺いします。

除員が高齢化しているということで、これは

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

９番

矢野利恵子

わかりました。駆

やはり若い人に魅力のあるようなそういう駆

町長、答弁。
お答えをいたしま

除員の仕事であれば、若い人も参入してくる
と思うけれども、本当に１頭６,０００円ぐ

す。
矢野議員の御質問いただきました駆除員の

らいだったら、若い人も参入してこないと思

経費の増高も含めていろいろあるわけであり

うので、そういうみんなに魅力のあるような

ますけれども、先ほどもお答えしたとおり、

駆除員、そうなるためにはお金を上げること

一つには、今現在６,０００円というのがい

も本当は一番の先決ですけれども、これに対

いのかどうなのかということも含めて、これ

していろいろ考えられるのは、例えばハン

は今後も会議の中で、協議会の中でそのこと

ターを町内だけに頼るんではなくて町外から

も検討していきたいということと同時に、現

呼ぶ、町外から呼ぶそのやり方も全国的に、

実その駆除員の方々が今一番難儀といいます

つまり足寄町をハンターの町とするようなく

か、困難極めてるのは何かというと、やっぱ

らいのハンター観光、観光の一部にハンター

り実際に駆除をしたときに、当然肉でとれる

観光ということを取り入れる、そういうふう

分というのはやっぱり限られてるわけです

に一石二鳥、観光資源としてのハンター活

ね。

動、そして農業被害を防ぐためのハンター活

全頭１００キロ全部が肉になるかという

動ということで、そういうようなやり方で考

と、そうじゃありませんから、その残滓の処

えていくこともできると思うんですよね。こ
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れは実際にハンターやってる人から、こうい

を導入して、一部大くくりの部分もあります

うこともやったらいいんじゃないかというこ

けれども、一応シカ柵の設置は終わったとい

とを聞いた。

うことになっておりますけれども、そのこと

そういうふうにいろいろ建設的な意見につ

と、じゃあシカの個体数が減ってるのかとい

いて、エゾシカ有効活用研究会というのがあ

うと、これはもう全道的な首長の会議でもお

るそうですからね、やっぱりその人たちとも

話になってますけれども、個体数は決して

本当に詳しく、どういうふうにしてやったら

減ってないぞと、一度北海道が、それこそ秋

いいのか、どういうふうにしたらハンターが

から冬にかけて山の葉が落ちたときに、ヘリ

ふえてくるのかと、そういうようなことを十

コプターでも何でも飛ばして個体の実態調査

分に本当にやってる人たちと話し合って、よ

もすべきでないのかと、こんな意見も申し上

りよいやり方、よりよい農業被害を防ぐやり

げているところであります。

方を検討していってもらいたいと思いますけ

ともかく個体数を減らさないことには、こ

れども、それについて最後に町長の所見をお

の被害というのは減らないだろうという要望

伺いします。

もしておるわけでありますけれども、これま

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

た現実問題、一方では、またこれ自然保護団

町長、答弁。
お答えをいたしま

体といいましょうか、これはやっぱり自然動
物を愛護の観点からこれはいかがなものかと

す。
今、議員からお話がありましたエゾシカの

いうことで、そういう御意見をお持ちの方も

肉の有効活用研究会、このメンバーの皆さん

いらっしゃるわけで、これは北海道が一定の

方も、当然いろいろ対策にはメンバーとして

取り決めといいますかね、こういったことも

加わっていただいておりますし、やはりこれ

するわけでありますけれども、ここら辺の整

は農業者の皆さん方とも含めて知恵を出し合

合性も含めてどうあるべきかと。

いながら、効果的な駆除体制構築すべく、ま

私どもの立場でいきますと、実態として、

た引き続き努力をしたいというふうには思っ

生産者が農作物、シカに食われて被害をこう

ております。

むって、それも半端な金額でない、億を超え

それからまた、シカの駆除の関係で観光的

る被害をこうむってるということの現実があ

な部分もというお話もいただきました。実は

りますから、ここのところの対策はしっかり

これは正式なお話ではございませんけれど

しなくちゃいけないんだということを声を大

も、私も個人的にはそんなお話もした経過も

きくして言ってるわけでありますけれども、

ありますし、現実、足寄に住みついていただ

当然自分たちでできるものは自分たちでや

いて、本州からのハンターさんを現地案内を

る、そしては北海道、管理するべき北海道と

してという取り組みもされている方もいらっ

も連携をしながら、その辺の対策は今後も引

しゃいます。

き続きやっていきたいというふうに考えてお

ぜひ御理解いただきたいのは、一般狩猟の
部分と一般狩猟で道外からも入ってきて自由

りますので、御理解いただきたいなというふ
うに思います。

に狩りをしていただく部分、それからこれは

以上でございます。

禁猟期間といいますか、それもあるのも事実

○議長（吉田敏男君）

でございまして、この期間に作物等に被害を

利恵子君の一般質問を終わります。

与える今シカですからシカの駆除をするとい

次に、１３番

これにて、９番矢野

高道洋子君。

う駆除と、大きく二つに分かれてるというこ

○１３番（高道洋子君）

とでございます。

ただきましたので、通告書に基づきまして一

我が町は、おかげさまでいろんな補助事業

般質問をいたします。
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議長のお許しをい

そこで提言したいと思いますが、大気汚染

町民と協働のまちづくり構想について。
町長は、就任されて５年５ヵ月を経過され

問題、原油高によるガソリンの高騰もあるこ

ましたが、当初、改革安久津丸は、町民と協

とから、町の中心部における職員の外勤時に

働のまちづくりを行政執行の大きなテーマに

使用する公用自転車の導入を図るべきと考え

掲げてようやく船出をされました。

ますが、町長の所信を伺います。

現在に至るこの間、協働のまちづくり構想

以上です。

についてはいまだ道半ばで、運動体としての

○議長（吉田敏男君）

協働の意識・理解が町民全体にはまだ浸透し

○町長（安久津勝彦君）

ていないと思うところでありますが、町長が

問にお答えいたします。

町長、答弁。
高道議員の一般質

描く町民と行政、町民参加によるまちづくり

１点目の町民と協働のまちづくり構想につ

の現在までの評価、成果について、御所見を

いての御質問でございますが、まず、現在ま

伺います。

での評価、成果ということでございますが、

次にお伺いいたします。我が町は、自律プ

だれかから言われたからやるということでは

ランに基づき１０年間で５０名の職員の削減

なくて、町民みずからがともに考え、協力し

を実施中であり、思えば本町規模での５０名

て行動し、地域の課題を解決していこうとい

の削減は大幅であり、今後、職員にかかる仕

う協働のまちづくりが少しずつ定着してきて

事量の負担は大きい。

いるものというふうに考えております。

しかし、この削減計画を断行せざるを得な

個人でのボランティア活動や自治会活動な

い我が町が抱える財政事情があるのも事実で

ど、自分たちの地域をどうしていくのか、み

す。

ずから考え行動するという機運が、少しずつ

こうした執行機関の実態を踏まえたとき、
町内には、６０歳で退職を迎えた人たちも含
めた高齢世代の十分に活躍できる方たちがた

ではありますが広がっていると認識している
ところでございます。
最近におきましては、個人や自治会などだ
けではなく町内の会社、あるいは事業所で

くさんおられます。
私は、この年代の方々を含め高齢者は、我

も、社会貢献活動として排水路の草刈り作業

が町の宝の人材と考えております。宝の人材

などを行っていただいておりまして、大変あ

の活躍の場を町長はどのように考えている

りがたいことだというふうに感謝をしている

か、お伺いします。

ところでございます。

次にお伺いします。当町には、町職員がか

協働のまちづくりは、町民１人１人のまち

かわり事務的作業、事務局等に携わる外郭団

づくりへの思いのあらわれでありますから、

体というか、外部団体は何団体あるのか。ま

すぐ町民の皆さんに浸透し、成果が上がると

た、活動拠点はどこになっているのか、伺い

いうことではないというふうには考えており

ます。

ます。
成果は少しずつあらわれてきております

外部団体で職員が携わらなくてはならない

し、今後ともまちづくりをしていく上におき

団体はどのぐらいあるのか、伺います。
次に、エコ対策の取り組みとしての公用自

ましては、協働の力によってまちづくりを推
進していきたいというふうに考えているとこ

転車の導入について。
地球温暖化の進行、原油・食料価格の高騰

ろでございます。

など、さまざまな問題を抱えた洞爺湖サミッ

もっと言えば、協働でのまちづくりという

トも終了しました。今、地方自治体としても

のは、町がある限り、これはもう全町民の目

地球温暖化対策に積極的に取り組まなければ

標といいますか、そんな形で私は取り組んで

ならないことは周知のとおりでございます。

いくべきものというふうに認識をしていると
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１３番

ころでございます。
次に、宝の人材の活用の場ということでご

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

ただいま町長の方

ざいますが、町内には、仕事から離れたけれ

から、まず協働のまちづくりについての評

ども、まだまだ元気で豊富な知識と経験を

価、成果がお話がありました。私も、本当に

持った高齢者の方がたくさんいらっしゃると

この協働のまちづくりというのは、すぐ成果

いうふうに私も認識をしております。

が出るものでこないことも承知しております

現在、この豊富な知識と経験を生かし活躍

し、徐々にみんなに浸透してきているなとい

できる場として、高齢者就労センターがござ

う思いは、それは評価として徐々に浸透して

います。町の仕事を高齢者就労センターにお

るということについては、それなりに評価し

願いしていることも多くありますが、今後と

たいと思います。

も高齢者就労センターの活動を支援してまい

しかし、実際の協働のまちづくりの５年間

りたいというふうに考えているところでござ

のいろんなイベントだとか、町主催のいろん

います。

な行事だとか、町民が参加するそういうイベ

また、老人クラブ活動などで地域の高齢者

ント等を見ておりますと、主催者が大変人を

の見守りや子供会との交流、資源ごみの回収

集めるのに苦慮されておりますし、なかなか

などの活動も活発に行っていただいておりま

みんなで参加していろんなディスカッション

す。さらに高齢者の方々に活躍していただく

の場だとか、例えば町が行政報告とか業務報

場を検討してまいりたいと存じます。

告、いろんな町民との対話をしなきゃいけな

次に、町職員が事務局などとしてかかわっ

いというそういう場面でも、なかなか３人と

ている外部団体は３６団体ございます。その

か５人しか来なかったとか、そういうことも

うち、法的に設置義務のある団体が５団体と

あったりしまして、まだ協働のまちづくりに

なっております。そのほかの団体につきまし

対する熟成度というか、まだ成熟されてない

ては、活動内容に行政とのかかわりが強く、

んでないかなという思いはしております。

事務局を町職員が担当しているところでござ

そこで今回質問させていただいたんですけ

いますが、事務局の独立に向け、自主的・自

れども、質問をするに至ったその動機なんで

立的な運営のための指導を引き続き検討、あ

すけれども、そういうまだ熟成されてない、

るいは指導をしてまいりたいと考えていると

未熟でないかなという思いと、こうしたなら

ころでございます。

ば協働のまちづくりがより活性化されて活発

活動拠点につきましては、団体によって異
なりますが、町職員が事務局を担っている関

に進んでいくのではないかという思いから、
質問をさせていただきました。

係上、役場、教育委員会となっております。

以前、町中を歩いておりましたときに、あ

次に、大きな項目の２点目のエコ対策の取

る一つの職場を退職された６０歳以降の若い

り組みとしての公用自転車の導入についての

高齢者ですね、退職間近な方だったんですけ

御質問でございますが、現在、総務課に１

れども、そういう方がこういうことをおっ

台、教育委員会に１台、合計２台所有してお

しゃったんです。僕たちはまだまだ、男性の

りますが、まんべんなく活用している状況に

方だったんですけれども、６０は過ぎて現職

ありませんので、今後、有効活用するよう努

を無事に終えたけれども、６０とはいえ、ま

めてまいりますので、御理解をいただきたい

だまだ仕事ができるし、もっと退職者を積極

と存じます。

的に町はこのまちづくりに関して活用したら

以上で、高道議員の一般質問に対しての答

どうかと、活用したらいいと思う、自分たち

弁とさせていただきます。

はもっともっと働けるよって、そういうこと

○議長（吉田敏男君）

をおっしゃってる方が複数名おりました。

再質問を許します。
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その話をお聞きしまして、また自分も、
もっと前から、日ごろから、こういう自分も

いてるということは極めてありがたいことだ
なというふうに思っております。

６０を過ぎて退職しましてまだまだ、まだま

そこで具体的に、先ほど３６団体、今まだ

だというか、何かまだお役に立てるのではな

町が事務局を持っている、この事務局を持っ

いかという実感から、今回の質問に至ったわ

ているのは、これはこの間自律プランの中で

けなんですけれども、そこでこの町の宝と思

もお話し申し上げているとおり、可能なもの

われる６０歳以上の占める割合も、足寄町は

については極力、自分たちで運営できるもの

相当数高くなってきております、高齢化して

は事務局も自分たちでやってくれということ

おりますが、また、６０歳以上といっても、

で、相当数、事務局を移管してきておりま

いろんな個性の方がおりましていろんな能

す。

力、就労センターに勤められる人やら、また

今現在持っている団体というのは、さほど

勤められない人、体力的にもいろんな個人差

事務量的には多くないもので、どうしても仕

があります。

事と密接にかかわっている部分、例えば

そうした中で事務能力ですね、事務的な能

ちょっと例を挙げさせていただきますと、例

力の活用を、持っている方が事務能力を、事

えば足寄町の防犯協会であるとか家畜伝染病

務経験も４０年もされて事務能力を持ったそ

の自衛防疫対策協議会ですとか、それから足

ういう方に、この外部団体の先ほど３６のう

寄農業担い手育成センターですとかなどな

ち５は法的にあれだけども、３１の団体につ

ど、行政の中でのつながりの中で協議会的な

いては民間人が独立することができると町長

ものを組織しておりまして、その中での会議

おっしゃいましたけれども、この外部団体の

の招集ですとかそういった部分、必要最低限

事務作業をね、この退職された事務的能力の

度と申し上げるのが合ってるのかなというふ

ある方にボランティアとしてですね、基本的

うに思いますけれども、そういった団体でご

には、その外部団体の事務作業をやっていた

ざいます。

だいて、そして今まで町職員が事務作業を

決して否定をするわけでありませんけれど

やっていたところを身軽にして本来町職員が

も、今現在、町が持っている事務局に、例え

やる仕事、住民サービスだとか政策立案だと

ば経過等々がわからない方が、外部からその

か、それから企画立案ですね、いろんなプラ

任務を担っていただくことが可能かどうかと

ンに対しての、そういうことをしっかりとし

いうのは、これは検討はさせていただきます

ていただくというふうにしていただくため

けれども、これちょっとなかなか難しい部分

に、この有能な高齢な人材の宝を、この外部

かなという、そういった部分は、もう既にこ

団体の事務的作業としてお手伝いいただくと

れまでに自前の組織で事務局を担ってくれと

いうことをしていただいたらどうかと提案し

いうことで、大方はそういう自立した組織と

たいんですが、そのことについて町長はどの

いうところで移行できたのかな、こんなふう

ように思うでしょうか。

に認識をしております。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

なお引き続き、貴重な御意見でございます

町長、答弁。
お答えをいたしま

から、引き続き検討はさせていただきたいと
いうふうに思います。

す。
本当に高齢の方、一線を退いた方々で本当

以上でございます。

にすぐれた能力を有している方々、私自身も

○議長（吉田敏男君）

たくさんいらっしゃるなというふうには思っ

君。

ているところでございますし、そういう思い

○１３番（高道洋子君）

といいますか、そういう思いを持っていただ

に移行してる、お願いしているというお話も
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１３番

高道洋子

大方の方がもう既

ありました。残ってるところも少しあると思

その後、社会福祉協議会の職員として社会

いますが、町職員の方がやっぱりなかなかこ

福祉士の資格を持った方、１８年にも１人職

れから町職員の人数も減ってきますし、

員として採用された方が、昨年度、社会福祉

ひょっとしたらこれから先、５年、１０年先

士の資格を持っております。

になったら、１人の人が何個も事務的な事務

また、社会福祉協議会では、１８年にはボ

局を持つようになるときもひょっとしたら来

ランティアセンターが立ち上がっております

るかもしれないと、町職員が減っていきます

し、そうした中でそういった職員の方々がボ

から。そういう中でそういう外部団体が活性

ランティアコーディネーターとしての役割・

化したり活力を帯びるためには、やはりそう

機能を今発揮をしてきてくれているのかなと

いう忙しい町職員が担うよりは、そのことだ

いうふうに感じてますし、これからもそこの

けを考えることができる退職された高齢者の

センター含めてコーディネート機能を果たし

方にお願いしたらいいというふうに思うわけ

ていっていただけるのかなと、こう期待して

です。

いるところであります。

私は協働のまちづくりですね、これこのこ

以上であります。

とも一つの例なんですけど、今の言ったこと

○議長（吉田敏男君）

１３番

高道洋子

も一つの例なんですけれども、何かボラン

君。

ティアが協働のまちづくりにあってはこれが

○１３番（高道洋子君）

キーポイントというか、ボランティアで参加

では、芽室町にボランティアコーディネー

していくということが、一つのボランティア

ターというちゃんときちっとした公的な資格

団体をどうやって参加させていくかというこ

を持った人が設置されておりまして、その人

とが大きなキーワードというか、ポイントに

のコーディネートによってプログラムを組ん

なるのではないかなと、協働のまちづくりの

でもらったり、それからいろんな悩み・相談

場合ですね、そういうふうに思うわけでし

事を受けながら各ボランティアの団体が活動

て、ボランティアコーディネーターという

してると伺っております。ですからやっぱり

か、そういうボランティアをリードし企画し

そういうポイントになるこういう指導者とい

正しく導いていってもらえるコーディネー

うのは必要だと思うんですよね。

私の知ってる範囲

ターの設置ということについては、この協働

そういう意味で、ボランティアセンターが

のまちづくりにはどうしても欠かせない人材

もうできてるんですか──できてるんでした

だと思うんですが、そのことについてはどの

ら、資格のあるきちっとした研修を受けた

ようにお考えでしょうか、今後。

コーディネーターを設置してやっていくこと

○議長（吉田敏男君）

が望ましいのではなかろうかと思う次第で

○福祉課長（藤原

福祉課長、答弁。

茂君）

私の方からお答

す。
それと、先ほどの質問の続きになるんです

えをしたいと思います。
今のボランティアコーディネーターの関係

けれども、事務所ですね、役場だとか各団体

なんですけれども、ボランティアに関しまし

のところというふうに答弁がありましたけれ

ては、窓口としてなっていただいてるのが社

ども、いろんな団体の人たちが拠点となると

会福祉協議会でありますけれども、平成１２

ころが何か、私も自分で消費者協会の事務局

年のときに高齢者保健福祉計画、あるいは介

をやっていて３年間やってまして感じること

護保険事業計画をつくるときに、社会福祉協

なんですけれども、自分の家が事務局になっ

議会の中にボランティアコーディネーターを

ておりますと、今度、民間人が事務局を担う

置こうということで、社会福祉協議会と協議

となるとそういうふうになりますよね。そう

をしながら計画に盛り込んできております。

すると書類の山で、いろんな何年間も来るい
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ろんな縦やら横やら仲間から来る書類を、１

活動するいろんなグループが所属する一つの

枚たりとも捨てるわけにもいかずに何年間か

部屋というのは特になくてもいいということ

保存するとなると、なかなかそれを何ていう

ですかね。

のかしら、きちっと時系列的に保管しておく

それでは、何とか宝の人材の、私は宝の人
材の人材バンクのような登録制にして、そう

場所というのが必要なんですよ。
そこで、そういういろんな各種団体の人た

いう退職した暁には何かかにかの人材として

ちが一つの部屋をですね、町としては環境づ

活躍する場を、自主的に登録していただい

くりとして一つの部屋を提供いただいて、あ

て、そういう人材銀行のようなそういうもの

らゆる団体の人たちがそこに書類を管理した

も今後退職者に対して、また退職してなく普

り、またそこで会議ができたりといったそう

通の事業主の方でもいいんですけれども、第

いう部屋の提供も必要でないかなと思うので

一線をおりた人たちにこういう人材バンク登

すが、その活動拠点ですね、それはどうで

録制というのもシステムとして立ち上げるの

しょうか、そのことについて。

もいいのではないかなと思うんですが、その

○議長（吉田敏男君）

ことについてはいかがでしょうか。

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

す。
議員仰せのとおり、例えばボランティアの

町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

方々が自由に活動できるようなそういった拠

まず一つに、就労を目的とする高齢者の方

点となるところ、これは今後十分検討してま

なのか、あるいはボランティア活動として活

いりたいなと、こんなふうに思います。

動をしたいという意欲を持っておられる方な

それから、具体的に今消費者協会のお話も

のか、それぞれの考え方によって分けられる

ございました。当然、行政として消費者行政

のかなという気はしているところでございま

という部分も担っているわけでありますか

す。

ら、具体的に何かそういったことがあるとす

先ほどでも答弁をいたしましたけれども、

れば、担当の方に相談いただければ、既存の

就労を希望するという方であれば、今現在は

公共施設の中で仮に対応が可能なのかどうな

高齢者就労センターで登録をしてもらうとい

のかも含めて、それは十分に検討させていた

うことかなというふうに思っております。

だきたいというふうに思いますので、どんど

それから、その他のボランティア等でのバ

ん提言なり相談なりしていただければと、こ

ンク的なものということにつきましては、例

んなふうに思うところでございます。

えば教育委員会の生涯学習の中において、指
導者等々いろんな経験をお持ちの方いらっ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１３番

高道洋子

しゃる方については、登録をしていただいて
というような取り組みもしているというふう

君。
消費者協会も一つ

に思っておりますので、今の提言いただいた

の例なんでけれども、また、ほかの例えば事

こと、本当に貴重な人材の活用をするという

務所を役場から一般住民の方が事務局を担っ

部分でいきますと、これは就労はちょっと別

た場合のときは、それは役場の担当のところ

でありますけれども、そういった部分につい

で拠点にしてるから、それはそれでいいとい

ては、これは教育委員会、あるいは関係団

うことですか、言ってる意味がね。

体・機関等とも今後のあり方はまた連絡を取

○１３番（高道洋子君）

事務局として担当、例えばそしたら担当部
局が職員が事務局を持っているから、それは
特に事務局の部屋というのは、特にみんなが

り合いながら、十分に検討をさせていただき
たいというふうに思います。
以上でございます。
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○議長（吉田敏男君）

１３番

高道洋子

いうと、これは決してそうはなっていないと
いうふうには思いますけれども、私も機会あ

君。
まちづくりのキー

るごとに、いろいろ御指導やら御協力をいた

ワードというか柱は、ボランティアの人たち

だきたいということは、それは場面場面でお

の理解と活力というか、ボランティア活動が

願いを申し上げているところでございます

最高の最大の協働のまちづくりをしていく、

し、本当に議員仰せのとおり、貴重な経験、

推進していく上でのかなめになると、そのよ

豊富な経験、知識を持っておられる方々がた

うに思うものですから、このボランティアに

くさんいらっしゃいますから、引き続きまた

対する絶大な理解と環境づくりを町としても

いろんな分野で、ありとあらゆる分野で活用

やっていただきたいと思います。

を、あるいは活躍をしていただければなと、

○１３番（高道洋子君）

それで、そのボランティア活動をしていく

そんな意味では、私からも、顔を見るたびに

場合の一つのポイントになると思うキーマン

何らかの協力をお願いしていくということで

となるというか、それは町の退職者の方たち

努めていきたいというふうに思いますので、

の意識変革というか、協力なしにはだめでな

御理解いただきたいなというふうに思いま

いかなというふうに思うのです。

す。

もちろん退職者の方は４０年間、本当に一

以上でございます。

生懸命町民のために気使って働いて、ほっと

○議長（吉田敏男君）

したところで開放されて、もう何もしたくな

君。

い気持ちはわかりますけれども、やはり退職

○１３番（高道洋子君）

後にせめて６５歳まででも、７０歳でも大変

にいたしましても、やっぱりすぐということ

お元気でお若いですから、能力の程度によっ

にもならない場合もあると思います。心の準

て、能力の得意分野によって、そういう退職

備も本人の計画もありますから、だから退職

者の方に絶大な御協力をいただくということ

までの４０年間の間に、やはりそういう退職

への働きかけと、これは町長のきっとお願い

したらボランティアに何らかにかかわってい

の世界になると思うんですけれども、そうい

ただけるようなそういう意思改革というか、

うことに対する御協力の呼びかけ、そのこと

そういう研修というか教育というか、そうい

については町長はどのようにお考えでしょう

うことも今後若い人たちに必要なのではない

か。

かなと思います。よろしくお願いしたいと思

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

１３番

高道洋子

その退職後の協力

います。

町長、答弁。
お答えをいたしま

次に、自転車の関係、エコ自転車の関係に
ついてなんですけれども、エコ対策としての

す。
これまで私どもの先輩たちが定年を迎えら

自転車なんですけれども、やはり現在公用車

れて役場を退職された方、町内にも本当にあ

として２台あるということですか、認知され

りがたいことに数多く足寄町に残っていただ

て──そうですか。
それで、何人かの方に聞くと、いや、結構

いております。
その中でいろんな分野、例えば福祉の関

活用してるんですよという、総合体育館から

係、あるいはこれも福祉ですね、介護者の会

町民センターまでおりてくるんですよとか、

等々含めて多くの退職者の方々、先輩の方々

そういう帰りはちょっとしんどいけど、そう

がそういったボランティア活動任務を担って

いうお話も伺いました。
私は、２台というのは少ないと思うんで

いただいてるというふうに私は認識をしてお

す。ないよりはいいと思うんですけれども、

ります。
ただ、退職者の方全員がそうなってるかと

この役場の中にいる人たちがいろんな用事で
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町の中へ出向くときに、やはり自転車に乗っ

う、ですからむしろ先ほど申し上げたとお

ていただいて、ちょっとしんどいかもしれま

り、自分で乗ってきている自家用自転車で出

せんけれども、これからの原油高だとか、そ

かけてるという姿を私が見てるんだというふ

れからエコの問題からも地球温暖化の対策

うに思います。そのことも含めて、また今後

等、そういうこともエコとして、エコの取り

検討させていただきたいというふうに思いま

組みとして自転車に乗っていただいて、この

す。

自転車というのは、公用車で行きますと、た

以上でございます。

だ用件を足していっておりて用事足して、そ

○議長（吉田敏男君）

してばたんとしめてぱあっと帰ってしまうと

君。

いうことで、あ、もう一つ用事があったんだ

○１３番（高道洋子君）

わと思っても、なかなか車というのはぱっと

ましては、自分の自転車で通うと、事故った

行ってしまうし、それから町中で役場の人を

ときに何というのかしら、公務災害とか、公

見かけても、ちょっとちょっとという声をか

務災害というか、そういう保障も何もないこ

けるにしても、自転車だったらね、往復の間

ともありますしね、きちっと公用自転車とし

にもあいさつができたり、何か用事あったか

ての認知された中で使っていくということが

いとか、また足元を自転車に乗りながら見る

望ましいのではないかと思います。

１３番

高道洋子

エコ自転車につき

こともできますからね、もっと複数台、５

もし下愛冠団地のように遠いころでは、電

台、１０台、２台以上それを設置・導入して

動自転車ということもありますし、自転車屋

活用を図るべきでないかなと思うのですが、

さんで聞きますと、普通の自転車で１万以下

いかがでしょうか。

であるんですね、１万以下から電動になると

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

数万円ということで、公用車買うよりはずっ

町長、答弁。
お答えをいたしま

とずっと安いですし、またガソリン対策にも
なりますしね、やはりもし余り使ってないん

す。
最近やはりガソリン代の高騰等もありまし

ならそういう使うような啓発・啓蒙運動も今

て、職員自体が通勤に際しても、かなりの職

後していったら、そして本人の、私は、高道

員がここ最近は自転車で通勤してるという職

には言われたくないと思うかもしれませんけ

員も見立っておりますし、それから町中の利

れども、メタボの対策にもなりますしね、健

用という分でいきますと、自分の自転車で出

康対策にもなるし、何よりも一番のメリット

かけるという職員も、正確な調査をしたこと

というか波及効果は、町民との対話ができ

はございませんけれども、そういう姿も私も

る、それが大きなまたいろんなことを町民か

実際見受けているところでございます。

ら相談を受けられるということが、その機会

議員仰せの今後自転車、公用自転車の増大

を自動車よりは多くなるということがガソリ

台数という部分につきましては、また実際の

ンの対策よりも大きいのではないかなと思い

実態調査、あるいは職員との要望等々も含め

ます。

て調査をしながら、可能であれば、必要であ

また一つ、この間ラジオを聞いてましたら

れば台数をふやしていくということも検討し

ね、ラジオでエコ通勤手当というのをしてい

ていきたいなというふうに思います。

る役所があつたんです。これは１キロメート

率直に申し上げて、今、役場の方に１台、

ル１０円ということで、大体徒歩と自転車の

それから教育委員会に１台あるわけですけれ

人だから５キロか１０キロ、まあ１０キロの

ども、教育委員会の１台はフルに使っている

とこから往復１０キロだったら１００円だと

という報告を受けてますけれども、役場にあ

いうんですよ。そうすると２０日間通勤して

る自転車についてはさほど使われてないとい

月２,０００円ということでこれがエコ通勤

― 33 ―

くりを今後取り組んでいっていただきたいと

手当と。
先ほどの町長の答弁から聞きますと、役場

思うわけです。最後に、町長の今後にまた後

の人が結構いると聞いておりますんでね、そ

半にかける協働のまちづくりにかける構想の

ういうふうにして奨励していくことが一つの

決意をお聞きしたいと思います。

方法ではないかなと。そうやってしなくて

○議長（吉田敏男君）

も、どんどんたくさんいるんだよということ

○町長（安久津勝彦君）

であればまた別なんですけれども、そういう

す。

実施しているところがあるということに対し

町長、答弁。
お答えをいたしま

本当におかげさまで今数多くの団体、これ

て、どのように思いますか。

はボランティア活動も含めて福祉の関係含め

○議長（吉田敏男君）

て、あるいは婦人の連絡会議、あるいは議員

総務課長、答弁。
自転車によるエ

もかかわっている消費者協会も含めて、おか

コ通勤ということでの通勤手当ということで

げさまで本当に多くの団体が設置がされまし

ございますけれども、今、例示されましたよ

て、いろんな分野で、町の中歩いていただけ

うなキロ数的なものについては、我が町に該

ればわかるとおり、婦人団体の方につきまし

当をいたしませんので、居住的な距離から考

ては街路の花の整備をしていただいたりです

えてですね。そういったことで通勤手当に勢

とか、あるいは介護者の会の方につきまして

いそこに行くということは、まだ想定されな

は、本当に自分たち、役員さんたちは自分た

いのかなというふうに思っております。

ちが決して介護者を抱えてるわけでありませ

○議長（吉田敏男君）

ん、介護をする方を抱えてる方、これらの

○総務課長（大塚博正君）

１３番

高道洋子

方々のいやしといいますか、励みといいます

君。
それでは最後に、

か、そういったところを支えていただいてい

協働のまちづくりについての質問の中でも、

る方、あるいは病気の方々、通院するための

本当にみんなが喜んで町の行政的な会合に

輸送のサービスですとか、いろんな方々がボ

も、また、町が住民サイドで計画した大きな

ランティア活動にかかわっていただいてると

研修会やらイベント等、たくさん限りなくあ

いうことでございます。

○１３番（高道洋子君）

るわけですけれども、そこに町民が本当に喜

まさしく議員仰せのとおり、これからのま

んで参加したいという、主体的に参加してま

ちづくり、自律プランにもうたっておりま

ちづくりを盛り上げていくという、例えば今

す。自助・共助・公助という形の中で、やっ

回の盆踊りとか花火大会等、１００年行事の

ぱり自分たちでできることは自分たちでやろ

あれは結構な何割も人数が多く集まるほどの

うやということを根底にこれからも据えなが

盛況ぶりを見せたんですけれども、ありは

ら、まちづくりを推進していきたいというふ

やっぱり財源的にも、また外部からの有名人

うに思いますので、ぜひ今後も御指導やら御

を招いたということもありますけれども、や

協力を私の方からもお願いを申し上げて、答

はりああいうことが日常茶飯事的に、ああい

弁とさせていただきます。

うお金をかけなくても、また外部からそうい

○議長（吉田敏男君）

う講師を有名人を招かなくても、にぎわいと

道洋子君の一般質問を終わります。

盛り上がりと、そして住民が喜んで参加して

次に、８番

これにて、１３番高

高橋幸雄君。

いけるようなそういう協働のまちづくり、ま

○８番（高橋幸雄君）

た自分たちも、協働のまちづくりと思わない

３回足寄町定例会に、２点について一般質問

までも、町の行政に何らかのかかわりをして

を行うものでございます。

るんだという自覚と意識、認識ですね、そう
いうようなものが持てるような協働のまちづ

私は、平成２０年第

第１点は、定住及び移住対策の件でござい
ます。
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この件に関しましては、過般の議会でも質

り、本町の人口は年々減少し、過疎化に歯ど

問の経過がありますが、現状置かれている町

めがきかず、少子化・高齢化が進んできてお

の状況を踏まえ重要課題の一つとしての認識

ります。

から、再度お尋ねをするところでございま

２００７年から団塊の世代と呼ばれる人た
ちが定年を迎えており、その人たちに我が町

す。
足寄町の人口動態は年々減少し、総合計画

に移住をと誘致を始めている自治体が道内に

において統計試算では５,０００人台の数値

も多くあります。本町においては、既に新規

が示されております。高齢化率が高まり、担

就農により移住されている方がおり、地域の

税能力が弱い現状のまま推移いたしますと、

活性化にもつながっているところでございま

当然、自主財源である町税が減少することは

す。
新規就農を目指し移住に関心のある人たち

火を見るより明らかであります。
団塊世代の大量退職者を見込んで、道内の

に対しては、北海道のホームページのＩＪＵ

自治体でも検討されている実態がございま

ターン関連情報に本町の農業後継者就農育成

す。移住・定住誘致を積極的に展開して、過

資金貸付事業、新規就農者等誘致促進事業の

疎化の脱却を目指す政策展開が急務であると

内容等を掲載し、情報を提供しております。

思慮するところであります。町長の所信のほ

今後、移住・定住促進のための検討や、団
塊の世代に限らず移住希望者への情報の提

どをお伺いをいたします。
２点目は、商業地域の活性化対策について

供・相談を行うとともに、高速通信網などの
情報通信基盤の整備要望や下水道整備などの

でございます。
商業地域の活性につきましては、長期間と

生活環境の整備や高齢者福祉の増進、医療の

実質３億強の公費を導入した経過がありまし

確保など、安全で安心して暮らせる住みやす

た。安久津町長が就任後、この事業を中止と

いまちづくりを進めてまいりたいと考えてい

決断したことにより、関係者から大きな非難

るところでございます。

と受益者の人生設計を狂わす悲嘆と憤りの声

次に、２点目の商業地域の活性化対策につ

と、公費の冗費につながったところでござい

いての御質問でございますが、町中で多くの

ます。町長は、歴史のある商業地域を現状の

人の交流が生まれ、活力みなぎるまちづくり

まま放置するお考えなのでしょうか。

を目的とした中心市街地活性化事業を推進す

国策では、商業地域大型店舗等を市街中心

るため、足寄町中心市街地活性化推進協議会

地からの郊外への設置政策がとられました

の中に商業再編検討委員会、再開発事業検討

が、現在は中心市街地が空洞化され、財政支

委員会、ＴＭＯ策定委員会の各専門委員会を

援制度も含めた市街地を活性化するための法

設置し、課題解決に向け取り組んだ経緯はあ

律整備がなされてる現況でございます。

りますが、解決できない課題として、権利者

私は、このような実態から、関係者が希望

の意向が不明、商業核施設の中核をなすスー

の持てる夢が広がる商業地域を、駅前周辺整

パー部門の業務提携の条件整備等が不透明、

備との整合性をとりつつ政策展開すべきであ

商業核施設の敷地購入についての関係者協議

ると考えるところでありますが、町長の所信

が不十分、商業核施設を中心とした再編計画

のほどをお伺いをいたしたいと存じます。

を進めるためのまちづくり総合支援事業の補

○議長（吉田敏男君）

助期間と事業完了の不整合性などの理由か

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
高橋議員の一般質

ら、課題を総合的に考慮し、平成１６年度の
国への予算要望について、市街地再開発事

問にお答えいたします。
まず、１点目の定住及び移住対策について

業、まちづくり総合支援事業ともに要望をす

の御質問でございますが、議員仰せのとお

ることはできないと判断し、平成１５年９月
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５日足寄町中心市街地活性化推進協議会への

を活用することになります。

報告、同年９月９日開会された足寄町議会第

そのためには、中心市街地活性化協議会に

３回定例会におきまして行政報告をさせてい

より、国の認定基準に沿った中心市街地活性

ただいた経過がございます。

化基本計画を整備し、中心市街地活性化本

本町商業地域を取り巻く現状は、車社会の

部、これ本部長は内閣総理大臣となっており

進展や経済状況など、さまざまな要因に伴う

ますけれども、ここの認定が必須条件となっ

消費者ニーズが帯広圏の大型商業施設への流

ていることから、地元商工業者本人及び地元

出傾向にある中で、足寄町商工業全体が魅力

商工会等の主導による確かな事業の実効性を

ある業種、業態に変化していかなくてはなり

網羅した基本計画策定の条件整備が整えば、

ません。

前向きに検討を図りたいと思います。

そのことにより、今後の購買行動に大きな

ことし７月、商工振興活性化対策及び町民

変化を与えるとともに、地域住民の生活感覚

の利便性を目指して、商工会、金融機関、行

をどう生かせるかが今後の課題です。

政で構成する商品券等特別委員会を設置し、

そのための方策の一つとして、今年度から

協同組合足寄スタンプ会、商工会の公共料

平成２２年度までの３ヵ年計画にて実施しま

金、これは銀河カード、さらには商品券での

す「あしょろ銀河ホール２１地区」道の駅機

公共料金支払いの実現性に向け検討中であり

能充実と、本町の交通・商業・観光等の中心

ます。

的役割の構築を目指し、一体的な整備に着手

今後、一定の方向性及び制度内容等が具現
化した段階において、所管委員会に報告させ

いたしました。
あしょろ銀河ホール２１地区、道の駅とし

ていただきたいと考えております。

ての役割として、交通のネットワークの拠

終わりに、足寄町商工会（地域振興委員

点、足寄の顔、にぎわいの発生装置、町と駅

会）において、町中に存在する空き地・空き

の記憶装置、防災拠点などが挙げられます

店舗対策として実態調査を展開中であり、今

が、特に商業地域への誘導を目指しておりま

後、理事会にて報告・検討されることになっ

す。

ており、具体的な支援要請があった場合に

新たな道の駅完成に向けて、年次計画に

は、積極的な対応を検討してまいります。

沿った外構工事にかかわる実施設計及び駅中

今後とも地域住民、町議会及び各種関係団

の改修基本設計、事業運営計画について業務

体等の御理解と御協力を得ながら、事業の推

委託し、庁内検討会議、道の駅あしょろ銀河

進を行ってまいりたいと考えておりますの

ホール２１周辺整備検討委員会及び各関係機

で、御理解を賜りますようお願いを申し上げ

関との有機的な連携強化を図り、空洞化が進

ます。

行する中心市街地や防災上危険な密集地など

以上で、高橋議員の一般質問に対しての答

都市基盤の整備とあわせて、街区の再編を行

弁とさせていただきます。

う土地区画整理事業の継続による土地の有効

○議長（吉田敏男君）
８番

利用の促進を図ってまいります。

再質問を許します。

高橋幸雄君。

また、中心市街地活性化に向けて、改正中

○８番（高橋幸雄君）

心市街地活性化法が平成１８年８月２２日施

させていただきます。

それでは、再質問を

行されたことにより、平成１３年８月２４日

まず、第１点目の移住・定住政策の関係に

国に提出しました足寄町中心市街地活性化基

ついてでございますが、これ本日の冒頭の一

本計画が失効したことから、今後における商

般質問の議員の中でも、それらしき政策展開

業の活性化に向けた総合的な支援策について

の一般質問があったわけでございますが、先

は、改正中心市街地活性化法による各補助金

ほど私申し上げたのは、過般の議会の中で、
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八雲町の例を引用いたしまして一般質問をし

いかなかった。

た経過がございます。失礼しました、八雲で

その結果として、まあ、議会も議会なん

なくて伊達でございました。失礼しました、

だ、正直申し上げて。夕張の関係の職員が当

伊達市の例がございますね。

町の職員として在職してますからね、当然御

医療制度の問題、気候風土の問題と、足寄

案内のとおりなんですけどね、議会も議会で

町と比べものにならないんですよね。そのこ

すね、あれだけの財務を全然チェックも、監

とは十二分に承知しておりますが、やっぱり

査委員も監査委員ですよ。だから当時の中田

現状のままね、現状のまま自律プランをその

市長さんだけ悪くは私言えないと思うんです

ままいくと、どういう結論がもうはっきりし

よね。すべてが了として、よかれと思って過

てるわけですよね。

ぎた経過なんですよ。

人口が衰退して、人口が衰退するから、

それを今度足寄町に置きかえたら、今現状

私、議員になったころ約１２億ぐらい、約町

ではっきり言えることは、自律プランの状況

職員の給与賄えるぐらいの担税能力があった

でこの１０年間、１９０億の資本事業投下を

んですよ。昭和５０年、あの５０年代はね。

やってね、一番多いのは一昨年一番多い。私

今はそうじゃございません。

が議員になって最高３５億強ですよね、投資

今はもうやっと、職員を５０名強、この自

事業が。役場庁舎があった、一連の関係があ

律プランの中に減らしてきて、それでもやっ

りましたから。私は３４年間で、そして一番

と間に合うかという状況ですね。そういうこ

多いのは一昨年の投資事業、最高額ですよ。

とになるとどういう現象かというと、全く職

これからどんどん減っていって、自律プラ

員を採用しないということは、定住人口が少

ンの見直しして、一けたという投資事業年度

なくなるということに相通ずるんですね。

はないように認識してございますけどね、し

私、かつて議会でもこういうことを申し上

かしながら、先見ていくと私はかなり多難だ

げたんですよ。企業誘致もできない町村は、

なと。そのためには、しかるべくやっぱり政

一番いいのは地方公共団体がみずから一つの

策理念は展開をしていかなければ、それじゃ

事業展開を、あるいは事業展開に属したこと

あ、それができないんならまだまだ歳出を減

を展開することだと、それが一番いい受け皿

じるか、歳出を減じるか、二つに一つなんで

だと申し上げたことがありました。

すよ。

きょう、９番議員の発言の中にも一部ござ

私ね、町長、このお盆期間、かつて農林水

いましたけどね、私は、やっぱりしかるべき

産省に東大法学部出ていた方が九州のある市

政策理念がなければ、このままどんどんどん

の市長に立候補して、民主党の推薦で出たん

どん衰退していっても、ただ一つあること

ですよね。６年間務めて町村合併で、保守地

は、議会があってあなた方がいて、それらに

盤の強いとこだったものですから落選されま

携わった方がそれだけの所得があってそれな

してね、今、中央大学と慶応大学の講師やっ

りの退職金がいただいて、そして町の状況は

ていらっしゃって、その方の著書を何回も読

今でも絵にかける状態ですよ。

まさせていただいたんです、このお盆中に。

１９６０年代、夕張市が１１万強で、今１

彼、浪人になってから横浜の中田さん、中

０分の１ぐらいですよね、夕張市が。あの状

田市長さんが助役に選任、副市長に、だけど

況は、産炭地という何にもないところから石

議会の同意ならんかった経過があったように

炭産業で町を起こして、そもそもの大失敗

書いておりましたけど、彼がいわくには、彼

は、やはりその産炭地政策が終わって、何に

がいわくには、自分のそういう経験則から、

活路を見出すかというとこに観光政策を展開

改革はなぜ失敗したのか。

した、当時の市長さんね。しかし試算どおり

やっぱりまず選挙に負けたことは、保守地
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盤の強いとこだと。原口一博さんという代議

がないと、定住はなんていうことは、とても

士おりますね、今でも、民主党の議員ね。あ

でないけど、何ぼ議論をしても声を高らかに

の方もよく覚えていらっしゃって、もちろん

話しても、道内で、あるいは十勝管内だっ

職員だったから、農林省当時ね、そのい

て、過日の新聞報道でございましたように

ろんな絡みあったそうですけどもね、書かれ

ね、芽室と音更さんぐらいでしたか、伸びる

てましたよ。

の。

これからやっぱり地方自治体に課されるの

どこか限られた、うちの町も減になります

は、やっぱり民間発想の経営手法と経営理念

しね、２〜３町でしたよね。それは客観的に

だと、こうおっしゃってる、経験則からおっ

わかるんですよ、それはもう。私ね、この辺

しゃってるんですよね。

でやっぱりもう少しシンクタンクの力を生か

私は、やっぱり足寄町にそれがなければ、
もうどなたの町民に何回会合しても、やっぱ
り協働のまちづくりも結構ですよ、そういう

した方いいと思う、残り２年間、思い切っ
て。
私に言わせれば、あの自律プランをそのと
おりただやるだけだったら、自身の計画を計

ことはそういう理念は結構。
だけど現実的には財務がついて回らんこと

画どおり着実に執行していく、執行しました

には、今、自律プランの状況をみんなかいま

というふうに終わってしまう。何かそこに

見たときに、今回の見直しで、今年度の見直

やっぱりハードでなくソフトの面の中でね、

しで起債も８億強から、額は地方債との絡み

エビでタイ釣れとは言いませんけど、何か

で２８億強でしたかね、２６億強でしたか伸

やっぱりもうちょっと、もうちょっとどころ

ばしてましたね、起債残高がね。そういうこ

でない、まだまだやはりいかないと、過般の

とからいくと、最後の平成２６年の話してる

議会の中で新規就農の移住の話は答弁されて

んですよ、当初８億強でしたね、８億４,０

ましたよね、そしたら現状も同じですよね。
あれから２年数ヵ月たったんです。２年数

００万かでしたよね。
だから、やっぱり数字はやっぱりうそをつ

ヵ月ですね、私が一般質問してから。現状、

かないので、たまたま運いいのは、あなたが

私そんなに変わってないと思うんですよ。ま

一番運いいのは、まず今の銀河線鉄道の非常

た、もう一つは、立場逆になっても、そんな

に棚ぼた的な特定財源入ったということです

に変えれるもんでないこともまたこれも事実

ね。

なんですよね。だからあなたに批判のための

副町長らしい仕事を一つやったのは、その
処分について非常に適切な処分やった、その

一般質問をぶつけてるつもり毛頭ないんです
ね。

ことによって財源的には、それともう一つ

だから、お互いにやっぱり議論するとこは

は、やっぱりもう少し大きな要因は、あの自

議論して、いかにこれからの町民の負託にこ

律プランのプラン表見ればわかる、議員の人

たえた政策展開をしてね、本日の議会議員の

方はみんなわかると思いますけどね、地方交

中から、先へ向けた平成３２年なり２６年な

付税が本年度４０億強に書かれても、実際４

り、自律プランにおいて人口数値が出てまし

１億ぐらいですか、今の予算提案してるの

たね、町長も答弁されてましたね、それはも

は。実際３２億ぐらいだというふうに思いま

うはっきり目に見えてることなんですよね。

すね、当初は。

年に１００人ずつ減っていくと、亡くなる方

そういうとこでいい意味での狂いは生じて

と出生する方と外へ流出、新卒者とね、それ

ることは事実ですけども、だからそういう

を何らかの形でやっぱり、そして町長おっ

やっぱりことの事業理念がないと、あるいは

しゃることもわかるんですよ。

経営理念がないと、あるいはまちづくり理念

まず一つは、団塊の世代の大量の仮に定住
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の方を人口増と加えた場合、扶助費的なも

住民の皆さん方と密接な関係を築き上げるこ

の、福祉的なものすべてがね、所得があって

とができるというそんな思いもありますか

担税能力あるときはよその町で御活躍いただ

ら、私は、行政運営が可能であれば、何とか

いて、うちの町へ来てみんなお抱えするとい

独自ででも何とか知恵を出し合いながら生き

うこともまた、これもまた事実ですよね。そ

残っていきたいというのがこれは本音ではあ

れもあなたのおっしゃってることもまた事実

りますけれども、しかし、これはもう御案内

だと、先ほどずっと拝聴しておりました。

のとおりのこの町、我が町だけではありませ

だから、それだけでは私はだめかなと。も

んけれども、この財政構造からいくと、何ぼ

う一歩やっぱり突き進んだことをね、あなた

そうこぶしを振り上げてみても、現実問題と

方は足寄町で一番２人は収入が多いんです

してそれが可能なんですかと問われたときに

か、ドクター、特定のドクター除いてね。そ

は、これはやはり今合併新法ができておりま

れだけの労働の対価に合うようなやっぱりお

すし、それからまた、最近では国も当面する

仕事をしていただかなくちゃ、やっぱり胸を

方針みたいなものを掲げました。いわゆる基

張って。それだけやっぱり全幅の信頼を与え

礎自治体というのは、人口規模が３０万人で

てそのポジションにお座りになっていただい

あるだとか３５万人であるとかというこうい

てるんですから、御所見をどうぞ。

うことでございます。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

ちょっと長くなって申しわけありませんけ

町長、答弁。
お答えをいたしま

れども、これらに対応するべく十勝の町村会
としては、これは過日、議員からも、何で１

す。
るる提言も含めて御質問をいただいたとこ

０年なんだという厳しい御意見もいただいた

ろでございます。御案内のとおり、私は平成

ところでありますけれども、何も、議論する

１５年の５月に首長に就任をしたということ

んであれば５年もあれば十分でないのかと、

でございます。

これは私もある意味、仰せのとおりかなとい

翌年には大幅な、これは我が町だけではあ

うそんな思いもし、私も、その議論の場では

りません、全国的に大幅な、地方交付税のも

一定の私の考え方も申し述べさせていただい

う大幅削減という状況になったと。

ておりますけれども、現実は、現実は十勝、

あわせて、この間合併協議、これは国主導

将来は１市構想に向けて、当面は広域連携を

による合併推進ということで合併協議、合併

模索しようと、できるとこからやっていこう

にかかわる課題にも直面をしたということで

ということで、これも御案内のとおり何項目

ございます。そういう中で、まず合併協議が

かの協議を進めているという状況にありま

不調に終わったということで、これはもうい

す。

や応なしに、好むと好まざるにかかわらず、

ちょっと前置き長くなりましたけれども、

当分の間はこれはもう我が町自立をしていか

いずれにしても、今、私に課せられている一

なくちゃいけない。

番の重要課題といいますか、私自身が思って

もちろん私の根底にあるのは、これはいろ

いるのは、やはりこういった財政状況にある

んな機会に私の思いということは御披露させ

中で、もっと端的に申し上げれば、私が首長

ていただいておりますけれども、可能であれ

に就任したときに、約概算で普通会計で１２

ば、私は合併などしたくない、生き残れるん

０億程度の借入金、さらには全体でいきます

であれば、ちょっと悲観的に聞こえるかもし

と１５０億を超えるような借入金、これを何

れないですけれども、規模は小さくなって

としても減らしていくと、これは自主財源が

も、これ言葉を変えれば、小さければ小さい

乏しい中で何としても減らしていく。

ほどこの行政体といいますか自治体、これは

さらには、そうはいっても、いきなり投資
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的経費を下げるということになりますと、こ

思いといいますか、銀河線廃止をせざるを得

れまたいろんな町内の経済の状況も含めて大

なかった、その結果として一定の基金が我が

変なことにもなることも予想されるというこ

町に入ってきた。

ともあって、自律プランの策定、あるいはそ

あるいは風倒被害があった。これも支庁長

こと連動する総合計画の策定というようなこ

に、大変な被害あったから特交ふやしてくれ

とで、この間、町政運営に当たらさせていた

ということで言ってましたところ、おかげさ

だいているところであります。

までといいますか、高値で売れたということ

そういう意味では、私、改選のときにも、

もあって、後から逆に支庁長から冷やかされ

これもたしか熊澤議員さんの質問を受けたと

た部分もありますけれども、そんなことも幸

きに、あなたの今回の政策といいますか、具

運といいますか、そういうことにも恵まれま

体的なものは何だったんだということで御質

して、当初策定をいたしました自律プラン

問受けました。

を、いい意味で上回るような形の中で推移を

率直に言って私も、こんなことやりたい、

させていただいてるというようなことでござ

あんなことやりたいということを掲げて選挙

いますから、そういう意味では、議員御指摘

戦に臨みたいというふうには思いました。

のとおり幸運に恵まれたのかな、そんな思い

もっと言えば、マニフェストなるものをつく

もしております。
そこで、議員御指摘のとおり、つらい時代

るかなとも思いました。
しかし、率直にそのときも答弁させていた

であれば、むしろ行政みずからが事業展開を

だいたとおり、現下の財政状況の中では、こ

すべきでないのか、もっと言えば、雇用の場

れは花火として打ち上げるのは簡単でしょ

を確保すべく施策の展開も必要でないのか

う。

な、こういう御指摘もございます。

しかし、これが本当に実効性があるかどう

私も、実は職員時代に当時の理事者に、町

かという部分でいきますと、これは私自身、

の中で雇用の場を確保するということは、表

極めてそんな総花的なことはすべきでない、

現の仕方悪いかもしれませんけれども、足寄

もっと言えばできないという、むしろ今はあ

町内においてはやっぱり行政、役場が一番の

る意味、ちょっと耐えるという言葉を使って

大企業だと、そういう意味では、ここが職員

はちょっと適当でないかというふうに思いま

を雇用しないということになれば、どこの民

すけれども、ともかく先ほど申し上げたとお

間会社が、あるいは農協なんですか商工会な

り、今は堅実な財政運営をいかにやっていく

んですか、あるいは土木・建設会社なんです

か。

かと、こんな議論も当時の理事者ともしたこ

そして、そういう中にあって町の中の経済

とを記憶もあります。

を、これはもうすばらしいということにはな

私も、ある意味そこが担わないとなかなか

らないにしても、いかにどの時点で食いとめ

大変という思いはありますけれども、現実問

ながら経済を回すことができるのかな。

題としては、自分の思いとは裏腹といいま

これは行政だけで回すなんていうことにな

しょうか、現実的対応としましては、やはり

りませんけれども、それを行政が果たすべき

町の職員も減らさざるを得ないという状況の

役割ということもやはり意識をしながら、予

中で、自律プランでは、先ほど高道議員の質

算編成もしていかなくちゃいけないというふ

問にもあったとおり、自律プランの中で当面

うに思っておりました。

して５０名の削減ということでありますけれ

そういう中で具体的に議員からもお話があ

ども、既に私が就任してから、正確な数字で

りました。これ幸いにしてという言葉が合っ

は押さえてませんけれども、たしか私の記憶

てるかどうかわかりません。一方ではつらい

では、もう４０人強の退職者補充をしないと
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いう形の中で純減を図ってきているという状

○８番（高橋幸雄君）

町長ね、私考えてる

況にもなっております。

のは、今、地方公共団体が一つの雇用の場を

そういう中で何とか雇用の場というのは、

創出するのは、こういう状況の町村では、や

これは自分で言ってることとやってること、

はりそれがもう人口対策を考える最良だよ

自分自身でも相矛盾をしているなというふう

と、このように申し上げてるのは、昔はよ

に感じながらも、行政運営に当たらせていた

く、私はちょうどあなたで町長４人目ですよ

だいているというようなことでございます。

ね、町長４人目。

また、あわせて新たな事業展開、先ほど矢

４人の町長を見て、当時、小林町長のこ

野議員さんの具体的な御質問もありました。

ろ、ずっと経済が右肩上がりでずっときた。

例えば独自に飼料センター、工場をできない

議会議員も要望・陳情型で、自分で何もやら

のか、あるいはその前の議会では太陽光発電

なくても、経済情勢がそういう情勢なもんで

所できないのかと、こんな御提言もいただき

すから、おのずからインフラ整備がなされた

ましたけれども、これもまたこういう状況で

経過ありますよ。具現化していった、政策の

ありますから、これは判断といえば判断とい

具現化した経過あります。

うことになるかもしれませんけれども、御案

今そんなパフォーマンス的なことは許され

内のとおり、今現在一つ残ってます三セクの

ない状況ですよ。いかにこの厳しい状況の中

あしょろ農産公社の経営状況もなかなか厳し

でいかに生き残り戦略を図るかということ

い状況に陥っているということで、ここもま

を、お互いに知恵を出し合ってぶつけ合って

た新たな展開につなげれるのか、あるいは最

いかなきゃならんですよ。

悪のことも視野に入れなくちゃいけないの

そういうときに町の職員をふやせとか、そ
んなことを私は申し上げてるんではなくて

か。
やはり事業展開するにあっては、どうして

ね、町がみずから、例えば東北のある市長が

も経営ということをやっぱり頭に入れなく

立候補のときに、今の高齢化社会の中で受け

ちゃいけないということもあるのも事実だと

てこの状況で、我が市の状況からいって企業

いうふうに思います。

誘致は無理だと。何かったら、やっぱり老人

そういう意味では私は、可能であれば、や

福祉政策を展開して、みずからやることはも

はりこれは従来から言われてるとおり、民間

う武士の商法でだめだと。そういう事業体を

活力をやっぱり活用する、民間の方がやっぱ

やっぱり引っ張ってきて、土地ぐらいただで

り中心になっていただく、そしてそこに行政

提供してもいいじゃないか。

が必要な支援をしていくと、こういう形が私

病院経営もしかりだと思うんですよ。固有

は一番ベターなのかなというふうに思ってお

名詞はちょっと、病院の固有名詞上げません

ります。

けどね、もうそういう時代にさしかかってる

ですから、ともかく商工会であったり、あ

んですよ。

るいはＪＡ、農協であったり、あるいはその

私はね、町長ね、先ほどあなたで町長４人

他の民間団体であったり、これはいろんな形

目、富田町長のころからあなた方２人は職員

の中でそういう機会を通じながらいろいろ協

組合の大幹部としてやっていろんな要求して

議もしていく、あるいは相談にも乗っていき

きたのも、私は議会予算審議について承知し

たい、こんな考え方であるというふうに思っ

てる。私はこの状況ではだめだよと思ってま

ておりますので、ぜひ御理解をいただきたい

したよ、以下に絶対つけ回ると。
これ議会ではこういうことも、議員は議員

なというふうに思います。

でね、選挙の票欲しいから、リップサービス

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

もいいとこで理事者について要求する、町長
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は町長で、次の当選したいから、またそれぞ

例えば、新規就農一つにしたっても、これ

れの有力者とか有力団体に政策展開をオー

も結構とってもいいことです、いいことです

ケーする、職員は職員で、自分の労働基本権

けども、だけどやはり農業の実態の新陳代

と称して、労働基本権は私は了としてます

謝、高齢化の状況を見てると、総生産額は落

よ、だけど私はただ一つ言いたいことは、先

ちませんよ、大規模化してますから。しかし

の展望が希薄でなかったかな、私は常に思っ

ながら人口ベース、担税能力ベースでいく

た。

と、高齢化率が高まれば高まるほど担税能力

だから私はそのことを公の席で言った、や
るんならやりなさいと、お互いに食い合え

なくなるわけですから、人口が仮に同じだと
しても、同じベースだとしても。

と、財政を食いつぶす事態だって、主権者、

そういうことを考えるとき、もっとすそ野

納税者に対して失礼だけど、私はその結果見

の広がるような、林業政策も今から２年ぐら

えてるよと、これ公の席で公言したことある

い前にやったけど、それらしいものの成果、

んですよ。たしか私は富田町政の３期目ぐら

今、下川町へ行ったかどうかよくわかりませ

いのころだから、小林町政と２期、私一緒で

んけどね、この間予算質疑で聞きました。

すから３期ぐらいのときですね、私自身が。

私はこの間、今定例会の備荒組合の規約で
少し質疑を、若干少しったって１時間ぐらい

私は（不明）現実そうですね。
あなた方が就任して今職員の皆さん方ね、

それは時間使わせてさせていただましたね、

今まで取った特勤手当から給料はカットされ

開会冒頭に。私はね、やっぱりあれを見て、

るわ、もうすべてつけ回したよ。それは今ま

やはりあなた方２人、やっぱり役人出だなと

でいて退職、うまいぐあいにすり抜けた退職

いうことを感じたんですよ、役人出だなっ

者とか、うまい形でその任にいる方はいいで

て。

すよ。今、若い職員なんか悲惨なもんですよ

ということは、あの規約の第１条、今でも

ね、そういう意味では。私はもう少しやっぱ

頭の中に入ってますけどね、昭和３１年に設

り行政ってそういうもんでないと思うんです

置した条例、あんな言葉の、もう五箇条の御

よ。

誓文みたいなもんですもね、言ってみれば。

私は立場は変わったら、一番あなたが町長

それだけ要するに５２年たってるんだから１

になって一番懸念したことは、今この状況の

９５６年かできた、設置したんだね。だから

中であんな状況でやられたら、足寄町もた

やはりそういう状況をずっとやってる。

まったもんでない、４年ももたんと思った。

だから、先ほど例に出したある市の市長さ

しかし、あに図らんや、私の期待に背いてい

んの例出しましたでしょう。市長会へ行って

い方向でね、職員の方にもうしないけども、

も研修の場に全然ならんというの、懇親場に

よくそれだけ豹変できるなと思うぐらい、そ

はなるけど。

れはやっぱり財政事情ですよね、財政。私は

十勝議長会や町村会はどうなったか私知り
ませんよ。先ほど町長みずから言ったよう

そういう意味ではあなたを評価してる。
だけども、そのことによった結果として、

に、いやあ、町村会１０年なったら合併だな

この末端の商工振興とか、可処分所得で割っ

んて言ってるけど、１０年合併なんて、町村

たそういうものを考えたとき、単に財政のつ

合併で各地域攻勢で、もう職員を出してね、

じつまが合えばいいというもんでないの。私

数値だけはじき出してるわけなの、行政コス

はそこでね、先ほども町長も答弁されており

トも何千億もはじき出して。やれないわけな

ましたけど、基幹産業にかかわる事業体、何

いんだもの。自分のポジションが危うくなる

らかの形でもう少し就労人口をふやす政策な

か、保持できないからとしか言わざるを得な

いかな。

い、僕はっきり申し上げて、失礼な言い方だ
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けど。そしたら客観的にできないわけないん

ことで職員をふやせとか、第三セクターをつ

だ。

くって雇用を伸ばせとか、そういう今の時代

そして広域だ広域だといったって、広域が
いいんだったって、例えばここに連合あるん

に即しないことを私言うつもり毛頭ありませ
ん。

だよ、空知の奈井江町の北町長さんね、私、

ただ一つ言いたいことは、あなたらの英知

あそこ２回か３回、議長当時と町長になって

を結集して、情報を結集して、それぞれの組

から行ったことありますね。感性的には私

織と、そして基幹産業のすそ野を広げる関連

ちょっと相いれないものがある、名門の出だ

の産業を何とか努めていくという、それに腐

から、あの人、相いれないものあるけども、

心してくださいよ。

当時やっぱり連合、空知の連合つくってやっ

あんな総合計画に書いてるようなことやる

てましたよね、立派ですよね。病院と個人病

んだったら、そんなもの能力なくたっても

院もやってましたよね、連携してね、開業医

う、だれでもできるでしょう、予算に法律的

と。今でもやってるはずですけど。

なことさえきちっとクリアしておけば。あな

そういうところのやっぱり一連の農業、林

ただったらそれぐらいのことできるでしょ

業、基幹産業、今あるかかわり合いと今の時

う、人柄はいいんだし。できないんならやめ

代背景にかかわるものの中で、やっぱり雇用

てもらう、やめた方いい、やっぱりね、町民

創出を見出して定住人口、あるいは移住人口

のためにとったってよくないから。だけど私

をふやして、あるいは雇用創出を、５０人も

はできると思う。

卒業するのに片手もおさまらんで、足寄高等

何よりもかによりも、先ほど傍聴席のこと

学校ですよ、今回予算もついて、足寄高等学

で話したけども、金があるとかどうとかっ

校存置のために予算措置してますよね、重要

て、健康が大事だよねと言ったけども、少々

なやっぱりそういうものを血税を使ったら、

頭よくたって、やっぱり人柄いい方がいいか

できるだけ雇用創出も上げたいですよ、やは

ら、そんな意味であなたもいいわけだから、

り、正直申し上げて。そういうことをあなた

やっぱりそういう基幹産業をきちっとすそ野

方シンクタンクがさ、やっぱり私は考えるべ

を広げる、そういう意味での移住・定住をふ

きかなと思ってるんですよ。

やすと、こういう考え方はどうですか、だけ

とりわけ先ほどシカ肉の関係も出ました。

ど。それほどむちゃくちゃな話してないと思

あなたが町長になってからやめた政策です

う、あれを立ち上げてこうせって私言ってま

ね。香川町長さんあれだけやって補助金も

せん。

らって。私はね、やっぱりあのどこかの女性

それともう一つはね、答弁の際、理念ばか

の方が、あれは県知事ですか、あれ、もった

り先行しないで、基本理念は大事だけども、

いないって、駅の関係もったいないもったい

具体的にそれはやっぱり我々議会の場合はい

ないって、当選しましたね。私は民意という

いんですけども、あなたの場合は執行する立

ことも大事だと思ってます。

場にあるからね、もうそれを夜も寝ないで、

それと同時に、また相反して、首長がね、

だからかつてどこかの町長さんが農業振興に

今まで使ってたものを自分の１人の決断の中

桃の木植えたとか、いろんな苦労された町長

ですぱっとやめるということ、２点目のとこ

や村長さんいらっしゃる、本州の方にね。近

でちょっといろいろと詳しくお話しさせてい

隣では池田の丸谷先生ですよね。非常に御苦

ただきますけどね、それだけあなたはやっぱ

労なさってやられた経過もあるわけですか

り町民にとって大事な存在であるんですよ

ら、今そういうことを求められるんでないで

ね、こういう時代からこそ。

すか。いかがですか。

だから私は、とりあえず今そんな目新しい

それと同時に、まあ町村合併なんていうの
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は当然しかりですけど、管理経費を減ずる、

ただ、その中で、先ほどもお答えしたとお

当たり前の真ん中、一本化するのは当たり前

り、立ち話ではありますけれども、上士幌の

の真ん中だと思ってますけど、だけどそれは

事例なんかも聞かせていただいたときには、

あなただけの意思で決まるわけでないですか

これはおもしろいといいますか、ある意味、

ら、だからそれは仕方ないとしても、ここま

足寄でもやはり例えば建設業者がその気にな

でに至っては、うちの町の自律プランに向

る、あるいは土地の提供、場合によっては町

かってやるための定住・移住の政策のあり方

の中にも町有地がないわけでもございません

として、そういうことの政策論議はあってし

から、そういったことを含めて関係者の方々

かるべきでないかと、このように御所見を求

と検討していく価値はあるなと、うちの町で

めてるんです。いかがでしょうか。

も取り組んでいくのは可能なのかなと、そん

○議長（吉田敏男君）

質疑中ですけれど

な思いもしているところでございます。そう

も、ここで若干、暫時休憩をいたします。３

いう意味で、またそういった部分も追求をし

時再開といたします。

ていきたいなと、こんなふうに思ったりもし
ております。

午後

２時４７分

休憩

午後

３時００分

再開

そこで、この雇用の場の拡充も含めて、

休憩を閉じ、会議を

やっぱり一番効果があるもの何なのかといい

○議長（吉田敏男君）

ますと、御案内のとおり我が町のまちづくり

再開をいたします。
答弁から始まります。

と言ったらちょっと合ってるかどうかわかり

町長、答弁。

ませんけれども、やはり国の流れに沿ってや

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

はり農家人口がずっと減ってきている、そう
いう中にあって高度経済成長期には土木・建

す。
まず冒頭、伊達市の移住対策の取り組みの
お話もありました。これは前回もございまし

築業者が多数起業したといいますか、そうい
う状況にある。

たけれども、本当に伊達市につきましては、

そういう中にあって現下の状況どうかとい

本当に相当前からこういった移住政策という

うと、公共事業がもう、ひところのもう５０

のは着々と進めておりまして、当然宅地開

％切って、もう４０％台まで下がってきてい

発、造成も含めてこれはもう長い年月をかけ

るというこんな状況にあって、これまたこん

て、まさしく本当に議員仰せのとおり、先を

な状況がずっと続くとすれば、仮にここの経

見越した政策の一つとしてこれはすばらしい

営が成り立たないということになれば、さら

政策を展開してきて、この時点で既にもう花

に人口減に拍車がかかるんでないのかとい

が咲いたといいますか、これから誘致しよう

う、こんな危機感も持っているのも事実であ

とか、そういうことではなくて、既にもう

ります。

着々ともう花が咲いて、またさらに広がって

そこで、そこの対応策を一番雇用の場が広
がるというのは、これはもう従来から議員が

いるという状況下になってございます。
そこで我が町、とりわけ団塊世代の分でい

仰せの、一つは先ほどもお話しありました福

きますと、先ほど後藤議員の質問でも答弁さ

祉関係、お年寄りの介護の関係であったり、

せていただいたとおり、今の町の現状でいき

あるいはやはり労働力ということであれば、

ますと、やはり下水道の整備もまだまだ、今

やっぱり林業関係というのは、やはり機械化

目下、真っ最中という状況でありますし、な

は進んでおりますけれども、しかし、現実は

かなか条件というのはなかなか厳しいものが

やっぱり人力が必要な作業とは何かという

あるなというふうに思っているところであり

と、これはやっぱりこれは今現在、林業にま

ます。

さるものはないのかな、そんな思いもしてい
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るわけでありませんから、そういう意味では

るところでございます。
当然そういった可能性も、あらゆるチャン

やっぱり我が町、まだまだ一部の方でありま

ネルといいますか、情報収集しながら、そう

すけれども放牧酪農、これは相当内外から注

いった取り組みも進めていきたいなというふ

目を集めておりまして、若い人たちも新規就

うに思っております。

農するんならまずは勉強に足寄に行けという

そういう中で、次に基幹産業である農業の

ことで、多くの方々が足寄町の名前を出して

関係でありますけれども、これは御案内のと

いただいてるという、こういうありがたい状

おり新規就農、力を入れてやってきておりま

況もありますから、まずはここのところを

すし、今議会にも提案しております、さらに

しっかりとやっていきたいなと、こんなふう

バックアップをしていきたいという意味も含

に思っているところでございます。

めて宿泊研修施設をつくっていきたいと、こ

終わりに、町長としての政策判断といいま
すか決断力、正直言って私も、一番欠けてる

んなふうに思っているところであります。
そこで、参考までにちょっとお話しさせて
いただきますと、今現在、町内に約３００戸

のかなというふうに自分自身もそんなふうに
思っているわけであります。

近い生産者がいるわけでありますけれども、

これはもうやめるという決断はこの間もし

その後継者２０歳から３６歳まで、これはあ

てきた、数回つらい場面もあったというふう

くまでも限定しておりますけれども、若い生

に思っておりますけれども、新しいところに

産者、いわゆる後継者の方々、今現在６４名

踏み出す部分の政策判断といいますか、これ

の方であります。

は私自身も少し足りない部分かなという、あ

そうしますと、もちろん３６歳以上の方で

る意味能力もないのかなと、欠如してる部分

四十代の方もいらっしゃいますけれども、約

かなというふうにも思ったのもしておりま

３００戸のうちの６０名ということですか

す。

ら、２割強しかいないということでありま

いずれにいたしましても、私は今首長とい
う重責を担わさせていただいているわけであ

す。
そういう意味も含めて、これは当然今帰っ

りますから、これは議員も含めて多くの方々

てこられる若い方もいらっしゃいますけれど

からいろんな御提案もいただきながら、可能

も、これはやはり農場を荒らすわけにいきま

なものはもう全力でそれに実現に向けて努力

せんから、どういうふうにうまく次の生産者

をしていきたいという思いは強く持っており

に継承していくのかと、これが一番私はしっ

ますので、引き続きまた御指導やら御協力を

かりとやっていくべきことなのかなと、そん

お願いをし、私からの答弁とさせていただき

な思いもあります。

ます。

幸いにして過日も、第６回目となりました

以上でございます。

放牧酪農の交流会を、当町で６回目となりま

○議長（吉田敏男君）

８番

したが開催しました。この参加者を見ます

○８番（高橋幸雄君）

まあ、いずれにして

と、若い方が、昨年から若い方が本当に町外

も、我々の立場は違うんですが、執行機関も

から多くの方々が参加をしていただいてる、

議決する機関も一丸となって、やっぱりこの

私も交流会に参加をし、いろんな話を聞きま

厳しい難局を乗り切って我が町の生き残り戦

すと、やはり将来、酪農をやりたい、農業を

略を図るためには、やはり知恵をきちっと出

やりたいという若者なんですね。

し合って、情報を共有していかなきゃならん

そうしますとおかげさまで、新規就農する

高橋幸雄君。

な。

にしてもお金がかかりますから、さらにはイ

従来でしたらね、やっぱり執行権の侵害で

ニシャルコスト、そんなにお金持ちの方がい

あるとか自治法上の法的見解を持ち出して、
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執行機関側もなかなか情報開示しない経過が
ございましたけど、今はもうそういう時代で

以外何物もないんですね。
それに加えて、やはりあなたの運の強さが
そうさせてるのかなという思いを一言ぐらい

はございませんね。
プライバシー保護の問題以外については、

付言するとすれば、そういうことも言えるん

どんどんやっぱり提供してね、お互いにどう

ですけどね、それに先ほど申し上げてるよう

いう政策判断が好ましいのか、導入すべきな

なやっぱり皆さんとシンクタンクで、きょう

のか、すべきでないのかも是非も含めてやっ

もどなたかの質問の中で、集まって協議した

ぱりやる時期なのかなと。

という話をちょっと披瀝しておりましたけど

ここ６年目、あなた町長に就任６年目、私
も俗に言うあなたに余り信頼ない最有力の議

ね、そういう形の中でやっぱりどんどんやっ
ていかないとだめなのかな。

員として会話も少ないことも事実ですけど

例の芽登の研修施設の話も出ました。これ

も、しかしながら、この公の場の一般質問

は予算審議のときにまたしますから、今は一

は、そういう人間関係を超越して言論の府と

般質問を逸脱しないように限定してお尋ねを

して発言することは許されてるものですか

させていただきますね。

ら、いろいろと発言をさせて御答弁いただい

そこで、例えば上士幌の例も出ましたね、
それから上士幌の例の健康の関係もありまし

てる経過でございます。
そこで町長ね、やはりあれもだめだこれも

たね、今の単なる建築業者との絡みの健康の

だめだでは、もうプランニングは明らかなよ

関係、ああいうこと。それから例の十勝管内

うに、例えば先ほどちらっと私申し上げた８

の大樹でしたか、どこか十勝管内でシラカバ

億４,０００万、起債、平成２６年でね、そ

の樹液の関係がありましたね。ありますね。

れは町債の見直しかけて２８億ぐらいふえた

だから、今の与えられる環境の中で、うち

んですかね、最終的に９１億ぐらいになって

の町の素材で十二分に、他の町がやってるか

ますね、最終年度の起債残額の経過は平成２

ら真似をするんではなくて、与えられてる素

６年、最後の末尾は６８億だったから２３億

材の中で幾らでもいろんな歳入確保、雇用創

に直ってますんでね、やっぱりそういう起債

出図れる、私はあるんでないかなというふう

の状況を見たときと、それと職員給与がどん

に思うんですよ。その辺についての考え方も

どん減っていくよというのはわかるんですけ

お聞きしたいんですけどね。

ども、相あわせて人口が減になっていくと、
自主財源、税収が減っていくんですよね。

それともう一つ、今回北京オリンピックが
あって、ある国が練習に北海道を拠点として

それと同時に、ここ１年、当初のシミュ

やった国がございますね、それから大学の合

レーション数値よりも地方交付税がマイナス

宿、一番の顕著な例は、北見で以前からやっ

になっておりませんので、その辺がね、先ほ

てるあれはあそこはラグビーでしたかな、現

ど町長はこんな話ししましたね、私も特交が

地も行ってみてきたことありますけどね、あ

ああいう状況になるとは夢にも思ってなかっ

あいうそれは季節的なものですよね。何がう

たんですね。

ちの町にとってプラスになるかということも

というのは、今のふるさと銀河線の関係あ

もちろんありましょうけどね、いろんな素材

りましたからね、支庁長もお話ししてました

メニューを私は教育委員会も町長部局もそ

けど、私自身もそういう予測をしておりませ

ろって何かないだろうかと。

んでしたけども、いい意味でそういう面では

財源の推移は明らかになってるし、運よく
４％切り込んだ交付税が（不明）いったら、

いいのかな。
問題は、やっぱりそれは別に自主努力でも

いやあ非常に起債償還もできていいなって、

何でもないんですよね。他の与えられた環境

こんなことばかりではなくてね、なくて、
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やっぱりそういう素材をみんなで、あなた方

的に一緒になるんなら、例えば西町１０ヘク

はそれ専従して、高いか低いかはみずから判

タールある、先ほどある議員の質問で出た下

断するのか町民が判断するかわかりませんけ

水道事業１０ヘクタール、あれの土地区画整

ど、それなりに給料もらってるわけですか

理も一緒にやった方いいんでないかと、それ

ら、やってくださいよ。

から北区だって、あれでとめないで、とりあ

計画どおりやって粛々と自律プランを執行

えず借金してもやっちゃおうと、あとは十勝

していくのも大事ですよ。だけど、それだけ

一本化になるんだったって、それは暴論かも

だったらあなたの能力なくてもできるもの。

しれませんけど、選択肢としてはあり得るん

安久津さんでなくてもできるもの、ほかの人

ですよ、だけど。

だって。だれができるなんて申し上げません

うちはやっぱり起債も多いけどもあれです
よね、基金も本別町より比較したら多いわけ

よ。
安久津さんほどの能力なくても、ちょっと

ですから、自主財源の特定財源として使っ

したら私だって、安久津さんほど能力なくて

ちゃおうやったって、それだってあり得るん

もできるかもしれませんよと。あなただから

ですよね。そんな佐野川の南側なんていって

こそ、あなたのキャラクターだからこそ、そ

ないで、そっちもやっちまおう、西の６丁目

ういう英知を結集して今のスポーツの季節誘

も５丁目もみんなやっちまおうと、基金使っ

致なり、今の他の（不明）うちの町にある素

て自主財源やっちまおうと、変更かけてやっ

材をやるということだって私は可能でないか

ちまおうと、１２４ヘクタール（不明）それ

なと思うんですよね。そんなことできないわ

にこだわることない、それだって選択肢なん

けないんですもの。ただそういうことの執行

だ。

するアクションを起こさないだけじゃないで

そのことが正解かどうかわかりませんよ。
だけどあなたは今地道に自立をやってるわけ

すか。
例えば明太子、博多の明太子ね、よく札幌

だから、だけどその中で今言う定住・移住、

段階の講演に聞いて、北海道の活力がどうと

もろもろトータル的に考えたら、教育委員会

かこうとかって講演、立派な先生のお話を御

も町長部局も相あわせてやっぱり、遅きに失

講演いただくときに、必ずと言っていいぐら

したというけども、しかし、やらないより

い、僕、何回か聞いたのが博多の明太子です

やった方いいと、明日からでも議会終わって

よね。素材は北海道ですね、あれ。

からでも動いて、何かいいものないかとい

今ちょっとコマーシャルになるから言いま

う、私はあると思うんですよ。現にあるわけ

せんけども、今現に函館で使ってますね、コ

だから、現にあるわけだから。いかがでしょ

マーシャル、うめえーよというやつ、何だか

うか。

の明太子。やっぱりそんなようなことでどん

○議長（吉田敏男君）

どんどんどんやっぱり変わっていくんですよ

○町長（安久津勝彦君）

ね。

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

だから、やっぱりこういう地方自治体あた

議員仰せのとおり、足寄の町にも素材とい

りも、ここまで来たら他の公共団体と一定の

いますか、そういったものというのはたくさ

意思決定見えないものはもうやむを得ない、

んあるなというふうに私も思っているところ

仕方ない、だけどやっぱり自律プランをつ

であります。

くってやる上には、よその町のできない状況

一つだけ具体化してるのは、まだまだ小さ
な高いでありますけれども、先ほどもお話に

をうちの町でやると。
ただ一つ例外としてるのは、こういう考え

出ましたササを活用した事業化ということ

方は暴論かもしれませんけども、どうせ最終

も、これは既にスタートをしております。そ
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のほかまだまだ農業、あるいは林業分野含め

たまたま、これまた先ほど申し上げました

て素材としてはあるなというふうに思ってお

放牧ネットワーク交流会のときにこの講師の

ります。

先生も、これは北里大学の先生が来られて放

まだまだ非公式でありますけれども、私か

牧の講演したんですけれども、そのときたま

らもも少し今ある足寄、例えば馬肉であった

たま先生が持ってきたパンフレットというの

り、きょうもお昼もＮＨＫのテレビでやって

は、先生もまた草を使った肉牛の製品化とい

おりましたけれども、新規就農をしていただ

いますかね、このところにもかかわっている

いた綿羊の関係、あるいはお母さん方で頑

という話聞いて、ちょっと私の思いと相通ず

張ってるチーズケーキですとか、いろんな素

るとこあって、ちょっと先生と前段に、

材があるんですね。あるいは有機野菜だとか

ちょっとおもしろいですね先生、というお話

いろいろあります。

もさせていただきました。

これはちょっと実現しませんでしたけれど

そんなことも含めて、ありとあらゆる可能

も、近々やりたいというふうに思ってますけ

性をどんなとっかかりでもいいでいいからつ

れども、これは今、足寄町のホームページの

かまえて、もちろん行政だけでは当然できっ

アクセスが物すごいアクセスがあるんです

こありませんから、経済団体、あるいは生産

ね、ですからそこをうまく活用しながら、ひ

者の方々含めて、そういったネットワークを

とつそういった足寄町にあるものの販売とい

通じながら前向きな取り組みもやっていきた

いますかね、そういったものを何か立ち上げ

いということで考えてますので、御理解いた

ることできないかということで、何人かの方

だきたいというふうに思います。

に声かけをして一回集まりませんかという、

以上でございます。

こんなことを計画も日程も設定したわけであ

○議長（吉田敏男君）

８番

りますけれども、ちょっと別の用務が入りま

○８番（高橋幸雄君）

先ほどのスポーツ団

して、ちょっとそれが実現しなかったんです

体の誘致は教育委員会どうですか。そういう

けれども、また近々そんなこともやっていき

意味での施設的なことは、うちの現状から

たいなというふうに思っておりますし、それ

いって不可能なんだろうか。合宿であります

から今私が思っているのは、ことしの３月に

とかね、スキーの合宿はもちろんできません

九州大学の農学研究院から教授の先生が来て

けどね。

高橋幸雄君。

いただいて、その講演の中で和牛肉の草、草

私はやっぱり、いろいろなとこにやっぱり

を利用した赤肉ですね、これの研究をしてる

そういう素材をね、地元の素材を得て、そし

という講演をいただきまして、これは非常に

て結果として我が町にプラスになるようなこ

おもしろいなという思いがありまして、ぜひ

とがやっぱり私は急務だろうなと。ただマ

これを一回先生に来ていただいて、もちろん

ニュアル本をただそのとおり執行していくの

農協、あるいは和牛の生産振興会になるかと

も非常に難しいんでしょうけどね、あなた方

せうかわかりませんけれども、会長さんとは

にとっては難しいことで、大切なことも当然

ちょっとそこら辺の話もしてますけれども、

大切には間違いないでしょうけれども、その

そんな取り組みもぜひ私の方からも提起をさ

ままでは、じりひんのをただ絵にかいていく

せていただきながら、これ実現できるかどう

だけの話だということは、これはもう火を見

かわかりませんけれども、まずは先生に来て

るより明らかなわけだからさ、その中で、い

いただいて、我が町の草の基盤の調査もして

やあ、何でああいうふうに足寄の町が率先し

いただきながら、場合によっては一定期間、

たんだろうと、ええって。

調査・研究をしていただくということもこれ
おもしろいことではないのかな。

やっと職員を減らしていって五十数人減ら
していったと思って１１０人台になったと
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思ったら、来年からは退職者の全員補充する

私に言わせれば、人件費が少なければ経費

んだなんて、あるいは今の年金から見て、来

が減るって、それは算数学的だけど、そのこ

年の４月からは１歳ずつ定年延長して、来年

とがすべて地域振興に比例していくかった

は３歳でその次はどうとって上げていくんだ

ら、私は、あながちそうではないんでないか

とか、先ほどのこういう宝の山の話じゃござ

なというところまでやっぱり思いをいたさな

いませんけどね、だから私流に民間人流に言

きゃならんと私は思うんですよ、町長。

わせれば、嘱託で１年使うんなら、最初から

それはあなたに今そういうことのバック

３年ぐらいどっと使っていきなさいという感

チェンジが入るのかね、発想の転換ができる

じでね。

のか、民間発想の理念が後期２年間、後期２

考えてみたらね、私はそういう立場にない

年間ったら、今きょう９月定例会だから、ま

からよくわかりませんけども、前に課長だっ

だ後期ったって、まだ前期の１年５ヵ月ぐら

た者が課長の下の後輩のもとでね、私なら仕

いですか、まだね、これからどんどん残され

事なんかできないね。ああいう神経にならな

たこの期の半期以上どんどんどんどん変えて

い、僕なら。年金とかいろんな生活がかかる

いって、また１２月定例会に私また一般質

から、プライドも何もそんなこと言ってられ

問、これ別途やりたいと思いますけどね、そ

んこともわかりますけどね、だけど現実的に

の辺の心意気をひとつ示してみてください。

今の年金制度が現状だとすれば、やっぱりそ

○議長（吉田敏男君）

ういう選択肢もさ、あってしかるべきかな

○町長（安久津勝彦君）

と。

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

何だかんだ２５％だけしか補充しないん

これから私が申し上げることを言えば、ま

だって法律で決まってるわけでもないですし

た職員時代と相反するなというふうに御指摘

ね、やっぱり雇用ということもやっぱり考え

をいただくかもしれませんけれども、今、議

ていったときに、よく町長の言葉で人材人

員がおっしゃった職員の給与面の問題含め

材って人材本意でいくとしたら、数の問題だ

て、これは民間発想ということも含めて、や

けでないんですよね。

はりこれはさきの議会でも委託料のお願いを

先ほどの議員の宝の山の話でないけども、

したところでありますけれども、やはり私、

町の職員がかかわってるそういうお仕事がそ

一定のやっぱり人事評価制度、これは入れざ

れなりに事業量ベースとして少ないんだった

るを得ないというふうに思っております。

ら、少ないんだったら外へ出しなさいという

しかも、専門家の手をかりて公平に、第三

のさ、大した影響ないわけだから民間にとい

者的に公平な人事評価ができるようにという

うこともあり得るし、また、今までの状態で

ことで、やはりこれは今の時代、やっぱり少

ワンパターンでそうやってやってきてる業務

数精鋭でいかざるを得ないという状況であり

見るとすればね、見るとすれば、しかるべき

ますから、やはりこれはそれなりの職責に応

年金とリンクさせた定年延長だってあってし

じた待遇ということも、これは当然近い将来

かるべきだと。

のうちに、そんな遠くないうちにこれはもう

再雇用制度もあるわけですし、きちっとし
たポジションもついてね、ああのポジション

導入ざるを得ないのかなと、こんなふうに
思ってます。

のつかなくて給与だけ同じでというのも、あ

この点につきましては、決して強行的にや

れもまた民間経営では考えられない話なんで

るという意味じゃなくて、紳士的に、あるい

すよ。権能も一緒でないとだめです、我々か

は労働組合ともしっかりと協議をしながら理

ら見ても。そういう一つの発想もやっぱり民

解を得た上で、この導入は図っていきたいと

間発想の中で変えてなきゃだめですよ。

いうふうに私は今現在考えているところでご
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要が首長にあるんでないかなという思いをす

ざいます。
何といっても、やはり大幅に人も減らして

るんですよ。だから、その辺も今後の執行に

きてますし、給与も率直に言って下げ続けて

ついて思いをいたしていただきたいなと、こ

いるという状況でありますから、私は、職員

のように思っているところでございますけど

にも大変な負担をかけてるという思いはあり

も、あえて答弁を求めるつもりは、そんなよ

ますけれども、しかし、これは現状をやっぱ

うな考え方に至るのかどうかね。

り職員にも何とか理解をしてくれということ

先ほどちょっと、職員の人事評価の話を

でお願いもしておりますし、これがまたいつ

ちょっとお触れになって答弁されていますけ

までもこんな状態でいいのかというと、私は

ど、あくまで定住人口という増と、歯どめを

決していいとは思ってもおりませんし、どこ

かけると、そういう観点と職員のリタイアす

かの時点ではきちっと直すべきものは直す、

る職員との絡みの中での考え方、私はだから

そしてしっかりともっともっと今以上にス

一番うれしいのは、かつて住宅手当を出した

ケールアップをしていただいて、真摯に町民

経過ありますね、今でもありますね。

のための行政運営、これは全職員挙げて英知

それから今、若い職員が足寄の町に家を建

を結集して取り組んでいく、そういう組織体

てるという、しかもよその町から来た、一番

に仕上げていきたいというふうに思っており

うれしいのはそれがうれしいんですね。俗に

ますから、ぜひそういった部分につきまして

言ううちの町に奉職して骨を埋める気になっ

も御理解をいただきたいというふうに思いま

てるな、一番うれしい現象なんですね、そう

す。

いう意味では。
問題は、よその町の例を見ると、それ相当

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

の職員やった方が、リタイアしたと同時にさ

○８番（高橋幸雄君）

一般質問の趣旨が定

さっともう、甚だしい人は帯広から、奥さん

住人口の問題ですからね、余り職員のあれに

が帯広にいて通ってくるというなんていう例

絡むことを強調すると質問事項を逸脱します

もあって、うちはそんなことありませんけど

んで、ただ一つ言えることは、リタイアされ

ね。

てる方とかなんとかね、その家庭の事情もた

だから、やっぱり自分がその任にあったと
きはあるのに、そうでなくなったときは、そ

くさんあります。
男の方がいらっしゃらなくて、そこにい

れは家庭の事情あるから、それぞれ個々の人

らっしゃらなくてね、すべて就職者が遠方

生を束縛はできませんけども、政策面と公の

で、あるいは御息女ばかり、名前は挙げませ

場所と足寄町という意味からいったらね、

んけども、大体わかりますね、私。戸籍上大

やっぱりそういう思いをするのは私１人だけ

体わかりますね、皆さん方。

ではないと思いますね。どう思いますか、町

そしたらリタイアしたら即、それならもう

長。

早いうちに行かないと、息子の嫁となじまな

○議長（吉田敏男君）

いと、あるいは向こうになじまないとかっ

○町長（安久津勝彦君）

て、よその町の例は、具体的な例を出すと失

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

礼になりますから出しませんけどね、また、

以前にもどなたかの御質問にお答えしたと

そういう離町する例だってあり得るんです

いうふうに思っておりますけれども、我が町

よ。それと同時に、やっぱり今の実際の戦力

の役場を退職された方というのは、１００％

として、人材として、適正人材としての両面

とは言いませんけれども、ほとんどの方が退

があると思うんですね。

職後も足寄町に住み続けていただいてるとい

そういうところまで思いをいたすだけの必

う、これは本当に大変ありがたいことだなと
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いたなとも思いますけれども、現実問題とし

いうふうに思っております。
それから次に、退職者の活用という部分で

てはなかなか、町外業者も結構入ってきてい

いきますと、実は先ほどもお答えしたとお

るということもありますから、これは職員に

り、私が首長に就任してからもう既に４０名

限らず、私は一つのこれは政策として、これ

を超える職員純減になっておりますし、それ

鹿追町できっとやっていたというふうに思い

からこれから先も、自律プランにあるとおり

ますけれども、道内では何ヵ所かあるんです

５人やめて１名採用するという、こういう形

けどもね、地元の業者で一定程度地元の材料

で当分の間いかざるを得ないだろう。

を使って住宅を新築する場合には町の方から

これは私、過日の行政推進会議でも言った

一定の助成をすると、こういう制度の導入と

んですけれども、これは職場の点検をしっか

いうことも私はぜひ検討していきたいなと、

りしていただいて、現実問題として、これ人

こんなふうにも思っているところでございま

を減らしてるから首長が人を採用しないとい

す。

うことで、人が足りないから仕事がとまる、

そんなことも含めて、いろいろこれからま

これは当たり前だなんて、こんなことにはな

だまだ難しい状況が続くわけでありますか

らんということでお話を申し上げて、しっか

ら、ともかくいろんな知恵を出し合いなが

り職場点検していただいて、場合によって

ら、何とかまちづくりをしていきたいという

は、そこがもう限界だということであれば、

ふうに思っております。そういうことで答弁

本当に場合によっては自律プランの見直しも

とさせていただきます。

必要になってくるということもある場面もあ

○議長（吉田敏男君）

８番

るんではないのか。

○８番（高橋幸雄君）

それでは、これ以上

高橋幸雄君。

ただ、そこへ行く前に私の頭の中にも、

質疑をすると、一般質問の質問の核を外れる

やっぱり豊富な経験の先輩たちが退職される

ような懸念もありますんで、次に移りたいと

に当たって、やっぱり全員ということにはこ

思います。

れはもちろんならないでしょうけれども、や

まず、２点目の商業地域の活性化の問題な

はりすぐれた部分で仮に補完をしていただけ

んですけど、私これ先ほども前問の関係の一

る部分があるとすれば、やはり力をまたかり

般質問の趣旨の中に申し上げましたあなたで

るということも必要な場面というのは、これ

４人目の町長、これは当時の小林町長から当

からは多々出てくるのかな。

時の商工会会長高橋佳夫氏がまだ生存中、商

先ほど議員も仰せのとおり、課長職の方が

工会長就任時から、わずか１００万や２００

一般の若い人のところの同じ業務ということ

万のそういうまちづくりに対する冊子の予算

にはこれはならないだろうというふうに思っ

化から含めて、一般質問の通告には３億強と

てます。これは当然業務も専門的な部分とい

書いてありますけども、これは最後の小林町

いますか、その能力をしっかりと生かしてい

政当時、あなたもその任にあったというふう

ただく、独立したような形のセクションが任

に私は認識してるんですよね、その事業に対

せる部分があるとすれば、そういったことも

して。

当然検討していかなくちゃいけないことだ

私やっぱり非常に残念なんですよね。それ

な、これはもう目前に迫ってるな、私もそん

はひとえに安久津町長の責任だというふうに

な思いもしております。

私は思っておりません。それは先ほど答弁に

それから、最後に住宅の問題もありまし

なったように、私は当然承知しておりますけ

た。若い方も結構住宅を建てている職員もい

ども、しかし、一つこのままでこれでいいん

らっしゃいます。ただ、現実問題として一番

だろうかということなんですね、今の状態

望むのは、できれば地元の業者でやってもら

で。
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町長も香川町政のころこの事業に、区画整
理事業も含めて携わってた関係上、十二分に

んのインドアゴルフかなんかになりましたあ
そこの、今なくなりましたけどね。

プロとしてその職務にあったわけですから承

当時は飲み屋には行かなかったけど、やっ

知してますけど、足寄町のそのプランニング

ぱり飲み屋街もずっとこう、当時の議員、前

の一番基本は三位一体だったんですね、財政

香川町長さんにお聞きすれば、相当夜の花街

の三位一体。うちの事業の三位一体で、その

もね、我々はまだ若いから花街へ行くことな

一位が外れたことになるんですよね。

かったですけども、ただ一つ言えることは、

だから現象として、町から来た人が、この

今でも忘れられないのは、今のレンガ倉庫の

間私もたった１回だけ、私の場合は能力に欠

もとの「ごんべい食堂」っていうのあったん

如があるからやむを得ないんですけども、本

ですね、あの裏が日本通運の土場があって、

別の方から国道を走ってまいりまして、南１

車運転して木材積んできたら音楽が鳴るんで

条通りを曲がろうとする意思で走ってきたん

すよ。同期の役場の職員の方がおふろへ行く

ですよ。

と、おふろ東湯へ行ったり、当時はそんなに

そしたらあの角、こちら手前に河村写真館

住宅にないころでしたから、だからやっぱり

さんがありますね、向かい側にいた丸善さん

そういう一連のいろんな思い出があるんです

の本屋さんがなくなったのに、それがすっか

よね。

り方向感覚失ってしまって、そしてあそこの

今、だからそれはそれで、そういう計画で

駅前の信号まで走ってきちゃったんですね、

もってそのことがなり得なかったか知らない

曲がるの失念してしまって。後ろに車なかっ

けども、しからば今の状態でいいのかな、全

たのが幸いしたこともありますけどね。その

く努力もしないで。

ぐらい、もと足寄に住んでいられて、法要と

当時、富田町政のころ、あの三笠通り事業

か何かで足寄へ来られた方がね、今の状況を

展開があったんですね、反対に遭いまして

憂いてるんですよね。

ね、予算返上したことあるんですよね。小林

当初のプランニングと三位一体なわけです

町政のころ反対があってできなくて変更した

から、適切に駅の再編、駅の一連の周辺整備

のが今の大規模草地であり、新規参入で入る

もあわせて集合体の中でいくというね、先ほ

予定の拡大できなくて、開発局に相当お叱り

ど答弁あったように核店舗の問題から一連の

を受けたという話聞いてますけど、だけども

問題、これは省略いたしますが、あった経過

今の三笠通りのときは、あの当時の反対者の

の中での総合プランニングであったんですよ

言うことは、いやいや、全体でこういう状況

ね。

でまちづくりになるんならいいけども、この

それが先ほど答弁あったような趣旨で計画

町だけだったら意味ないということが反対の

断念されたことはこれも事実なんですけど

理由だったんですよね。結果的にそれはもう

も、しかし、先に向けてね、あなたは大樹高

予算返上したですよね、国庫補助事業だった

校だから、足寄の町の昔よく知らないですけ

から。いろんなそういうやっぱり経過がある

どね、私は足寄高校、バス通で通って今の三

んですよ、やっぱりずっと。

笠通りを走っていったとき、突き当たりに

そして、恐らくは小林町長のころからずっ

ね、突き当たりに日劇があったのか、よく土

と来て、それをわずかな冊子といえどもそう

曜日の帰り、浅丘ルリ子とか石原裕次郎と

いうような委託に出したり、町長がその職に

か、いろんなそういう種の映画を、日活の映

あったころだってそれ相当な経費もかけて、

画を見て帰ったり、足寄劇場で（不明）ベン

専門の専従の職員まで常駐して、行政経費も

ハーとか映画鑑賞をしたり、高等学校の卒業

含めたら３億でなんか済まないでしょう、恐

式の予餞会も足寄劇場でね、最終的に岡崎さ

らく、委託料換算で。
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私は、やっぱりそれがすべてもう何もない

受益者が足並みそろわなきゃだめだというこ

状態、何も成果が出ないわけだから、私は

とは第１条件ですね。前のやつはもう全部白

やっぱりそれに携わってる公人としてね、断

紙になったわけですから。

腸の思いなんですよ、正直言って。何のため

だからそこでやっぱり何らか知恵を、それ
こそ知恵を絞って、あの所有者が一部を除い

に議員として議席を持ってたのかと。
ずっと来た経過があるわけですから、だか

てほとんど１人と言ってもいいくらいですか

らなった当時は、右肩上がりの経済で小坂山

らね、当時は、先ほど個人ですし批判でない

にスキー場とか学園都市構想とか、当時の町

から言うんですけど、高橋佳夫さんは同僚議

長さん小林さんとも、あれたしか私が当選し

員で、一緒に当選して商工会長もやってらっ

た年かな、当時の中川一郎さん、今の鈴木宗

しゃっていろんな話、それからその次に石川

男さんが秘書やってたころね、これは公費で

さんが出てこられて石川さんともいろんな

はございませんよ、公費ではございません、

話、２人ともお酒飲みましたから、香川さん

「まんがん」という料亭へごあいさつする

（不明）いろんな話を、そういう政治的なこ

方々行った経験も、私は平議員で本当当選し

と抜きにして、町についてお話したもんです

たばっかりですけどね、あいさつに行った経

よね。

過は今でも、帰りに三宅坂、自民党本部まで

そして、こんな状況になると私夢想だにも

歩いてね、そして大きな委託会社に寄ってそ

しなかった、正直言って。故人のお葬式の言

の状況を、当時の町長ね、そんな経緯も本当

葉じゃありませんけどね、それは何もあなた

にそういう積み重ねで、今急に振って発想が

１人の責任だなんていうことを私は申し上げ

わいたわけでなくて、積み重ねがあるんです

ない。しかしながら、このままで本当にいい

よね。

のかということは申し上げたいね。そのため

特に、まちづくりはちょうど３万坪あるの

に一般質問をしてるんですから。

かな、今のちょうどあの該当地域ね、山丁の

私は、このままではいけないと思うんです

森さんの角からずっとね、３ヘクタールだか

よね。何ぼ観光客が見えるとこが非常にそれ

ら１万坪か、３ヘクタールだね、だから今の

だって歯抜けの状態で、これからどうなって

水道が２４１で、あと今の百二十何ぼの都市

いくのかね、今北区いろいろやってますけ

計画街路で向こうが何だ、西町が１０ヘク

ど、そういうことも心配ですし、また同時

タールなんていうことから比べれば、わずか

に、そのエリアから外れたとこですよね、１

３ヘクタールぐらいの活性化事業だったんで

丁目から駅寄りですね、ずっと行って各南１

すよね。

丁目から外れたとこずっと、それをどうして

今あの状況を見て、あのままで推移してい

いくのかなということを、あなたの頭の中に

くのかなって、余り具体的なことを触れる

首長として、いやいや、それ商工会さんがい

と、本人の経済的とかの面にかかわって御迷

ろんな受益者の関係で構築するんなら、行政

惑かけるから、公の席だから言えませんけ

も手をかしますよということは私はわかる

ど、いろんな話聞いてますよ。

よ、首長として。

だけど、聞くたんびにやっぱり涙が出ます

だけど今、先ほどの１点目の質問じゃない

ね、正直言って。その過去形は過去形として

ですけどね、もうちょっとやっぱり積極的

いいんですけども、これから現在から未来形

に、やっぱりあなたはみずからも言うし副町

にかけて、今の状況をどうしていくのかなっ

長も、副町長のような非常に社交的な方もい

て。

らっしゃるんだから、あなた忙しい、そして

先ほども答弁いただきました。しかし、そ

隣に座ってる方は非常にそういう意味では

のためには、法律が整備されようとも、関係

さ、人材との絡みの中の外交戦略は上手なわ
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けだから、だからどんどんどんどんね、ただ

さんがいて、そして借地によって商業活動、

僕、今決められた区画整理事業だけやるなん

店舗展開もしてきたという、これが長い歴史

ていう、交付金事業でやるなんていうのは

であります。

ね、そんなものあなた方２人いなくたって、

この間、前にもお答えした経過もあるとい

もう一定のプランニングで認可受けて変更で

うふうに思っておりますけれども、この間、

認可受けたら、事務レベルでやれることで

いろんな我が町の商店街の診断ということも

しょう。だけども新たな模索、政策戦略とい

多くのコンサルも何回か入って、その結果、

うのはそうはいかない。

やはりこの土地の問題といいますかね、借地

私は、これどんなことしてもやっぱりやっ

関係の問題、これ一番のネックですねという

ていかないと、泣くに泣けない気しますね、

こういう数回指摘を受けたということも私自

やっぱり。三十数年間ずっと携わってきて経

身も聞き及んでおりますけれども、やはり結

過も知ってるだけにね。だけど、しかし、そ

果としては、商業再編の部分でやっぱりとん

れはきちっとやっぱりそのことのスタートを

ざをしたというのは、一つやっぱりそこに大

踏み切れるのはあなた方なわけですからね、

きな要因があるのかな。

私ら議員なんていうのは、とてもそういう状

これは地主さんともお話をさせていただき

況にないわけですからね、その辺についての

ましたけれども、地主さんは通常の借地契約

ひとつ御所見をお願いいたします。

しかありませんけれども、現実は建物がある

○議長（吉田敏男君）

ということで借地権が発生していて、これは

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

中心市街地の関係

について、いろいろ御意見をいただきまし
た。答弁を申し上げたいというふうに思いま

借地権の売買が公然と行われていたというこ
とですね。
これは地主さんは、それは私はタッチして
ませんと、あくまでも建物の売買があったか

す。
やはり中心市街地のこの間の多額な公費を

ら、名義変更料ということで一定のお金を受

投入し、いろんな活性化をしようということ

け取ってるだけですよ、こんな経過もお聞き

で、いわゆる商業再編と相まった三位一体の

したこともありますけれども、いずれにしま

事業ということの私自身もそういう言い方も

しても、そこのところの解消を含めて、いわ

してまいりました。中間は省略しますけれど

ゆる核施設の用地の買収の問題含めて、これ

も、結果として断念せざるを得なかったとい

はやっぱり詰め切れなかったということが一

うことで断念をしました。

つあるのかな。

ここであるのは、やっぱり足寄町の市街地

そのほかにもいろいろありました。先ほど

のその歴史といいますか、やはり国有未開地

お答えしたとおりでございます。当時、私が

の払い下げの経過も含めて、まさしくことし

最終的には９月の頭に判断をさせていただい

開町１００年を迎えるわけですけれども、お

たということでありますけれども、そのとき

およそそれに近いぐらい、明治の時代に後年

には当然三位一体ということで申し上げてお

次に高橋安蔵氏、これ先代だというふうに思

りましたから、当時の帯広開発建設部の次長

いますけれども払い下げがされて、当時は公

さんのところに走っていきまして、次長さ

設市街地と私設市街地に分かれていたと。

ん、申しわけないけど三位一体の一つもう崩

これはまさしく足寄の駅が今の場所に決

れちゃうと、これは三位一体と切ったわけだ

まったことによって、当時の古い図面見ます

から、国道拡幅も私はもう腹決めると、最悪

と、高橋安蔵私設市街地の造成図面というこ

これももうあきらめざるを得ないという率直

とで古い資料に残っているわけでありますけ

に腹を割った相談をさせていただいたとこ

れども、この長い歴史の中で、やはり大地主

ろ、当時の次長さんは、町長、そんなに結論
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を急ぐなと、国道の拡幅については当然まち

権利者の話ということになりますけれども、

づくりの支援ということもあるけども、やは

これがまた建物持ってる人、それから借りて

り駅前の危険箇所、交通安全対策という側面

いる人なんていったら、もう本当に、当時、

もあるぞということも含めて少し検討するか

私担当しているとき調べましたら、一番多く

ら、ちょっと時間をかせというお言葉をいた

権利持っている人、八つの権利持ってる人が

だいて、その結果、開発さんも、いや、これ

いました。土地所有者であったり建物を借り

は交通安全上の対策で引き続き国道拡幅はや

ている人であったり、あるいは建物所有者で

りましょうと、こういうありがたい話をいた

あったりということで八つ持ってたというこ

だいて、今現在、着々と国道拡幅、そして区

とで、これがそういう意味では少なくとも国

画整理という形の中で進んできてるというこ

道周辺については、その部分というのは解消

とでございます。

がされたというふうに思っているところでご

そこで今の現象、まさしく建物がなくなっ

ざいます。

て、さら地の状態になってるということでご

それから、先ほども答弁したおり、今、商

ざいます。私も、このままでいいというふう

工会の中でも部会的なものが設置がされまし

には思ってはおりません。

て、空き地、あるいは空き家対策というよう

ただ、これはいろんな御意見、後批判もあ

なことで調査活動を今目下進めているという

るというふうに思いますけれども、ただ、一

ことでございますから、これは私どもの経済

方ではこの一番難しかった借地権の問題、こ

課の担当の方もそことの情報交換をしなが

れは現状は、地主さんに本当に今まで着々と

ら、これからこの町並み、中心市街地、ある

入ってきた賃料が入ってこなくなっちゃった

いは商業の活性化に向けて何らかの手だてと

わけですから、建物がなくなっちゃって返還

いうものがないものかということもこれ一緒

ということになっちゃいましたから、これは

になって、行政も一緒になって、これは行政

もう賃料が入ってきてないというこれは現実

だけでもこれはだめだというふうに思ってお

問題、損害を与えてるというのはこれはもう

りますから、一緒になってこのことは道は

事実かなというふうに思っております。

探っていきたいというふうに思っております

ただ、一方では、この借地権の問題という
のは、さら地になったことによって借地が返

ので、御理解をいただきたいというふうに思
います。

還されたことですから、この借地権の問題と

以上でございます。

いうのはこれ、これは地主さんはもともとそ

○議長（吉田敏男君）

８番

ういうことはないというふうに認識しており

○８番（高橋幸雄君）

今から３０年前、先

ましたけれども、しておられたようでありま

ほど名前挙げた方とお話し合い、特に故人の

すけれども、これは解消がされてるというこ

高橋佳夫氏には土地の関連者ということも

ともありますから、仮にこれから新たにこの

あって、私は当初から申し上げてるのは、そ

さら地の中で事業展開をしていく上では、こ

の当時の話でね、先に向けて権利が複雑で絶

れはもう地主さんとのあとは借りるのか買う

対うまくいかないと、この状況の中で仮に事

のす、これは双方の話で済むということです

業を展開するとしても。

高橋幸雄君。

私はやっぱり当時で土地開発公社か何かで

ね。
これ例えば公共事業をやるにしても同じこ

もつくって、全地買収を開発公社が取得し

とです。借地の人がいれば借地人の権利者の

て、その段階において地権者から全部取得を

方とも相談しなくちゃいけない、あるいは地

してね、私はそこで申し上げたのは、今亡く

主さんとも相談しなくちゃいけないというこ

なってない方もね、亡くなった方は高橋佳夫

とで、一番少ない人数でいけば、３人の方の

氏１人で、石川さんも御存命ですし、道東の
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花田さんも松崎さんも香川さんもまだ御存命

してそういう経過は御案内のとおりだと、そ

中ですけれども、我々がいろんな遊びして働

んなもの言わんくたって商工会の人皆さん

かないで遊んでたときに、汗水流した財産な

知ってるわけだから。

ら（不明）ところてん式にって、そういう失

しかしながら、このまま受け取れと、空地

礼なことは言いませんでしたけども、まあ飲

については所有者と話してね、本当にめちゃ

んだ席ですからそれなりのあれから、そんな

くちゃな発想だけど、巨大の何か建物、構築

さりとてたたくことはないと。

物建てると大変いいんですけど、巨大な池と

だから、こういう商売でなくて町長になり

か公園抱えててあれだけ、今は北２丁目から

たいとか議員になりたいというんなら話は別

向こうの方を言ってるんですかね、今の区画

だけども、自分はこのまちづくりを、歴史の

整理事業以外のことをお話してるわけですか

あるまちづくりをね、権利が複雑なため、あ

らね、今の活性化というのはね、こっちの駅

るいは私的所有者の面積が多いために、他の

周辺を除いての話を申し上げてるわけですか

例えば自動車会社の企業がなかなか本別と

ら、そういうことも踏まえて、そしてこっち

違って陸別の真ん中に来れんかったって、い

の今の区画整理事業、国道拡幅関連もあわせ

ろんな理由があるわけですよね、正直に申し

てやる発想だって私はあるのかなという思い

上げて、客観的に。

をしてるんですよ。

そういうことを含めてそれはただと言わん

構築物を建てるとはだれが建てるんだと、

と、仮に今の当時の話で坪１万５,０００円

変なものを建てたらランニングコストの問題

した、１万坪ですか、全部高橋さんではな

もありますしね、イニシャルコストばかりで

かった、一部ほかのとこも当時もありました

なくて。だけど一定のものでしたらね、あと

けども、それでやっぱり再開発を取得して、

は仮に池だから水道ぐらい、水しか関係あり

そしてその事業導入にしても前提としても、

ませんね。冬はスケート場だっていいわけで

そういう権利の複雑性を解いていかなけ

すし、例えばの話ですよ。

りゃ、絶対事業展開無理だなと。そのうちに

だからそのものも全然奇想天外なやっぱり

権利に走る方いられるでしょう、その権利を

発想を沿えてね、もう少し集約化できないの

買うとか建物を取得するとか、そういうこと

かとか、今でもやっぱりそういう権利という

がその立場にあることをやればやるほど、民

のはそれなりにきちっと、でも、権利をその

意が逆に動いていく可能性あるんですよ。そ

ままにして建物そのままにして、撤去すれば

ういうことを懸念して当時、３２年前の話で

金かかりますから、足寄町が一帯買う、い

すけどね、結果は想定どおりですね、結果は

らっしゃいますでしょう、私の聞くところに

想定どおり。

よると。したら土地所有者にしたら非常に被

だって、それは仮に想定どおりだとして

害甚大ですよね。

も、一つには高橋佳夫さんという立派な人材

だから、私やっぱりそういうもろもろのこ

を失った、先ほどの宝の山の話ではないけど

とを含めて、あなたはやっぱり明確に積極的

ね、あのキャラクター、人柄といいあの感性

にさ、担当課を含めて副町長を先頭にやっぱ

といい、私は本当に惜しんでも惜しみ余る人

り今の関係者、それからあの関係地域のため

だなと思ってますけども、これは仕方ござい

に、少なくともあなたの就任のとき、次やる

ませんよね。

ときぐらいはそれを具現化していくぐらいの

そういう状況の中で経過はありましたけ

意気込みでなかったら私はだめだと思うよ。

ど、今ここで何とかね、経過は経過として

あなたあと２年ちょっとして退職金千何百

も、ただ、今商工会で云々ということばかり

万だけもらってやめるなんていう、そんなよ

ではなくて、もう少し行政も町長も理事者と

うな逃げの発想ではだめなんです。やっぱり
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もう少し腰を落ちつけてさ、腰を落ちつけて

ていただきます。

それだけの足寄町一の高給取りなわけだか

これはまだお若いですけれども、非常に立

ら、収入あるわけだから、それに見合うだけ

派な考え方持っておりますし、当然、私は一

のやっぱり町民に見せていただきたいもんだ

時、今でいけば経済課、当時農政課におりま

なと、そういうふうに思うんですよ。

して、やっぱり農地の流動化という部分につ

まだ私の時間２２分ありますけども、時間

いても少しかかわってきた経過もあって、私

の関係で４時でやめたいと思いますんで、何

がこの区画整理の担当で異動になったときに

だかんだ時間も２時間やらんかったら一般質

も地主に会ったときに、やっぱり市街地の流

問効果ないなんて、そんな話は全くございま

動化ということを地主どう考えてるというお

せんのでね、ただ一つ言えることは、このこ

話をさせてもらったところ、今の地主さん

とだけは明言しておきたい。

は、これはもう可能であればそれは売買はし

けさの朝ズバの茨城県議会の例出てました

たいと、こういうこともはっきりおっしゃっ

ね、足寄町同様にこう、居眠り議員がＴＢＳ

ておりますし、それからまちづくりに対して

が入るのに居眠り議員ってね、そして一般の

も、やはりきちんとそういう体制が整えば協

傍聴者が写真を撮ってインターネットに載せ

力することはやぶさかでないとこれは明言さ

たんですね。もちろん固有名詞ももちろん出

れておりますし、それから今現在も土地区画

てますよね。私はやっぱりそういうことを意

整理事業の審議委員も担っていただいており

識するんでなく、だから傍聴来ても何か議長

ますし、私は、本当にお若いのに立派な方だ

職権、議長職権か何かで変えたみたいですけ

なというふうに思っております。

どね、それもまた批判の対象になってました

議員仰せの三笠通り含めた既存の、まあ当
時も中心市街地と言っておりましたけれど

ね。
私は、やっぱり開かれた議会であり、そし

も、ここの部分、将来的にどうしていくのか

てやっぱりあれですよね、責任のある言動で

ということにつきましても、これは地主抜き

ありさ、そして誤解のない一般町民との会話

では考えられない、いろんな権利の関係もあ

であったりしていただきたいもんだな。

りますし。

特に、やっぱり首長の場合は責任ある立場

それからまた、今の秀樹さんになってか

だから、それと同時に、やっぱり責任を持っ

ら、従来、私は直接、安蔵さんと、旧区画整

てそれなりの政策をね、次の手次の手を打っ

理やったときに当時の係長に連れられて安蔵

て、単なる自律プランだけを無難にこなすな

さんのとこにも行った経験も持っておるんで

んていうことのないようにしていただきたい

すけれども、そのときに、やっと区画整理が

と。

できて、もう宅地の杭入れをすることができ

最後に強い意思表明を答弁いただいて、私

るようになったと、この間の協力にお礼を申

の一般質問を終わりたいと思います。どうぞ

し上げながら、いついつ石杭を入れたいんだ

御発言を。

というお話に行ったときに、ちょっと待って

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

くれと、石杭は入れるのをやめてくれと、街

町長、答弁。
お答えをいたしま

区杭の杭だけにしてくれと。
そのときにちょっと驚いたのは、なぜそう

す。
今現在、本当に高橋佳夫さんお亡くなりに

言うのかなと思って驚いたのは何かという

なられて息子さんの秀樹さんが相続している

と、私はＡさんに土地を貸してるんだと、１

わけでありますけれども、これは秀樹さんと

００坪貸してるんだ、１００坪の地代が平穏

も、そんなに頻繁ではございませんけれど

無事に入ってきている、現実この土地、Ａさ

も、たまにお会いをしていろんなお話をさせ

んじゃない人が使ってるのは事実なんだと、
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ＡさんからＢさん、ＢさんからＣさんぐらい
まで孫貸しぐらいまでいってると、これは寝
た子を起こすようなものだからやめてくれと
いう、当時はそういう実態でありました。そ
れが今の秀樹さんは、ほぼそこのところは回
収、解消をしてるというふうにもお話も聞い
ております。
ただ、また貸しの分一つぐらいはまだ完全
には解消されてないところもあるというふう
には聞いておりますけれども、そういう積極
的な方でもございますから、これは引き続き
まちづくりに対する支援なんかも求めていき
たいというふうに思っております。
最後に、首長としての強い決意というお話
でございましたけれども、なかなかこれは私
の能力も含めて、こうやっていきますという
ことを明確にお答えすることになかなかなり
ませんけれども、しかし、いろんな方々の御
指導やら御協力をいただきながら、間違いの
ない町政運営に当たっていきたいということ
だけは申し上げて、私の答弁とさせていただ
きます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、８番高橋

幸雄君の一般質問を終わります。
◎

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。
本日は、これで散会をいたします。
次回の会議は、９月１０日午前１０時より
開会をいたします。
午後

３時５９分

散会
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