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午後

１時１５分

開会

御意見、質疑をよろしくお願いしたいと思い
ます。

◎

開会宣告

○臨時委員長（川上初太郎君）

御協力よろしくお願いいたします。
年長委員と

午後

いうことで、私のほうから議事を進めてまい

○委員長（高道洋子君）

ります。

会を再開いたします。

１時１８分

再開

休憩を閉じ、委員

これより予算審査特別委員会を開きます。
委員長が決まるまで、私が議事を進めさせ
ていただきます。

◎

予算審査特別委員会副委員長互選

○委員長（高道洋子君）

これから、副委員

長の互選を行います。
◎

予算審査特別委員会委員長互選

○臨時委員長（川上初太郎君）

いかような方法で決めますか。

委員長の互

選を行います。

１番熊澤委員。
○１番（熊澤芳潔君）

いかような方法で決めますか。

いたします。

１番熊澤君。

○委員長（高道洋子君）

○１番（熊澤芳潔君）

指名推薦を提案いた

します。

委員長指名をお願い
委員長指名の発言

がありましたが、これに御異議ありません
か。

○臨時委員長（川上初太郎君）

今、１番熊

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

澤議員より、指名推選の声がありますが、御

○委員長（高道洋子君）

異議ございませんか。

私のほうから指名することにいたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○臨時委員長（川上初太郎君）

異議なしと認め、

髙橋秀樹委員を指名いたします。

異議なしと

御異議ありませんか。

いう声で、異議がないので指名推薦としま
す。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

異議がないので、

委員長の推薦をお願いをいたします。

髙橋秀樹委員が副委員長に決定いたしまし

１番熊澤君。

た。

○１番（熊澤芳潔君）

高道洋子委員を推薦

暫時休憩いたします。

いたします。

午後

１時１９分

休憩

ただいま、

午後

１時２１分

再開

高道洋子委員との発言がありましたが、御異

○委員長（高道洋子君）

議ございませんか。

審査特別委員会を再開いたします。

○臨時委員長（川上初太郎君）

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○臨時委員長（川上初太郎君）

休憩を閉じ、予算

予算審議の進め方について説明をいたしま

異議なしと

す。

認め、高道洋子委員を委員長とすることに決
定をいたしました。

一般会計と特別会計は、歳出の目で進め、
質疑が終了した後、歳出の総括質疑を行いま

暫時休憩をいたします。
午後
○委員長（高道洋子君）

す。
１時１７分

休憩

ただいま、委員長

歳入においては、歳入の項で進め、質疑が
終了した後、歳入の総括質疑を行います。

に選任されました高道でございます。

第２条以降がある場合は、それぞれの質疑

どうぞよろしくお願いいたします。

を受け、終了後、全体の総括質疑を行いま

本日は２８年度の大事な予算を決める委員

す。

会でございますので、どうか皆様の活発なる
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企業会計については、収益的支出の目から

進め、次に収益的収入の一括を、次に収益的

もらえますか。補足説明をお願いいたしま

収入及び支出一括で審議を行い、次に総括質

す。

疑を行います。

○委員長（高道洋子君）

第２条以降がある場合は、一般会計、特別

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

１５節の工事請

会計と同様、それぞれの質疑を受け、終了

負費でございますけれども、役場庁舎空調設

後、全体の総括質疑を行います。

備工事ということで１,９９１万６,０００円
を計上させていただいております。

◎

議案第５３号

○委員長（高道洋子君）

こちら、説明資料の６ページにございます

それでは、これか

けれども、１階執務室、出納課、住民課、経

ら議案第５３号平成２８年度足寄町一般会計

済課に６台、会議室１、１階の玄関入ってす

予算の件を議題といたします。

ぐの会議室でございますけれども、そこに１

提出議案につきましては、既に説明を受け

台、２階のこちら議場に３台、議員控え室に

ておりますので、これから質疑に入りたいと

１台、議会事務局に１台、これらの空調クー

思います。

ラーを設置するという工事でございますの

４６ページをお開きください。

で、よろしくお願いいたします。

歳出から進めます。目で進めます。

○委員長（高道洋子君）

第１款議会費、第１項、第１目議会費、質

か。

疑はありませんか。

よろしいでしょう

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）

４８ページ、第２

次いきます。

５８ページ、８目財産管理費。

款総務費に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

第１項総務管理費の１目一般管理費、質疑

○委員長（高道洋子君）

はありませんか。

９目車両管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）

５２ページ、２目

費、ありませんか。

基金積立金、質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）

３目会計管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

４目財政管理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

１１目特別職報酬

等審議会費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

１０目公平委員会

○委員長（高道洋子君）

１２目功労者表彰

費。

第５目文書広報

費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

費。

６目交通安全対策

費。

７番田利委員。
○７番（田利正文君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

６３ページの説明の

ところに、関係職員給与費とあります。８６

７目庁舎管理費。

６万９,０００円。

７番田利委員。
○７番（田利正文君）

１３目自治振興

あちこちにこういうふうにあるのですけれ
５７ページの１１需

ども、これはそれぞれの単価が違うのですけ

用費のところで、役場庁舎空調設備整備事業

れども、どんなふうに見たらいいのかちょっ

となっていますけれども、これ少し補足して

と説明をお願いします。
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○委員長（高道洋子君）
○総務課長（大野雅司君）

答弁、総務課長。

ころもあるようなのですが、その辺の基本的

関係職員給与費

な支給の内容を、ちょっとどのような形でさ

について御説明させていただきます。

れているのかお聞きしたいと思います。

職員の給与につきましては、第１３款、２
１０ページとなりますが、ここに一括で職員

○委員長（高道洋子君）
○住民課長（沼田

の給与、手当等を計上させていただいており
ます。

聡君）

答弁、住民課長。
住民課長です。

今の質問にお答えなのですけれども、自治
振興費の中の交付金、自治会運営交付金の下

その総額で１３億２,１４７万９,０００円

に、地域集会施設等維持交付金ということで

を計上しておりますが、その内訳につきまし

１５万４,０００円計上させていただいてお

ては、２２２ページとなりますが、２２２

ります。

ページから２２５ページまでに、費目別の内

この１５万４,０００円につきましては、

訳というのが科目別内訳というものを添付さ

自治会活動等の促進交付金規則に基づきまし

せていただいております。

て、地域集会施設設備等の補修及び維持管理

この内訳のトータルが先ほどの１３億２,
１ ４ ７万 ９ ,０ ００ 円 と一 致 して お りま し

に要する経費として各自治会のほうに交付し
ております。

て、この金額が各費目の人件費に張りついて

地域の集会の会館の関係でございますけれ

いるということで、その内訳を款項目を並べ

ども、町内には１８会館ございまして、その

て、例えば、今御質問のございました自治振

中で面積で３３平方メートル以上の会館につ

興費でございましたら、自治振興費は２２２

きましては、これは１年間、５月ごろに交付

ページの上から１０行目ぐらいですけれど

されますけれども、８,８００円。３３平方

も、一人で給料４０７万７,０００円、手当

未満の自治会につきましては６,６００円を

３１９万７,０００円、合計７２７万４,００

交付しております。

０円で、共済費等が１３９万５,０００円、

これは、あくまでもその地域の会館でござ

合計８６６万９,０００円。これがこの自治

いますので、管理が自治会のほうにお願いを

振興費で、仕事をしている職員一人に当たる

しているということで、それの清掃ですと

人 件 費が ８ ６６ 万 ９,００ ０ 円と い うこ と

か、草取りの関係ですとか、除雪の関係も含

で、この科目別内訳の仕組みとなってござい

めて、トータル的にその自治会のほうにお願

ます。

いしているということでございます。

この金額を各目の説明事項の右側に記載さ

○委員長（高道洋子君）

１２番井脇委員。

せていただいておりますので、よろしくお願

○１２番（井脇昌美君）

そうしたら、今の

いいたします。

説明では、個人のほうには支給されていない

○委員長（高道洋子君）

よろしいですか。

ということですね。

同じく、１３目自治振興費。

○委員長（高道洋子君）

１２番井脇委員。

○住民課長（沼田

○１２番（井脇昌美君）

まずは、自治振興

のことでちょっとお伺いしたいのですけれど

聡君）

住民課長。
住民課長です。

この集会施設の交付金の関係については、
自治会長のほうに交付しております。

も、以前は地域によってほとんどボランティ

個人には支給しておりません。支出してお

アの中で進められていたような記憶している

りません。

のですけれども、除雪等々の費用のいわば補

○委員長（高道洋子君）

１２番井脇委員。

助についての支給ですね。

○１２番（井脇昌美君）

そちらの内部の何

基本的には、地域の部落、自治会等に支給

かちょっと差がある。

するのか。それとも個人で支給をしていると
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個人のほうにも支給されているようにお聞

きしているのですけれども、その辺をもう一

そして、もう一つ交付金としましては、事

度、しつこいようですけれども、修繕費だと

務委託費交付金がございまして、これは全地

か、意味はわかります。自治会のほうにも。

区均等割でございますけれども、５世帯以下

それで。

が７,０４０円で、６世帯から１０世帯まで

○町長（安久津勝彦君）

委員長、休憩。

が１万１,６７０円、１１世帯以上が２万３,

○委員長（高道洋子君）

はい、暫時休憩。

２１０円ということで、この交付金規則に基

○委員長（高道洋子君）

休憩を閉じ、委員

づいて各自治会のほうに支出しているという

会を再開します。

ことになります。

よろしいでしょうか。

以上でございます。

１２番井脇君。
○１２番（井脇昌美君）

では、自治会の運

○委員長（高道洋子君）

１２番井脇委員。

○１２番（井脇昌美君）

わかりました。

営の交付金のことでちょっと質問をさせてい

そのことはもう基本をもって役所のあれで

ただきたいと思いますけれども、この自治会

すから、大事なお金ですから、血税ですか

の各自治会への交付金、これは当然町の中の

ら、支給されていると思うのですけれども。

ことも含んで言えるのですけれども、もう山

この今の課長がおっしゃられた規約的なも

村地区も高齢化していっている中で回覧一つ

のですね。それ、いつごろ取り決めましたか

にしても、かなり１キロ、２キロ歩いて隣の

ね。

部落に行かれると。

○委員長（高道洋子君）

地域の人からも、やはり広域的です。結構

○住民課長（沼田

広域的な人から交付金の微量ながらでも若干

答弁、住民課長。

聡君）

お答えします。

この規則ができましたのは、昭和４４年に

の見直しを、幾らということではないのだけ

規則が制定されております。

れども、考えてもらえないですかねという意

○委員長（高道洋子君）

１２番井脇委員。

見が出ているのは、率直かなり最近多くなっ

○１２番（井脇昌美君）

わかりました。

てきております。

私は古いとか新しいとかというのではなく

そこで、この自治会の交付金のいわば配分

て、決して面倒な作業ではないわけですし、

ですかね。これは個別割なのか、人数割なの

農家の方々が隣まで、例えば、回覧板とかい

か、何か基本があるはずです。どこどこの地

ろいろな便りをいわば回すのに、２キロも、

域の自治会には幾ら幾ら、どこどこは幾ら、

時には場所の遠いところでは、ハンデあると

また、街中の下愛冠の自治会は幾ら幾らと。

ころは３キロも車で今使って回っているわけ

戸数割なのか、人の人数割なのか。

ですから、もうそろそろ幾らとかということ

それと、不便性を若干吟味して、この交付

は申しません。

金を支給しているのか。その辺をちょっとお
聞きしたいと思います。
○委員長（高道洋子君）
○住民課長（沼田

聡君）

その中で、その昭和４４年だから云々かん
ぬんではなくて、もう時期見て機会があれば

答弁、住民課長。

そちらのほうとよく、地域のほうとも含んで

自治会の交付金

検討をお願いをいたしたいと思うのですけれ

の関係でございますけれども、まず一つには

ども、改正も含めてですね。

運営費交付金がございまして、１世帯につき

早急にということにはならないと思います

市街地区につきましては９２０円、その他の

けれども、その辺をちょっとお答えをいただ

地区につきましては１５世帯まで１世帯につ

きたいと思います。

き９２０円、１５世帯を超える場合について

○委員長（高道洋子君）

は １ ,１ ７０ 円 とい う ふう に なっ て おり ま

○住民課長（沼田

す。

す。
― 5―

聡君）

答弁、住民課長。
お答えいたしま

先ほど、ちょっと説明の中で昭和４４年の

○４番（木村明雄君）

制定でございますけれども、昭和５１年に一
度交付金の見直し等はされております。

わかりました。

いや、私は町内個々に皆さんにまたこれを
配布するのかなと思ったら、そうではなかっ

ただ、それ以降はされておりませんので、

たのかなと、そんなふうに思っております。

その件については今後検討してまいりたいと

そこで、これは年何回なのか、そしてまた

いうふうに思っておりますので、よろしく御

どれくらいの部数をつくるのか、その辺につ

理解のほどお願いいたします。

いてもお伺いをしたいと思います。

○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）

いいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

○総務課長（大野雅司君）

では、次に行きま

年１回、１号で

ございます。

す。

制作部は１万部でございます。

１４目企画振興費、質疑はありませんか。
４番木村委員。
○４番（木村明雄君）

答弁、総務課長。

以上でございます。
○委員長（高道洋子君）

この企画振興費、こ

か。

れは６５ページ、足寄ふるさと新聞製作。こ

企画振興費でそのほかありませんか。

れについては、どのような内容なのか、そし

（「なし」と呼ぶ者あり）

て、どのようにどう活用していくのか、

○委員長（高道洋子君）

ちょっとお伺いをしたいと思います。

１５目行政情報管理費。

○委員長（高道洋子君）
○総務課長（大野雅司君）

答弁、総務課長。
足寄ふるさと新

聞製作業務につきまして御説明させていただ

よろしいでしょう

次、６８ページ、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

１６目職員住宅

費。

きます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ふるさと納税、本年度２億円を計上させて
いただいておりますが、現在１億６,０００

○委員長（高道洋子君）

１７目あしょろ銀

河ホール２１管理費。

万円を超えるほどの額になっておりまして、

（「なし」と呼ぶ者あり）

来年度２億円ということでございますが、こ

○委員長（高道洋子君）

れにはリピーターの確保ですとか、新しい方

ギー対策費。

の御協力を仰がなければならない、お願いし

１８目新エネル

７番田利委員。

なければならないことがございますので、Ｐ

○７番（田利正文君）

Ｒに何か努めたいと、新年度はですね。考え

ルギー推進事業とありますが、これどんなぐ

てございます。

らいのことを考えているのか、ちょっと御説

そこで、足寄のことを、あなたのふるさと

７３ページの新エネ

明をお願いしたいと思います。

納税がこのように生かされましたですとか、

○委員長（高道洋子君）

足寄のまちづくりはこのように行っているす

○経済課長（村田善映君）

てきな町ですよと、ぜひ御寄附下さいという

進事業全体のことでよろしいのでしょうか。

ような主旨でタブロイド版の新聞を製作いた

今のエネルギーということで、再生可能エ

しまして、寄附者にお送りするですとか、イ

ネルギー、バイオマスエネルギー、いろいろ

ベント時に配布するとかいうことで足寄の魅

なエネルギーの活用方法があると思うのです

力を発信して、ふるさと納税を呼びかけると

けれども、それを推進していくという位置づ

いうことに使用したいと考えておりますの

けで事業を持っております。ということでは

で、よろしくお願いいたします。

ない。

○委員長（高道洋子君）

○７番（田利正文君）

４番木村委員。
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答弁、経済課長。
新エネルギー推

具体的には、これを

実施したいというのは。
○経済課長（村田善映君）

ようということで、申請をさせていただきま
今、具体的には

した。

いろいろな地域資源の再利用という形の中

ここ、私が思っているのは、ここは国有林

で、いろいろと情報収集したりとか、足寄に

のところでありますから、先週も札幌森林管

どういうエネルギーが活用できるかというこ

理局のほうに、とりあえず手を挙げさせても

となどを調査したりとか、そういったことを

らったから、仮に採択されればそこから具体

しておりますけれども、具体的な内容の事業

的な相談に来ますという、そんな取り組みも

については、まだ具現化になっていないとい

しているということでございます。

うことです。以上なのですけれども。

さらには、温泉熱の利用ですとか、幅広く

そのために、ここにも書いてあるのですけ

この協力隊に可能性を探るという意味で、い

れども、地域おこし協力隊を活用して、足寄

ろいろな幅広い活動をしていただいておりま

町におけるエネルギー開発含めて振興して

す。

いっていただきたいというふうに予算を計上
しておりますので。

それから、負担金補助金の１９節の中にお
いては、これはこれまでも取り組みをしてき

以上です。

ております太陽光発電への補助ですとか、そ

○委員長（高道洋子君）

町長。

れからペレットストーブの購入補助というよ

○町長（安久津勝彦君）

補足をさせていた

うなことで、これはもう引き続き、また２８

だきます。

年度も実行していきたいと、そういうことの

今の経済課長からお答えしたとおり、ここ

予算計上ということでございますので、御理

に嘱託員報酬ということで４１０万円計上し

解いただきたいというふうに思います。

ています。これは地域おこし協力隊という人

○委員長（高道洋子君）

材を配置しております。

○７番（田利正文君）

７番田利委員。
この前、経済課に

今、具体的に、家畜ふん尿を利用したバイ

行って、偶然、美幌町からだったでしょう

オマスプラント、こんな可能性を今ＪＡさん

か。来られているという方にお会いしたので

とも協議をしながら探っているのが一つで

すけれども、今町長が言われたバイオマスの

す。

プラントの件では、大分進んでいるのでしょ

それから、これはまだちょっと海のものと

うか。農協さんと具体化しているという点に

も山のものとも、ちょっと具体化できるかど

ついては。

うかというのはわからないのですけれど、実

○委員長（高道洋子君）

答弁、町長。

は私も地熱発電の興味を持っておりまして、

○町長（安久津勝彦君）

一応、バイオマス

いっとき阿寒、昔の硫黄鉱山跡に向かって、

プラント、これを参加といいますか、そうい

阿寒町のほうから斜め堀りをして地熱発電で

う生産者がどの人が参加をするのか、あるい

きないかというような、そんなことに着手す

は今希望している方については、増頭計画も

るよとことが、年が明けましたから、一昨年

あるというようなことも含めて、まだ基盤の

ですかね、新聞報道あったのですけれども、

ところがまだ固まりきれてはいませんけれど

その動きは今情報ちょっとありません。

も、少し前に進んできているのかなと、そん

ありませんけれども、私は、まだどこと具

な思いをしております。

体的なことは言えませんけれども、どちらか

まだいけるぞというところまではいってい

といえば芽登地区のほうで可能性ないのかと

ませんので、まずは基盤の何戸の農家が参加

いうことで、実は環境省のほうで、これは全

をして、何頭のふん尿を処理するのかという

国３カ所という、きわめて厳しい状況なので

ことが決まらないことには事業費も算出でき

すけれども、でも、一応手を挙げるだけ挙げ

ませんし、もっといえばそれをやる上にあっ
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ては、独自でできるのかといったら、まず相

か。

当な多額なお金かかりますから、そんなこと

（「なし」と呼ぶ者あり）

にはなりませんから、では国の補助制度、ど

○委員長（高道洋子君）

この補助制度を狙っていくのかという、こう

挙費。

いう難しい問題はありますけれども、少なく

２目参議院議員選

１番熊澤委員。

とも前に向けて積極的な検討が進んでいると

○１番（熊澤芳潔君）

選挙の投票の関係な

いうことは、これは紛れもない事実ですの

のですけれども、ここの需用費でいいのかな

で。

というふうに思うのですけれども、以前から

もう少し具現化、具体化してくれば報告で

選挙の関係につきましては、投票の関係につ

きることになるかなというように思いますけ

きましては、集約されたとき、またその後、

れども、なかなかこれ一長一短に進まないと

高齢化社会の中で投票率が非常に下がってく

いうことでございますので、御理解いただき

るのではないかというようなことで、特に郡

たいというふうに思います。

部につきましては心配されていたわけでござ

○委員長（高道洋子君）

よろしいですか。

いますけれども、その後の選挙の投票率の実

ほかにありませんか、１８目新エネルギー

績だとか、そういったことがもし今わかれば

対策費。

お聞きしながら。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高道洋子君）

他町村においては非常にそういったことが

なければ、１９目

国民保護対策費、ありませんか。

しかバスを巡回させるというようなことも、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

何らかの形で各町村、検討されているのかな

次、２０目銀河線

跡地整備費。

という気がいたしますけれども、足寄町とし
ては、その実績に基づいての考え方について

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

高齢化社会の中では、池田町でしたかね、た

お聞きします。

２１目情報化推進

費。

○委員長（高道洋子君）

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高道洋子君）

お答えいたしま

す。

７６ページ、第２

投票率の実際の資料というのは今手持ちで

項徴税費、１目税務総務費。質疑ありません

ございませんけれども、そう目立って下がっ

か。

ているということはございません。それで都
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高道洋子君）

市部に比べるとずっと高い、いい投票率と

７８ページ、２目

賦課徴収費。ありませんか。

なってございます。押しなべて都市部よりも
町村部のほうが投票率はよいようですので。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

そして、バス巡回の件ですけれども、具体

３目固定資産評価

審査委員会費。

しておりません。ただ、情報としてはもちろ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

ん把握しておりまして、やはり高齢化社会の

第３項、１目戸籍

住民基本台帳費。ありませんか。

進展に伴って、その部分については検討して
いかなければならない項目だという認識はし

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

的な検討は、申しわけございませんが、まだ

てございます。

では、次、８０

ページへ行きます。

以上でございます。
○委員長（高道洋子君）

第４項、１目選挙管理委員会費、おります

○１番（熊澤芳潔君）
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１番熊澤君。
やっぱり国勢選挙だ

とか、そういったことがございますので、や

ということで計上しておりましたけれども、

はりそういったことも検討しながら、投票数

先ほど、補正予算のほうで、たしか六百五十

を見ながら進めていただきたいなと思いま

何万円削減をさせていただいていまして、そ

す。

れは職員を採用する計画、社協さん独自で採

以上です。

用する計画を前年度、平成２７年度はお持ち

○委員長（高道洋子君）

２目、同じくあり

ませんか。

だったのですけれども、その採用を見送った
ということでありますけれども、今年度、新

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

年度においては、そこの部分については町か

なければ、８４

ページ、第５項、１目統計調査総務費。あり

ら執行等を考えておりまして減額としている
ところであります。

ませんか。

以上であります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）

第２目商工統計調

査費。

○９番（髙橋健一君）

９番髙橋委員。
それでは、町から出

向するという、職員が社会福祉協議会のほう
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高道洋子君）

に出向するということですね。

次に行きます。

本来、社会福祉協議会、私も評議委員と

第６項、１目監査委員費。ございません
か。

か、いろいろボランティア、さらにいろいろ
な形でかかわらさせていただきまして、非常

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

に社会福祉協議会の今後に大いに期待すると

８６ページ、第３

款民生費に入ります。

ころなのですが、社会福祉協議会というのが
そもそもがいわゆる民間の、いわゆる社会福

第１項、１目社会福祉総務費。質疑はあり
ませんか。

祉法人ではないかと。何かこの悪い言葉でい
うと役場とひもつきで、この人たち本当に独

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

立する気があるのかと、そんな気もするので

２目福祉医療費。

すけれども。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

それについて、どんな役職で役場の職員が

３目国民年金費。

９番髙橋委員。
○９番（髙橋健一君）

出向されるのかなと。今後ちゃんとした社会
福祉協議会が独立していけるのかどうか、福

社会福祉費の総務費

祉課長にお伺いしたいのですけれども。

のことでお伺いしたいのですけれども、ペー

○委員長（高道洋子君）

ジ、８９ページの足寄町社会福祉協議会補助

○福祉課長（櫻井光雄君）

金、本年度、予算が３,７６９万８,０００円

います。

答弁、福祉課長。
福祉課長でござ

になっていますけれども、これ前年比、随分

現在、社会福祉協議会にお願いをしている

減っているのではないかと思うのですね。

事業、高齢化社会になってきているという部

ちょっとここに数字が出ていませんけれど

分も含めて、ボランティア事業ですとか、青

も、前年は４,７８７万円だと記憶している

年後見事業も含めて、お願いしている業務が

のですけれども、どうして減ったのかを説明

多くなっているというのが実態でございま

お願いいたします。

す。

○委員長（高道洋子君）
○福祉課長（櫻井光雄君）

答弁、福祉課長。

一方で、この役場、北側でやっている高齢

お答えいたしま

者複合施設初め介護保険事業等々も拡充をし

す。

てきているという、そういう状況にあって、

平成２７年度の当初予算は４,７８７万円

やはり人的なやっぱり補強といいますか、体
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制を強化していかなければいけないというふ
うに思っています。

のあった除雪サービスの件でございます。
こちらのほうにおきましては、ここでいい

そういったことで、先ほど出向と言いまし

ます介護予防地域支え合い事業の一環とし

たけれども、派遣ということでちょっと訂正

て、各自治会に補助金を交付しております。

させていただきますけれども、役職的にいけ

自治会からの要請に基づいて、お一人５,

ば、社会福祉協議会さんと相談をさせていた

０００円ということで各自治会に、自治会で

だいて、今予定しているのは事務局長という

取りまとめをしていただいて申請をしていた

ことで派遣を予定しております。

だいております。

以上でございます。

ちなみに、２８年度の予算でいきますと、

○委員長（高道洋子君）
○９番（髙橋健一君）

９番髙橋委員。

２２自治会７５人の分を３７万５,０００円

苦言を呈していただ

ということで予算計上をさせていただいてお

ければ、むすびれっじに関しては、指定管理

ります。

者として社協が手を挙げたのですから、責任

以上でございます。

を持ってきちんとした形で運営してもらいた

○委員長（高道洋子君）

１２番井脇委員。

いと。

○１２番（井脇昌美君）

個人にダイレクト

ここへきてまだ役場の支援をしていかなけ

に、福祉道路の除雪とかそうではなくて、福

ればいけないのかというのは、ちょっと寂し

祉道路的なことではなくて、個人に５,００

いなという気もするのですけれども、何とか

０円支給されているという、前にちょっとそ

改善をして、この際しようがありませんか

れらしきことを聞いたものですから、それで

ら、徹底的に社協のほうの面倒を見てあげ

ちょっとその辺が自治会とちょっとトラブっ

て、早く一本立ちできるように、独立できる

ている、トラブっているといったらおかし

ようにお計らい願いたいと思います。

い、大した問題でないわけですからあれです

社協の方にもぜひお伝えください。

けれども、ちょっとお聞きしたものですか

よろしくお願いします。

ら、その辺をきちんとやっぱり。

結構です。
○委員長（高道洋子君）

昔は本当に、先ほども言ったように、ほと
それでは、４目国

民健康保険助成費、ありますか。

んな全員で。そのことが、町が少しでもと

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

いってすることが、かえってこうやってあだ

５目後期高齢者医

療費。ありませんか。

になる、なっている面もあるのかなと思った
り、至れり尽くせりもほどほどだなと思った

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

んどボランティアでやっていたのですよ、み

りですね。

９２ページ、第２

その辺の支給の着地というのだけは、今後

項、１目老人福祉総務費。質疑はありません

もきちんとしておいてあげたら、トラブルも

か。

起きないのではないかなと思います。

１２番井脇委員。
○１２番（井脇昌美君）

わかりました。
先ほどは失礼しま

した。

○委員長（高道洋子君）
すか。

先ほど、私がお話ししたことおわかりだと
思う、ちょっとその中で答弁いただければと

次、関連でございますか。老人福祉総務
費。ないですか。

思います。
○委員長（高道洋子君）
○福祉課長（櫻井光雄君）

はい、よろしいで

（「なし」と呼ぶ者あり）
答弁、福祉課長。
先ほど、御質問

○委員長（高道洋子君）
療費。
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では、２目老人医

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

第３目在宅介護

費。

○委員長（高道洋子君）

１１０ページ、第

４款衛生費に入ります。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高道洋子君）

第１項、１目保健衛生費総務費。質疑はあ

第４目介護保険助

成費。

りませんか。
７番田利委員。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

○７番（田利正文君）

５目介護サービス

事業助成費。

ます。

６目旭町ふれあい

プラザ運営費。
７目高齢者等複合

８目地域支援事業

とか、ドック、がん検診ですとか、そういっ

１００ページへ

行ってください。

うという取り組みを行っているものでござい

（「なし」と呼ぶ者あり）

ます。

２目児童医療費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上でございます。
○委員長（高道洋子君）

３目子どもセン

ター運営費。

○７番（田利正文君）

７番田利委員。
地域で高齢者の方が

健康づくりのためのサークルというのでしょ

（「なし」と呼ぶ者あり）

うか、そういうのをつくって毎月活動されて

１０４ページ、４

目へき地保育所費。

いるサークルがあるのですが、そういうとこ
ろが会場をお借りしてやっていくのですけれ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

たものを一緒になって普及、検診率を上げて
いこうとか、健康づくりを一緒に進めていこ

第３項、１目児童福祉総務費。

○委員長（高道洋子君）

なり健康づくりの講演会、勉強会等々を行っ
て地域の住民の皆さんと一緒に健康検診です

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高道洋子君）

この健康づくり推進地域支援事業とは、地
なっていただいて、その方たちと一緒に運動

費。質疑はありませんか。

○委員長（高道洋子君）

お答えいたしま

域の方から募って健康づくりサポーターに

（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高道洋子君）

福祉課長、答弁。

す。

施設運営費。
○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）
○福祉課長（櫻井光雄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

れども、健康づくり推進地域支援事業とあり
ます。この中身について補足説明をお願いし

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

１１１ページですけ

ども、その会場を自治会が借りるときに安く

５目児童福祉施設

費。

なるとか、無料になるとかというのはありま
すよね。そういうふうに適用になる、何とか

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

このことではないのかなという思いがあって

６目学童保育所運

営費。

お聞きしたのですけれども。
○委員長（高道洋子君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

○総務課長（大野雅司君）

７目児童発達支援

センター運営費。

費、質疑はありませんか。

お答えいたしま

す。
地域のコミュニティ施設、集会所利用とい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

答弁、総務課長。

うことでお答えしたいと思いますけれども、

８目子育て支援

自治会に関係するそこのサークルですとか、
そういうところが集落会館とか、コミュニ
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ティセンターを利用する場合は無料でござい
ます。

１番熊澤委員。

以上でございます。

○１番（熊澤芳潔君）

○委員長（高道洋子君）
○７番（田利正文君）

費でございます。

７番田利委員。
それはわかりまし

た。

保健総務費の２１節

ですか。貸付金９６０万円ございます。
それで、昨年は２４０万円の減額ですよと
いうことになったのですけれども、今まで貸

高齢者の方がそれ以上、体を悪化させない

しつけて、実績もしあれば何年度に何人貸し

ためにといいますか、健康でいられるために

つけてということあるかと思いますけれど

そういうサークルをつくっている方がいらっ

も、その後帰ってきた、要するに、貸しつけ

しゃるのですけれども、そういう人たちがや

て卒業されて帰ってこられた方がいるのかい

るときに一番困っているのはやっぱり会場費

ないのか。

らしいのですよね。何十名というふうな大き
いサークルでないものですから。

また、ことしのこの９６０万円の内訳はど
うなっているのか、そこら辺のことについ

そのときに、最初の出発は教育委員会の生

て、ちょっと中身についてお知らせいただけ

涯学習担当の関係から始まったというふうに

ればありがたいなと思います。

思うのですけれども、そういった関係でそう

○委員長（高道洋子君）

いうことができる場面というのはないのかな

○福祉課長（櫻井光雄君）

という思いがあるのですけれども。

す。

○委員長（高道洋子君）
○総務課長（大野雅司君）

答弁、福祉課長。
お答えいたしま

答弁、総務課長。

昨年度の予算で２４０万円減額をしている

お答えいたしま

のは、辞退が１名あったと。医師の就学資金

す。

を辞退された方がいらっしゃるということで

自治会は集会所等ただでございまして、高

ございます。

齢者の方がお使いになる場合も無料でござい

今年度９６０万円予定していますけれど

ますけれども、そのサークルの性格によりま

も、医学生でいきますとお二人、継続の方で

して無料にならない場合もあり得るかと思い

すね。ちょっとお待ちください。済みませ

ます。

ん。

それは、例えば、社会教育関係団体が町民

済みません、今年度の９６０万円の内訳で

センターですとか、生涯学習館を利用する場

すけれども、医師の方で継続がお二人であり

合には有料でございます。

ます。それから、看護師を目指している方、

そういう違いがございまして、自治会と高

継続がお二人で、新規がお二人で４８０万円

齢者の団体につきましては、老人クラブ関

と４８０万円ということで９６０万円の予算

連、自治会関連は無料でございますけれど

をお願いしております。

も、社会教育関係団体は有料というふうに現
在なっております。

る方の状況でございます。

以上でございます。
○委員長（高道洋子君）
○７番（田利正文君）

それで、次に、今まで貸しつけをされてい
看護師においては、平成２４年にお二人が

７番田利委員。

国保病院のほうに勤務されております。２６

自治会を超えてとな

年につきましてはお一人、２７年４月からは

るとだめだということですね。

お二人が国保病院にそれぞれお勤めになって

○委員長（高道洋子君）

いただいております。

よろしいでしょう

か。
○７番（田利正文君）
○委員長（高道洋子君）

なお、医師におきましては、２７年４月よ
はい。

り研修医として今札幌の病院にお勤めになっ

今は保健衛生総務

ていただいておりまして、足寄のほうに来て
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いただけるということでお聞きしておりま

保健衛生総務費。ほかにありませんか。

す。

１０番星委員。

以上でございます。
○委員長（高道洋子君）
○１番（熊澤芳潔君）

○１０番（星
１番熊澤委員。
わかりました。

孝道君）

補助金の関係で、

厚生病院の運営補助金についてお尋ねしたい
と思いますが。町村会で当初計画、検討され

総体の人数、私ちょっと記憶ないものです
から。

たものとは違う形で進んできたのだというふ
うに理解しておりますが、今年度４０６万円

そうしますと、今までお貸しをしまして勉

ということでありますが、これは単年度で終

強をされて大学を出たとか、いろいろ勉強を

わるものではないのだろうというふうに思っ

されて、そして戻ってくるという条件なので

ておりますので、今後どのような推移をた

すけれども、今のところ貸しつけの中では、

どっていくのかお聞かせをいただきたい。

心配なくきちんと戻ってきたりしていますよ

○委員長（高道洋子君）

答弁、町長。

という考え方になるのかどうかちょっとお聞

○町長（安久津勝彦君）

この厚生病院の建

きして。

てかえに伴う、十勝の町村会に対する要請が

○委員長（高道洋子君）

答弁、町長。

ございました。

○町長（安久津勝彦君）

これまでで実際に

当初は、建設費に対する助成をしてくれと

町のこの奨学金を活用してお医者さんになら

いうことで随分議論を重ねていったのですけ

れた方というのは２名いらっしゃいます。

れども、途中から建設費の補助ではなくて運

１名は、御案内のとおり伊東先生、町立病

営費の補助。この運営費の補助というのは、

院に勤務いただきました。ただ、奨学金を返

国の制度がありまして、実は公共的な病院に

済しなくてもいいという任期の途中で旭川の

対する助成については、特別交付税で補填を

ほうに転出をされたという、結果残念だった

しますよという、こういう規定がございまし

のですけれども、その方が１名。

た。そこで、厚生連、そして帯広市含めて町

それから、１名の方は、やっぱり高度医療

村会で議論した結果、これであれば運営費補

を目指したいということで、残念ながら、急

助ということにしようということで合意がで

がなくてもいいよということでいたのですけ

きました。

れども、数年たったものですから、一昨年で

ただ、またちょっと状況が変わってきたと

すかね、繰上償還をしていただいて、その方

いうのは、この条件としましては、交付税の

は残念ながら、うちの病院には着任をしてい

限度額以内ということで年間、当初、正確な

ただけなかったということでございます。

数字はちょっとあれなのですけれども、３億

今現在、貸しつけしているお医者さんにつ

円強の助成をしようと、全体でですね。これ

きましては、先ほど課長がお答えしたとお

が、ところが、総務省のほうでこの助成にか

り、１名の方はもう既に後期研修に入ってい

かわる特別交付税の措置、これがちょっと制

ますから、一応、この方、私もお会いしてい

度がかわってきまして、少し減額がされると

ますけれども、絶対足寄に来るからというお

いう、こういう実態になってきまして、そこ

答えをいただいているということで、現実、

で、またどうするのだという議論にはなった

その時期にならなければちょっと何ともいえ

のですけれども、一応こんな形で単年度とか

ないのですけれども、そういう着任いただけ

３年間だということではなくて、この交付税

るということで期待をしているという現状で

措置のある期間については助成をしていこう

ございます。

と。しかも、そこのところは不採算部門の運

以上です。
○委員長（高道洋子君）

営費だよと、こういうことでございます。
よろしいですか。

帯広の厚生病院というのは全道にもかなり
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厚生病院を持っているのですが、一番の平た

のような形の中で推移してきているのか、そ

くいえば稼ぎ頭、黒字病院であるということ

の辺ちょっとお伺いをしたいと思います。

も聞いていますから、議論の経過の中ではい

○委員長（高道洋子君）

ろいろなやりとりもさせていただきました。

体制ですね。

黒字病院に何で助成しなければいけないの

過去３年間の受診

答弁、福祉課長。

だと。我が町でも国保病院があって、一般会

○福祉課長（櫻井光雄君）

特定健診の受診

計から新年度予算提案させていただいている

状況という御質問でございますけれども、平

のは、一般会計から４億９,０００万円程度

成２４年におきましては６５３人、平成２５

の繰り出しをするのだと。地元で病院抱えて

年８０９人、平成２６年８３７人でございま

いながら何で助成しなくてはいけないのだ

す。ちなみに、平成２７年、これは１月末現

と。こんな議論も率直に私も言わせてもらい

在ですけれども、６４２人が受けておられま

ましたし、いろいろな議論もさせていただい

す。

たのですけれども、結果、やっぱり救急病

これに伴う保健指導という部分におきまし

院、救命センターを含めて、やはり十勝管内

ては、平成２４年に４１人、２５年に５３

のどこの町村の住民の方も厚生病院にお世話

人、平成２６年に４２人、本年度１月末現在

になっているということも含めて不採算部

で４９人の指導を行っているところでござい

門。例えば、特に救命センターですとか、そ

ます。

れから子供さんの小児医療の関係、これは部

以上でございます。

門別に見るとどうしてもやっぱり採算が合わ

○委員長（高道洋子君）

ないところがあるということで、そんなとこ

○４番（木村明雄君）

ろで助成をしていくというのは、これ地域の

的な数字をいただいたわけなのですけれど

各町村の住民の方にも御理解いただけるな

も、やはり若い、これ４０歳からなんぼまで

と、そんな判断をいたしまして継続して助成

だったっけ。七十何歳までですよね、きっと

をしていくと、こういう結論になったという

受けなければならないのは。

ことでございますので、御理解いただきたい
というふうに思います。
○委員長（高道洋子君）

４番木村委員。
これですね、今総体

それで、４０歳の人、それから５０歳、６
０歳、いろいろ受けなければならないわけな

よろしいですか。

のだけれども、受ける人がいると思うわけな

同じく、１目保健衛生総務費。あります

のだけれども、そこで、若い人たちに、これ

か。

本当は４０歳から周りの人に受けてもらうの
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高道洋子君）

が一番いいのではないかと思うわけなのだけ

次行きます。

れども、その辺についていかがなものなので

２目予防費。

しょうか。

４番木村委員。
○４番（木村明雄君）

歳取って７０歳以上の人が満度受けるとい
これについては、特

うようなことになっているのかどうか、その

定保健指導事業についてお伺いしたいと思い

辺ちょっとお伺いをしたいと思います。

ます。

○委員長（高道洋子君）

これは、町内の皆さん、４０歳以上になっ
たら皆さん受けなければならないのかなと

○福祉課長（櫻井光雄君）

答弁、福祉課長。
お答えをいたし

ます。

思っているわけなのですけれども、そして病

議員仰せのとおり、生活習慣病といいます

気については早期発見、早期治療というよう

か、こういった部分を未然に防ぐためには、

なことの指導で進んでいるのだとは思うわけ

やはり子供も若いときと言いますけれども、

なのですけれども、そこで、過去３年間のど

今私どもがやっているのは、お子さんの肥満
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問題、体重の問題から含めて指導していると

○委員長（高道洋子君）

ころでございますけれども、この特定健診、

○福祉課長（櫻井光雄君）

町が行っている集団検診といいますか、こう

す。

答弁、福祉課長。
お答えいたしま

いった部分については、それぞれがん検診も

ＰＥＴがん検診についての状況だと思いま

含めて年齢的なものを設定をさせていただい

すけれども、平成２４年には５２人、２５年

ていますけれども、一部町独自として３０歳

４５人、平成２６年４２人、本年度、ちょっ

代からのやる健診等も組み込みながら、健康

と今少なくて、１月末現在では３１人という

の維持増進に努めているところでございま

状況になっております。

す。

以上でございます。

以上でございます。
○委員長（高道洋子君）
○４番（木村明雄君）

４番木村委員。
この特定健診、これ

はきっと１年に１回は必ず皆さんが受けるの
ですよというような指導というか、そういう

○委員長（高道洋子君）

１１番髙橋委員。

○１１番（髙橋秀樹君）

これ年々減ってき

ている何か理由があるのですかね。
何か聞くところによると、３年に一遍とか
受けている人は受けている。

形の中で進んでいると思うわけなのですけれ

そういう人が結構いらっしゃるのですけれ

ども、そこでまだ忙しくてとても行けないの

ども、現実、初診で受けている方というの

だという形で年を越してしまって、その年１

は、年間と言ったら変ですけれども、比率的

年受けなかったということについては、何か

には、やっぱりかなり多くなってはいるので

その、これ点数制なのかどうなのか、罰則が

すかね。その辺の数字というのは全部フォ

あるのか、その辺についてちょっとお伺いを

ローはされているのですか。

したいと思います。これはどうなのですか。

○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）

○福祉課長（櫻井光雄君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

答弁、福祉課長。
済みません、

罰則はございま

ちょっと質問と違った答えをしてしまうかも

せんけれども、仕事等で受けられなかった方

しれないのですけれども、このＰＥＴがん検

については、今も受診勧奨、電話なり訪問な

診のスタートは、たしか平成２３年か２４年

りをさせていただいて、病院等で受けていた

から始まっていますので、最初のうちは皆さ

だきたいということで今もお願いをしている

ん全員初めてでいます。

ところでございます。

それで、２回目、２８年以降２回目に該当

以上でございます。

してくるのかなというふうに思っていますか

○４番（木村明雄君）

はい、わかりまし

た。
○委員長（高道洋子君）

ら、何といいますか、出だしといいますか、
最初のうちはやっぱり多かったのですけれど

よろしいですか。

も、だんだん受ける方が少なくなって、今度

そのほか、ありませんか。予防費。

また１回最初に受けた方もまた受診をされて

１１番髙橋委員。

くるので、またふえてくるのかなというふう

○１１番（髙橋秀樹君）

ＰＥＴがん検診と

に思っています。

脳ドックの検診についてお伺いをしたいと思

以上でございます。

うのですけれども、これ脳ドックの最近希望

○委員長（高道洋子君）

１１番髙橋委員。

者が多いというふうに伺っております。

○１１番（髙橋秀樹君）

何でこんな質問を

ＰＥＴの検診のほう、ことしの補正におい
て１７万円減額をされているということで、
近年の推移というか、受診率の推移というの
をちょっとお伺いしたいのですけれども。

するのかといいますと、最近１７万円の減額
がありましたと。
それで、やっぱり聞くところによると２回
目の受診の方が多くなってきているよと。２
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回目の受診の方が多いというよりは、初診、

総務費。

要するにＰＥＴがん検診を受けてもらうとい

（「なし」と呼ぶ者あり）

うほうに重きを置いていったほうがよろしい

○委員長（高道洋子君）

のかなというふうに僕は思っているのです。

費。

ですから、１回目の人と２回目の人が同
じ、何ですか、助成を受ける金額ではなく

２目じん芥処理

５番川上委員。
○５番（川上初太郎君）

よろしいですか。

て、初回の人はちょっと高目に設定をしてあ

じん芥処理費の１億１,８４１万３,０００

げるだとか、２回目になったら少し減額をす

円となっておりますが、これ３町の行政事務

るだとかということを考えてあげると、初回

組合で焼却している部分と、それから埋立て

のＰＥＴがん検診を受ける確率が高くなって

をしている部分が一緒に入っているのか、そ

くるのかなというふうに考えるのですけれど

の辺まず。一緒なのかどうかちょっとお聞き

も、その点はいかがでしょうか。

します。

○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

○住民課長（沼田

す。

答弁、住民課長。

聡君）

お答えします。

埋立てと焼却の関係でございますけれど

今現在、そういった１回目の料金と２回目

も、一緒に入っております。

の料金という部分で検討した経過はございま

○委員長（高道洋子君）

５番川上委員。

せん。

○５番（川上初太郎君）

そうしますと、私

議員からそういった御提案あったというこ

もちょっと記憶で間違いの記憶をしているこ

とも踏まえて検討をさせていただきたいなと

ともございますけれども、今の埋立地の現在

思いますので、よろしくお願いします。

の状況ですね。

○委員長（高道洋子君）

よろしいでしょう

か。

私、過去あと２年くらいでいっぱいになる
のではないかというお話は受けておったので

そのほか、予防費はございませんか。

すが、今現状、それからいっぱいになるとす

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

れば時期のその計画等について、あれば伺い

ここで、休憩を取

りたいと思います。

たいと思います。
○委員長（高道洋子君）

２時４０分までよろしくお願いします。

○住民課長（沼田

聡君）

答弁、住民課長。
今の埋立場は平

午後

２時２６分

休憩

成３０年度、３１年度途中でいっぱいになる

午後

２時３９分

再開

計画でございます。

○委員長（高道洋子君）

休憩を閉じ、委員

会を再開いたします。

理施設、焼却含めてどのような方法で処理を

１１４ページ、第４款衛生費、３目患者輸
送車管理費。ありませんか。

埋立ての今ちょっと計画の中では、３町で

４目環境衛生費。

ないですか。

運ぶという計画を持っています。帯広のほう

５目合併処理浄化

槽事業費。質疑はありませんか。

から池田のほうの埋立処分場に埋めるという
ことで。あと、生ごみですとか、木くずの関

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

進んでいるのは埋立ての処分だけにつきまし
ては、帯広のクリリンのほうに輸送すると、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

していくのかということは、現在検討をして
いる最中でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

それで、今３町それぞれ独自で埋立ての処

係について、帯広まで行くとやっぱり輸送コ

第２項、１目清掃

ストが大変かかりますので、それを何とかそ
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れぞれの各町、自前処理ができないかという

○委員長（高道洋子君）

７番田利委員。

ことで、それぞれが検討を進めているところ

○７番（田利正文君）

でございます。

ここに人数は載っているのですけれども、現

お聞きしたいのは、

あと、プラスチック、資源ごみについては

在、患者の方の検診の数なのか、それとも新

帯広のクリリンセンターのほうでは受け入れ

しく患者になられる方が、これだけいるとい

ができないということですので、従来どおり

うふうに踏まえてなのかということなのです

銀河クリーンセンターのほうで分別等をする

けれども。

というような形になります。

○委員長（高道洋子君）

以上でございます。

暫時休憩いたしま

す。

○委員長（高道洋子君）

よろしいでしょう

午後

２時４５分

休憩

か。次に行ってよろしいでしょうか。

午後

２時４７分

再開

じん芥処理はほかにありませんか。

○委員長（高道洋子君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

会を再開いたします。

３目し尿処理費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

休憩を閉じ、委員

答弁、町長。
○町長（安久津勝彦君）

第３項、１目水道

費。

これは、振動障害

の患者さんのことではありません。
要するに町内の事業所において、こういう

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

振動機械ですとか、それからＶＤＴ等の作業

第４項１目病院

費。

をしている方の防ぐための検診。これ巡回で
回ってくるのですけれども、その事業所さん

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

がそれを受けるといった場合については、こ

１２２ページを開

いてください。

こに対して助成をするという中身でございま

第５款労働費に入ります。

す。

第１項１目労働諸費、ありませんか。

ですから、予防のためにという助成制度で

７番田利委員。
○７番（田利正文君）

の助成要綱というものを持っていまして、そ

ございます。
１２３ページの足寄

以上でございます。

町振動障害者対策連絡協議会補助金とありま

○委員長（高道洋子君）

すけれども、説明書を見ると特殊業務健診、

○７番（田利正文君）

あと２種類について６０名とか、８０名とか

いうのか、ずれるかもしれませんけれども、

と書いてありますけれども、現存の患者の検

私が来たころは、足寄町が振動障害の方が物

診ですか、それとも新しくなる方の検診とい

すごく多くて、石を投げたら振動障害者に当

う意味でしょうか。

たるなんて言われたことがあるのですけれど

○委員長（高道洋子君）
○経済課長（村田善映君）

７番田利委員。
これはちょっと何と

答弁、経済課長。

も、今でもまだ振動障害の方が出てこられる

この質問にお答

可能性というのがかなり高いのでしょうか。

えいたします。
振動障害対策連絡協議会の補助金というこ

○委員長（高道洋子君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

ひところは一番多

とでありますけれども、これにつきましては

かったのはチェーンソーですよね。それか

特殊業務健診助成として振動障害の方、約６

ら、刈り払い機、あるいは建設現場における

０名と、ＶＤＴ障害の方８名、これに伴う検

転圧をするための振動機械ですね。

診助成ということで計上をさせていただいて
おります。

これらの機械についても随分労災をなくす
ということで機械の改善もされてきています
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から、新たな発生というのはそんなにはない

うことですから、これは私の立場でいけば何

のだろうというふうに思っています。ただ、

のために改正するのですかということで、改

未然にそういうことを防ぐという意味も含め

正すべきでないという、そういうことは意見

てこういう検診を奨励をしようと。

反映はさせていただきましたけれども、結果

もとは私も役員をさせてもらっていたので

としては法律改正がなって、従来公選制で

すけれども、十勝でもこういった、要は職業

あったものが、首長が任命をするというよう

病対策委員会みたいのがありまして、私も役

な形にかわったというようなことでございま

員をやったのですけれども、これ十勝のその

す。

組織というのは、新たな患者さんの発生も少

ただ、既に議会の同意もいただいて、定数

なくなってきたので、それぞれの町村でそれ

の方々を決定をいただいて、４月１日に農業

ぞれの施策の中でやっていこうということ

委員会の総会、その前段で辞令の交付という

で、数年前に十勝の組織は解散をしたという

運びになっているということでございます。

経過になっています。

ただ、参考までにお話をさせていただきま

ですから、ひところみたく次から次と振動

すと、この１２名の方々の選出については、

病の患者さんがふえているという状況ではな

それぞれの地区のほうに、こういう形で制度

いというふうに認識をしております。

もかわったということも含めて、選任につい

○委員長（高道洋子君）

ての率直な相談をさせていただく中で、定数

よろしいでしょう

か。

どおりの１２名がそろったということになっ

労働諸費、ほかにございませんか。

ております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

農業委員会の中身はどうなってくるかとい

２目単身者住宅管

理費、質疑はございませんか。

いただきたいというふうに思います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

うのは、農業委員会のほうから答弁をさせて
以上でございます。

次に行きます。

○委員長（高道洋子君）

農業委員会事務局

第６款農林水産業費に入ります。

長、答弁。

第１項、１目農業委員会費。ありません

○農業委員会事務局長（上田利浩君）

か。

の木村委員の質問の後半になるかとは思うの

４番木村委員。
○４番（木村明雄君）

で今

ですけれども、これからどのような形で農業
農業委員会のことに

委員のほうが活動していくのかということな

ついてちょっとお聞きをしたいと思います。

のですけれども、今までも農業委員の方たち

来年度ですか。これは農業委員会の中での

というのは農地を集積したりとか何とかをす

農業委員の選任方法がかわったわけなのです

ること、それからあと地元のこととかいろい

けれども、それについてのかわった理由とい

ろ相談に乗ったりとか、あと農地の移動とい

うか、どういう形の中でかわっていったのか

うことに関して、月１回の総会、あっせん会

ということが一つと、それから、これから先

議ということで農地をあっせんしていくよう

に向けて農業委員会もかわっていくのだろう

な形の業務をやっていたのですけれども、そ

と思うわけなのですけれども、この内容につ

れはもちろんこれからも変わらないです。

いて今までどおりなのかどうなのか、その辺

そして、この今町長のほうからお話しあっ

についてお伺いをしたいと思います。

たのですけれども、農業委員会法の改正とい

○委員長（高道洋子君）

答弁、町長。

うことの中で、推進委員ということで地域の

○町長（安久津勝彦君）

農業委員会の制度

方たちがという話もございましたけれども、

がかわったと、これは法律改正があったとい

その推進の方のやる業務ということも、今ま
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でどおり農業委員の方々で実施していくとい

も推進して実施していくことになると、その

う形ですので、そのような形で活動していく

ようなことでどうぞよろしくお願いします。

と思いますので、御理解のほどをよろしくお

○委員長（高道洋子君）

願いいたします。

○４番（木村明雄君）

○委員長（高道洋子君）

補足答弁、町長。

○委員長（高道洋子君）

○町長（安久津勝彦君）

先ほど申し上げた

髙橋委員。

いいですか。
わかりました。
次、同じく１１番

とおり、任命の方法は首長が任命をするとい

○１１番（髙橋秀樹君）

パートナー対策の

うことになりましたけれども、地方自治法上

件でちょっとお話が出たのですけれども、こ

の位置づけというのは、あくまでも従来どお

のパートナー対策、重要なこれ委員会の仕事

り農業委員会というのは独立した行政委員会

だと思っているのです。

でありますから、これは会長のもと従来どお

これ、今現在の対象人数はどのぐらいに

り農業委員としての責務を果たしていくとい

なっているのかちょっとお聞かせを願いたい

うことで、役割は何ら変わらないという認識

と思います。

でございます。

○委員長（高道洋子君）

以上でございます。
○委員長（高道洋子君）
○４番（木村明雄君）

答弁、農業委員会

事務局長。
４番木村委員。
はい、わかりまし

た。

○農業委員会事務局長（上田利浩君）

今の

髙橋委員の御質問なのですけれども、この後
継者・パートナー対策委員会の、そこで後継

これは私も内容が変わっていくのかなとい

者の方の対象になっている方ということでご

うことになると、これはまた大きな問題だな

ざいますが、この件に関しては、一応この

と、そんなふうに考えていたところでござい

パートナー対策委員会のほうで、この中で農

ます。

協も一応事務局の中に入っていらっしゃるの

これから先についても土地の賃貸、それか

ですけれども、その農協の中でも青年部、農

らまた売買、これについての仲介役をしてい

協青年部がございまして、そちらのほうでよ

きながら、この農業者に対しての農業者の貢

り詳しくその対象の方たちを、青年部の中で

献者・パートナー対策、これらについても今

一応その対象の方たちにお声をかけていただ

までどおり進めていくということなわけなの

いてという形をとっているのです。

でしょうね。

それで、一応私どもで把握をしている中で

その辺、お伺いをしてやめたいと思いま
す。
○委員長（高道洋子君）

は、一応、その青年部の中でいうと２５名ほ
どの対象者の方が今いらっしゃるのですけれ

答弁、農業委員会

事務局長。
○農業委員会事務局長（上田利浩君）

ども、大変申しわけないのですけれども、そ
れはその青年部の中で把握している形であっ

今、

議員がおっしゃったとおり、今おっしゃられ
ていた農業後継者・パートナー対策と、この
件に関しても今までどおり。

て、それ以上の年齢の方もいらっしゃるかと
思います。
そこまでのうちのほうで、ちょっと対象の
ほうが今ここでお答えできないのですけれど

これに関しては、直接農業委員会、中心に

も、今取りあえずその青年部のほうでお話聞

はなってはいるのですけれども、後継者・

いている中でいきますと、３５歳だと思うの

パートナー対策委員会というところで、その

ですけれども、そちらのほうで話を聞いてい

設置されている委員会の中で、関係者で協議

るのは２５名ほどでございますので、御理解

しながら進めていってはいるのですけれど

をよろしくお願いいたします。

も、もちろんそのことに関しても、これから

○委員長（高道洋子君）
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１１番髙橋委員。

○１１番（髙橋秀樹君）

パートナー対策事

たり、ある程度帯広、去年は札幌でも１回行

業、これ現実的には、いろいろ婚活のパー

いました。それで、そのときの参加者が大体

ティーだとかというところにも費用、このお

１０人ぐらいいたわけですけれども、そのう

金は出ていっているわけですよね。違うので

ちの半分ぐらいは今交際中だという話も聞い

すか。

ております。

○委員長（高道洋子君）

答弁、農業委員会

事務局長。

なかなかこれ難しい問題がありまして、や
はり女の子がその気になっても男の子が、な

○農業委員会事務局長（上田利浩君）

この

かなか俺忙しいからとかといってなかなか後

先ほどお話ししている農業後継者・パート

続きしないというのが、後に続かないという

ナー対策委員会というところで、その設置さ

のが一つの悩みではございます。

れたその委員会の中で一応、毎年総会をやり

それと、青年部以外の人でやっぱり４０、

ながら、ことしはどのような事業をやってい

５０の人がおります。そういう人は、やはり

くかということで協議されているのですけれ

パートナー対策、婚活パーティーやるから出

ども、基本的には今おっしゃるとおり、後継

てこいといっても、やはり年齢とともに出づ

者の方で最終的な目標としては御結婚という

らくなるのか知りませんけれども、やはり出

ことを目標に、そのような形でやってはいる

てこないのですよね。そういうのはどうする

のですけれども、当然その方法論としては私

かというと、やはり個人対個人の専門のとこ

どもも今いろいろな方法を考えて、考えては

ろがありますからそこを紹介して、どうです

というか検討をしている、毎年検討しながら

かということでもいろいろ活動をしているの

やっていっているのですけれども、全く一つ

ですけれども、なかなか成功までには至らな

かというとそういうわけでもなく、方法とし

いというのが現実でございます。

ては検討をしながらやっていっているところ
でございます。

そんなような状況でパートナー対策も、取
りあえず農業委員会と農協と協力をしながら

○委員長（高道洋子君）

１１番髙橋委員。

今やっている最中でございますので、ひとつ

○１１番（髙橋秀樹君）

要するに、あれで

御理解いただきたいと思います。

すよね。農協の青年部の人たちが主体になっ
て、そこに、何でしたっけ、後継者対策のと

○委員長（高道洋子君）

農業委員会費、ほかにありませんか。

ころの委員会に渡しているといったら変なの
ですけれども、ある程度お任せをしながら一

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

緒に進めているのでしょうけれども、そうい
うことなのですよね。

よろしいですか。

２目農業総務費。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

結局は、だから人数等々は青年部の人数し

３目農業振興費。

２番榊原委員。

か把握は余りはしていなくて、その上とかに

○２番（榊原深雪君）

なると何人いるか、現実は把握はできていな

明書の中の３７ページのところで、６次産業

いよという扱いでいいのですかね。

化推進事業、地域おこし協力隊があります

○委員長（高道洋子君）

が、その中で２名分になっておりまして、月

農業委員会会長。

○農業委員会会長（阿部正則君）

パート

農業振興費の予算説

額がこの２名の方のこの報酬の開きはどこか

ナー対策事業に関しましては、先ほど局長が

らきているのでしょうか。

言ったように、農協の青年部を中心にして

○委員長（高道洋子君）

やっているわけでございます。

○経済課長（村田善映君）

それで、大体そのやっている内容といいま
すのは、やはり帯広で婚活パーティーをやっ

答弁、経済課長。
お答えいたしま

す。
この月額報酬額の差というのは年齢と学歴
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等によって差があるということで、月額報酬

１１番髙橋委員。

の差はそういう形になっております。

○１１番（髙橋秀樹君）

○委員長（高道洋子君）

２番榊原委員。

草地管理経費が前年より倍増になっているの

この年齢差は何歳と

ですけれども、これ主たる要因というのはこ

○２番（榊原深雪君）
何歳の方ですか。

畜産草地費で畜産

のパスチャライザーを導入した経費なのか、

○委員長（高道洋子君）

経済課長。

○経済課長（村田善映君）

ちょっとこの補足説明をお願いいたします。

３７ページの上

○委員長（高道洋子君）

答弁、経済課長。

段にある１８万５,０００円の方につきまし

○経済課長（村田善映君）

今の質問にお答

ては、ことし２１歳になります。

えいたしますと、予算説明資料の３８ページ

下の方については３０だったかな。ちょっ

に記載してありますけれども、まず１点目に

とお待ちくださいね。ことし３４になりま

大きい要因としては前段に書いてあります、

す。

足寄町家畜伝染病自防対策協議会への負担金

以上です。

４００万円、それと今言ったように、家畜伝

○委員長（高道洋子君）
○２番（榊原深雪君）

２番榊原委員。

染病予防対策補助金４０２万円なのですけれ

こんなことを聞いて

ども、これも昨年度よりは若干補助金として

恐縮なのですけれども、学歴の差というのは
どことどこ、どのように変わるのですか。
○委員長（高道洋子君）

経済課長。

○経済課長（村田善映君）

増額しております。
一番大きいのは、そこの協議会の負担金４
００万円、これに伴う増ということになって

一人の方は、短

おります。

大を卒業されてすぐ協力隊のほうになったと

○委員長（高道洋子君）

１１番髙橋委員。

いうことでありまして、もう一人の方は協力

○１１番（髙橋秀樹君）

この負担金のほう

隊なので地方にいて、高校卒業後１５年経過

が大きくなっているということですか。

していろいろなところに携わっていたという

このパスチャライザーって、これ何か機械

ことで、報酬の賃金を算出するのに当たって

を購入している金額だと思うのですけれど

前歴計算だとかいろいろなことをして、この

も、これは毎年毎年これだけかけて台数をふ

ような差になったということであります。

やしていっているという認識でよろしいので

以上です。

すか。

○委員長（高道洋子君）
○２番（榊原深雪君）

２番榊原委員。
足寄町以外の方をお

○委員長（高道洋子君）

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

パスチャライ

呼びしてお願いしているということなのです

ザーにつきましては、２７年と本年度の台数

けれども、この２名の方はどちらとどちらか

は同じ台数を見ておりまして、そのほかに届

らいらしたのですか。

出伝染病という検査に対する補助金、これに

○委員長（高道洋子君）
○経済課長（村田善映君）

経済課長。

対しては、昨年度の補助金ベースよりは若干

採用時におきま

減っておりますけれども、全体を通して２７

しては、帯広のほうにいたということでお聞

年度との差につきましては、ちょっとお待ち

きしております。

くださいね。

２名とも帯広からです。
○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）
よろしいですか。

農業振興費、ほかにありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）
４目畜産草地費。

午後

３時０９分

休憩

午後

３時１２分

再開

○委員長（高道洋子君）

次に行きます。

会を再開します。
経済課長。
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暫時休憩します。

休憩を閉じ、委員

○経済課長（村田善映君）

大変申しわけあ

（「なし」と呼ぶ者あり）

りません。時間をとらせて済みません。申し

○委員長（高道洋子君）

わけありません。

きます。

予算書の１３０ページ、１３１ページであ
りますけれども、前年比の比較として３,５

１４０ページへ行

第２項、１目林業振興費。
７番田利委員。

９８万円ほど増しているということの中身と

○７番（田利正文君）

これもちょっとずれ

しては、まず２１番の貸付金の３,０００万

ているかと思いますけれども、森林公有化整

円が、前年度については骨格予算のために計

備事業とありますね。その中には、説明書に

上されておりませんでした。

よると、未立木地の購入とあります。

もう一つ、プラスで増額した理由として

例えば、今親が持っているのだけれども、

は、ここに書いてありますけれども、家畜伝

親が亡くなって息子や娘が都会にいると。彼

染病自衛防疫対策協議会負担金ということで

らや彼女たちが所有していると。結局何も手

４００万円を計上させたのがプラス増額とい

入れされていない山があると。そういうのを

うことであります。

買うなんていう計画というのは、これには

○委員長（高道洋子君）
○１１番（髙橋秀樹君）

１１番髙橋委員。

入っていないのでしょうか。

では、このパス

○委員長（高道洋子君）

答弁、町長。

チャライザーというのは毎年毎年買っていっ

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

ていると。それで、負担金のほうの自衛防疫

す。

対策協議会の負担金のほうが、ふえたという
考え方でよろしいということですね。

基本的な考え方というのは、やっぱり未立
木地帯で、これは当然、植えてくれだとか、

わかりました。

民有林の場合についてはそういうお願いもし

済みません、ありがとうございます。

ているのですが、なかなか植えるということ

○委員長（高道洋子君）

畜産草地費。ほか

にありませんか。

れないまま放置されている。一番の目的はそ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

ういうところというふうに思っております。

次に行きます。

５目農地費。ありませんか。

させてもらいたいなと、こんなふうに思って

６目農地流動化推

進事業費。

おります。
ただ、一般的には、俺の山あるから買って

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

ただ、現地の状況によっては特別な事情が
あるなという場合については、そこは相談を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

はお金もかかるということもあって、植えら

くれよ。それには応じないというふうに考え

７目営農用水道等

費。

ております。
以上でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）

８目町民センター

運営費。

○７番（田利正文君）

７番田利委員。
これも私、たかだか

数人の方にお会いした経験なのですけれど
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（高道洋子君）

も、今は自分が一生懸命きれいに管理してい

９目畜産物処理加

工施設運営費。

ら、すごいなと思うのですけれども、俺がい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）
発揮促進事業費。

るのですけれども、確かに私も見てきました
なくなったらこれどうするのだろうというの

１０目多面的機能

が一つ。
それから、もう一人の方は、もう旦那さん
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が亡くなって奥さんだけ。その奥さんも帯広

林業振興費、ほかにありませんか。

に行くといっています。その山どうするのか

１１番髙橋委員。

と。自分たちが住んでいた山なのですけれど

○１１番（髙橋秀樹君）

も、その山は誰も手をつけていないのです

費に関してなのですけれども、こちら予算説

よ。そういう山って、多分、たくさんあるの

明書といったら４９ページですね。

ではないかという気がするのですよね。

野生鳥獣対策事業

こちら、去年より減額がされていると思い

そこのところに対する対策って必要ではな
いかと思ったものですから聞いてみたのです
けれども。

ます。
主たる原因は何かなというふうに思います
けれども、ハンターの補助交付金、これが負

○委員長（高道洋子君）

答弁、町長。

担金で減らされているのですけれども、これ

○町長（安久津勝彦君）

今委員仰せのとお

はどういう形でこういう形になったのか

り、現実問題としてそういう問題が出てきて

ちょっとお伺いしたいと思います。

いるのです。とりわけ、立木のあるところに

○委員長（高道洋子君）

ついては高い安いあるかもしれませんけれど

す。

も、処分できるのですよね。
一番困るのは、やっぱり切られた後、植栽
されないということですね。

午後

３時１９分

休憩

午後

３時２０分

再開

○委員長（高道洋子君）

たしか、今年度こういう例がありました。
実は、木が植えるのがなかなかできないとい

暫時休憩いたしま

休憩を閉じ、委員

会を再開いたします。
答弁、経済課長。

うことで、これは相続した山なのですけれど

○経済課長（村田善映君）

も、町に寄附するからということで言ってく

度も何度も休憩をとって申しわけありませ

れまして、これは買収ではなくてありがたく

ん。

頂戴をして、これは計画を立てて町が責任を
持って植林をしていきたいな、そして町有林
化を図っていきたいなと、こんなふうに思っ
ています。

済みません、何

駆除員の数等については余り変更はありま
せん。
ただし、昨年度の大きな違いというのが狩
猟税、これが免除になったということで、こ

本当に現実問題そういうことが起こるので
すけれども、ただ申し出があれば町が全て引

れに伴う減額が大きいということです。
以上です。

き受けるよということになれば、これは大変

○委員長（高道洋子君）

１１番髙橋委員。

なことになってしまいますから、原則はやっ

○１１番（髙橋秀樹君）

理解できました。

ぱりあくまでも民有林の場合については、仮

これ、こちらにも書いてあるのですけれど

に大事にしてきた山、親御さんが亡くなった

も、ハンターの高齢化と、それから免許、ハ

場合についてはちゃんとしっかり相続をし

ンターの人数が減少しているというのは、こ

て、そして伐期がきているものについては処

れ非常に問題が大きくなってきているのかな

分をしていただいて、新たに植栽をしてもら

というふうに考えるのですけれども、これ登

うということが原則ですから、当然そういう

録免許の一部の経費を負担ではなくて、これ

ことで森林組合のほうとも連携をしながら足

もっと負担軽減を図ってあげれば、例えば、

寄の全体の、民有林も含めてこれ足寄町全体

この減額になっているものを、報償費を上げ

の財産ですから、そういう形で取り進めたい

るだとかとということをすれば、ハンターが

というふうに思っていますので、御理解いた

多くなるのかどうかはわからないですけれど

だきたいなというふうに思います。

も、そういう考え方というのはあるのかない

○委員長（高道洋子君）

のかをお聞かせ願いたいと思います。

よろしいですか。
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○委員長（高道洋子君）

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

質問に対してお

答えいたします。

○委員長（高道洋子君）

１５４ページ、第

２項１目道路維持費。
１番熊澤委員。

ハンターの高齢者、そのほかに育成、また

○１番（熊沢芳潔君）

ここで道路維持の関

新規のハンターの担い手対策含めて現状の中

係で需用費の１１節でしたか。１１節です

の課題では確かにあります。

ね。焼き砂の関係で、予算につきましては４

ですけれども、今現状の中では、新人のハ

６０万円ということでございます。

ンターの研修の講習料を一部というか補助し

それで、温暖化によりまして、ことしは雨

たり、そういう形の中で現状は取り進めてお

も降ったとかということで非常に凍ったとい

りますので、今後いろいろな要望を聞き取り

うことで、何かお聞きしますと、転倒者が多

を行って、よりよい改善をしていくように検

く出まして、骨折をして入院した方が多かっ

討をしてまいりますので、御理解願いたいと

たということを聞いているということでござ

思いますので、よろしくお願いします。

いますし、それからそういう中で、車につき

○委員長（高道洋子君）

ましては当然道路のそれぞれのところで焼き

林業振興費。ほか

にありませんか。

砂をボックスですか、あの中に入れて用意は

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

しているのですけれども、町民の方である方

次、２目林道維持

管理費。ないですか。

いいますか、そういったところにまきたいの

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

が、自分たちの地域といいますか、街の中と
だということの考え方から、いいのか悪いの

３目町有林管理

費。

かわかりませんけれども、ボックスから持っ
ていって敷いたと。そうすると、非常に滑ら

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

なくてよかったということなものですから、

４目水源林造林事

業費。

そういったことからいうと、これからそう
いった温暖化の関係からいうと、こういった

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

ことがふえてくるのかなということがありま

１４４ページ、第

７款商工費に入ります。

よ、例えば、自治会にそういったものを用意

第１項、１目商工振興費。ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

すので、車と別にこの焼き砂を、例えばです
してもらうとか、何らかの形でそういった地
域の皆さんも使えるような考え方でいけない

２目消費者対策

費。

のかどうか、そこら辺のことをちょっとお伺
いをしたいと思います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

○委員長（高道洋子君）

３目観光費、質疑

はありませんか。

○建設課長（阿部智一君）

お答えをいたし

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

建設課長、答弁。

現状といたしましては、建設課の車両室の

１５２ページへ入

ります。

ほうで、今委員もおっしゃったとおり、焼き
砂の散布等については町が管理しております

第８款土木費に入ります。

町道の車道部、あるいは必要に応じて歩道部

第１項、１目土木総務費。

のほうにも焼き砂を散布をさせていただいて

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

いるのが実情でございます。

２目地籍調査費。

（「なし」と呼ぶ者あり）

特に、市街地につきましては何カ所か急勾
配の道路もございますので、その場所につき
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ましては砂を入れる箱も設置をさせていただ

中で持ってきておくとか、今言われたよう

いて対応をしているところでございますが、

に、車両課のほうに行って持ってくるとか、

基本的には、個人の住宅等については、個人

そういったことを十分に理解していただきな

の方が責任を持って対応をしていただくしか

がら進めていけるのかどうか、そういうこと

ないのかなというふうに考えてございます

でちょっと質問したようなことでございま

し、自宅の前の歩道等が凍ってしまって通行

す。

に支障が出るという場合は、ことしもそうで

○委員長（高道洋子君）

したけれども、何人かの町民の方が車両室の
ほうに連絡をしていただいて、自分の家の前
の歩道なので自分でまくので、砂だけ提供で

よろしいですか。

同じく、道路維持費でほかにありません
か。
２番榊原委員。

きないかという方も何人かいらっしゃいまし

○２番（榊原深雪君）

道路維持費の関係

て、私どもとしては大変ありがたい話という

で、街路灯ＬＥＤ化事業の中で、事業目的が

ことで砂をお持ち帰りいただいて歩道部分、

電気料金の節源及び二酸化炭素排出量の削減

散布をいただいて、危険防止に努めていただ

と書いてありますけれども、これをすること

いたという、そういう事例もございますが、

によって何％の削減になるかお伺いいたしま

今、委員のおっしゃる、私の受けとめ方とし

す。

ては、個々の住宅の敷地内ということあれば

○委員長（高道洋子君）

行政サイドとしてもう少しちょっと検討をし

設課長。

ていかないと、先ほど途中でお話ししたとお

○建設課長（阿部智一君）

り、基本的に個人のものは個人の方で管理を

ます。

削減率、答弁、建
お答えをいたし

いただくというのが基本かなというふうに考

現在、現状ではＬＥＤ化をした結果、電気

えておりますので、そうは言いつつも、時代

料でどの程度の低減になったのかというのは

背景としてやはり高齢者の方もふえてきてい

まだ算定をしていないところでございます。

るということも事実でございますので、町民

と申しますのは、この間、ＬＥＤ化を進めて

の方の安全確保ということも当然行政として

まいりましたが、電力料金の上昇が何回も続

は考えていかなければならない事案でもござ

いたということもあって、なかなか算定をす

いますので、今後できるかできないか含めて

るのが算定しづらかったということもござい

検討をさせていただきたいと思いますので、

まして、具体的にＬＥＤ化をすることによっ

よろしくお願いいたします。

て、どの程度の電気料が削減されたかという

○委員長（高道洋子君）

のは試算をしていないところでございます。

○１番（熊澤芳潔君）

１番熊澤委員。
その滑るところにつ

これにつきましては、現状、原油価格も安

きましては、それぞれ町道といえども恐らく

定をしてございますので、今年度末には、こ

私が回ったというか通った範囲では、必ずし

の間の電力料金の減少率がどの程度かという

も砂をまいていないと、砂をまいていないと

ことは数字として整理をしたいなというふう

ころもありますということもありますので、

に考えておりますので、御理解いただきたい

そういったところにでも、恐らく町民の皆様

というふうに思います。

は砂を持ってきてまいてやっているのかなと

○委員長（高道洋子君）

いう気がいたしますし。

○２番（榊原深雪君）

２番榊原委員。
個人的に電気の球を

それぞれいろいろな事情がございますけれ

買おうとしたときにＬＥＤの電球を買います

ども、今言ったように、例えば、自治会長が

よね。そのときに、宣伝文句に何％ぐらい節

ことしの冬は何ぼ持ってきておくと、自治会

電になりますよとか、うたい文句で買います

の中でお話があったとか何とかということの

よね。だから、こういうふうに工事を、大事
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業ですよね、５,５００万円もかけてするわ

ということで、報告を受けて報告書が出てお

けですから。

りますので、おおむね６０％程度の縮減は図

ある程度の何パーセントぐらい削減になる
のだろうということは捉えているかなと思っ

れるのかなというふうに考えているところで
ございます。

て質問したのですけれども、今時点でもあれ

以上でございます。

でしょうかね。事業者さんでも聞いてもわか

○委員長（高道洋子君）

らないことなのでしょうか。

○２番（榊原深雪君）

電気の何というのですか、流動的というこ

２番榊原委員。
はい、ありがとうご

ざいました。

とはわかりますけれども、大体何％ぐらい節

私たちの町も木質ペレットも含めて二酸化

電できるということは捉えていないものなの

炭素排出量を抑えておりますので、やはりこ

かなと思って今聞いたのですが。

ういった事業によって、こういうことが軽減

○委員長（高道洋子君）

されるということは本当にいいことだなと

暫時休憩いたしま

す。

思っておりますので。
午後

３時３３分

休憩

午後

３時４０分

再開

○委員長（高道洋子君）

休憩を閉じ、委員

会を再開いたします。

御答弁ありがとうございました。
○委員長（高道洋子君）
１番熊澤委員。
○１番（熊澤芳潔君）

答弁、建設課長。

同じく、関連。
同じＬＥＤ化の関係

でお尋ねをしたいと思います。

○建設課長（阿部智一君）

大変お時間をと

らせまして大変申しわけございません。

ここに、説明資料の中に今回の５,５００
万円ですね。その金額の中で６５ページに説

詳細の電気料の削減率につきましては、先

明資料があるのですけれども、この防犯灯整

ほども御答弁させていただいたとおり、詳細

備工事５,４００万円のこの南区、北区、堺

の検証を行っておりませんので、具体的な数

町、寺前通、これは道路か何かを整備するこ

字というのは大変申しわけないところでござ

とによってＬＥＤもかわっていきますよとい

いますが、おおむね今試算をしてございます

うことなのか。

のは、現在の電気料からいくと約半分、５０

その辺のことを、まず１回お聞きしたいと

％程度の電気料の減額にはなるだろうという

思います。

ふうに考えているところでございます。

○委員長（高道洋子君）

以上でございます。

○建設課長（阿部智一君）

○委員長（高道洋子君）
○２番（榊原深雪君）

２番榊原委員。

答弁、建設課長。
お答えをいたし

ます。

それをお聞きした

この防犯灯、ＬＥＤ化事業の関係でござい

かったわけですけれども、二酸化炭素も排出

ますけれども、国からは社会整備交付金をい

量もそれと同じようなパーセンテージで削減

ただいて実施をしているわけですが。ちなみ

されるのでしょうか。

に、交付率は６５％ということになります

○委員長（高道洋子君）
○建設課長（阿部智一君）

答弁、建設課長。

が、特に、このＬＥＤ化の交付金の制度はめ

お答えをいたし

まぐるしく実はかわってきておりまして、交

ます。

付金、どの事業もそうなのですが、基幹とな

今手元に札幌市さんが実施をしたＬＥＤの

る事業と、その基幹となる事業と関連する関

検証のデータがあるのですが、それによりま

連事業、あるいは基幹事業と一緒にやること

すと、ＬＥＤ化をつけることによって、１基

によって効果の上がる効果促進という、大き

当たり二酸化炭素の量につきましては、６３

くは三つの枠組でこの交付金制度が成り立っ

％程度軽減できるという実証結果が出ている

ているわけですが、現状、このＬＥＤ化の事
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業については、土地区画整理事業の効果促進
という枠の中で国費の助成をいただいている
というのが現在のスタイルでございます。

た。
町内の中でも非常に本当に暗くて道路の段
差ですか。そういうところもわからないよう

御承知のとおり、土地区画整理事業の交付

なところも実はあります。そういったことも

金につきましては平成２７年度をもって終了

もう調査したと聞いてございますので、そう

しておりますので、本来であれば平成２８年

いったことも含めて、なるべく早くこういっ

度については交付金の充当というのは非常に

た事業を進めながらＬＥＤ化にしていくとい

極めて難しいという状況ではございますが、

うことも進めていただきたいと、こういうふ

基幹事業が終わったにしても、基幹事業が終

うに思っています。

わることによって効果促進、効果が出る事業

よろしくお願いします。

も当然あるわけでございますので、そういう

○委員長（高道洋子君）

観点から、今回このＬＥＤ化の設置について

○建設課長（阿部智一君）

は２８年、単年度だけですけれども、予算要

させていただきますと、基本的には今立って

望をさせていただいているという、そういう

おります照明灯、防犯灯をＬＥＤ化にするわ

状況になってございます。

けですが、より今後の維持管理、あるいは設

以上でございます。

もう一つお話を

置経費を軽減するために、今支柱で立ってい

○委員長（高道洋子君）
○１番（熊澤芳潔君）

答弁、建設課長。

１番熊澤委員。
わかりました。

るＬＥＤ柱も近くに、例えば、北電柱ですと
か、ＬＥＤ柱があればそこに共架をするとい

ただ、前にも恐らくいろいろな方からお話

う形で、少しでも設置経費の軽減を図りなが

があろうと思うのですけれども、公共施設の

ら進めてまいりたいというふうに考えており

周りは明るいけれども、一般住宅、暗いよと

ますし、中には今委員御指摘のとおり、現状

いうような形の中でそれぞれお話がある、経

の防犯灯なりの間隔があいてしまって、ちょ

過があるのですけれども。

うど中間地点がどうしても暗いというような

そうしますと、この土地区画整理事業の関

ところも、我々も現地のほうを調査させてい

連でやるものですから、そういった、例え

ただいて、そういうところにつきましては新

ば、区画整理外のことについては今のところ

たに照明を設置をする考えではおりますが、

は計画がないと、こういうことでしょうか

もし私どもの調査等に漏れがあった場合につ

ね。

いては、遠慮なく建設課のほうにお申しいた

○委員長（高道洋子君）

答弁、建設課長。

だければ、現地のほうも状況を調べさせてい

お答えをいたし

ただいて、必要に応じて新設もしてまいりた

○建設課長（阿部智一君）
ます。

いというふうに考えておりますので、よろし

あくまでも区画整理区域内が交付金の対象

くお願いしたいなというふうに思います。

になるということでございまして、委員質問

以上でございます。

の区域外を、じゃあ、やらないのかと。そう

○委員長（高道洋子君）

いうことではございません。

わかりましたか。

１１番髙橋委員。関連。

区域外については、また新たな助成制度を
探すか、なければ町の単独費を充てても、こ

○１１番（髙橋秀樹君）

前年、旭町地区を

多分７８基やっていると思うのです。

のＬＥＤ化というのは進めてまいりたいとい

ことし２７１基を南区、北区、栄町、寺

うふうに考えておりますので、御理解いただ

前、これ今後、芽登ですとか、螺湾だとか、

きたいというふうに思います。

そういう地区にＬＥＤ灯をつけていくという

○委員長（高道洋子君）

ことは考えているのかいないのかを聞きま

○１番（熊澤芳潔君）

１番熊澤委員。
はい、わかりまし

す。
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○委員長（高道洋子君）
○建設課長（阿部智一君）

答弁、建設課長。
お答えをいたし

ます。

◎

延会宣告

○委員長（高道洋子君）

本日は、これで延

会します。

先ほどもお答えをさせていただいたのです

次回の委員会は、３月１６日、本会議の休

が、基本というか現状では、全区域にＬＥＤ

憩中に開催いたします。

化というふうに考えておりますので、市街地

御苦労さまでした。

だけではなくて芽登、螺湾含めて順次ＬＥＤ
化を図ってまいりたいというふうに考えてい
るところでございます。
○委員長（高道洋子君）

１１番髙橋委員。

○１１番（髙橋秀樹君）

ちなみに、どのぐ

らいの期間をかけてやろうという、そういう
イメージ的なものは、計画的なものはお持ち
でいらっしゃるのでしょうか。
○委員長（高道洋子君）
○建設課長（阿部智一君）

建設課長、答弁。
お答えをいたし

ます。
当初の計画では１０年程度ということで考
えておりましたので、現状、平成３６年ぐら
いというふうには思ってはいるのですが、現
実問題なかなか市街地のＬＥＤ化も国の助成
がなかなか要望通り配分をされないという、
そういう状況も続いておりますので、若干、
今思っている予定年次よりもずれ込む可能性
はあるのかなとは思ってはいるのですけれど
も、いろいろほかの助成制度がないか等も含
めて、できる限り早い時期に、全町全区域が
ＬＥＤ化になるように努めてまいりたいとい
うふうに思いますので、御理解いただきたい
と思います。
◎

延会の議決

○委員長（高道洋子君）

ここで、お諮りし

ます。
本日は、これで延会したいと思います。
御異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高道洋子君）

異議なしと認めま

す。
よって、本日は、これで延会することに決
定いたしました。
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午後

３時５２分

延会

