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午前１０時００分

開会

ます。
議案第１１号から議案第２０号まで、議案

◎

第２２号から議案第２４号まで、意見書案第

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

全員の出席でござい

ます。ただいまから、平成２１年第１回足寄

１号と意見書案第２号は、即決で審議いたし
ます。
議案第２１号は、文教厚生常任委員会に付

町議会定例会を開会をいたします。

託し会期中の審査といたします。
◎

１０日は、一般質問などを行います。

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

１１日以降の審議予定については、一般質

これから、本日の会

問者の人数などにより流動的でありますの

議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

で、今後の議会運営委員会において協議し皆
様に御報告いたしますので、御了解願いま

です。

す。
◎

なお、議案第２５号から議案第４６号まで

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

会議録署

の補正予算案及び新年度予算案については、
後日、提案説明を受けた後、予算審査特別委

名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第１１６条の

員会を設置し会期中に審査をいたします。
以上で、報告を終わらせていただきます。

規定によって、１番星孝道君、２番榊原深雪

○議長（吉田敏男君）

君を指名をいたします。

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

日程第２

会期決定

の件を議題といたします。

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

◎

議会運営委員会委員

お諮りをいたします。

昨

日３月２日に開催されました第１回定例会に

本定例会の会期は、本日から３月１６日ま

伴う議会運営委員会の協議の結果を報告いた

での１４日間にしたいと思います。これに御

します。

異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

会期は、本日３月３日から３月１６日まで
の１４日間とし、そのうち、３月４日から９

○議長（吉田敏男君）

日までと１３日から１５日までの９日間は休

す。

異議なしと認めま

したがって、会期は、本日から３月１６日

会となります。
次に、審議予定について報告いたします。

までの１４日間に決定をいたしました。

本日３月３日は、議長の諸般の報告、総務

なお、１４日間のうち、４日から９日まで

産業常任委員会、文教厚生常任委員会、議会

の６日間と１３日から１５日までの３日間は

運営委員会の所管事務調査の報告を行いま

休会といたしたいと思います。これに御異議

す。

ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

次に、報告第６号と報告第７号の報告を受

○議長（吉田敏男君）

けます。
次に、町長・教育委員長から行政報告と行

異議なしと認めま

す。
よって、９日間は休会に決定をいたしまし

政執行方針を受けます。
次に、議案等の審議方法について申し上げ

た。
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おいて理事者から、利別川の改修と築堤に
◎

よって現況の豊栄橋をかけかえしなけりゃな

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

諸般の報

らない、そして現況ルートでは沿道住民に大
きな影響を与えるといった等々のことから、

告を行います。
議長の報告事項は、印刷してお手元に配付

郊南ルートに新設かけかえをしたい旨の説明

のとおりです。これで、諸般の報告を終わり

があった後に、総務産業常任委員会に付託に

ます。

なったというふうに承知をしております。
この報告によりますと、まず、調査項目に
◎

候補３ルートの調査ということがうたわれ報

報告第１号
報告第１

告され、それが結果的に、委員会全会一致と

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

はいかないとしても、妥当であるという結論

いての件を議題といたします。

であるという報告でございます。

○議長（吉田敏男君）

日程第４

別紙配付のとおりです。ただいまの報告に

しかし、当初この新しいルート、いわゆる

対し質疑を行います。質疑はございません

資料によれば、現況ルート２ということであ

か。

りますが、この件は全く私ども知らなかった
わけでございまして、委員会の議論の中で、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

どのような経緯の中でこのルートが検討項目
になったのか、御説明をいただければありが

す。これで、報告を終わります。

たいと思います。
◎

○議長（吉田敏男君）

報告第２号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

報告第２

総務産業常任委員会

委員長、答弁。

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

○総務産業常任委員会委員長（大久保

いての件を議題といたします。

君）

別紙配付のとおりです。ただいまの報告に

優

ただいまの１番星議員の質問にお答え

いたします。
当委員会にこの件が付託されて、当初の２

対し質疑を行います。質疑はございません

２日に現地調査を行いました。それで私ども

か。

は、いろいろな想定をしながら現地調査をし

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

たわけです。それで現地調査した結果におい
て、まだルートがあるということで、その時

す。これで、報告を終わります。

点で、このルートも検討してみようというこ
◎

とで今のルートが出されました。

報告第３号
報告第３

それで、私たちの審査の基本となるもの

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

は、産業道路としての目的もしかることなが

いての件を議題といたします。

ら、そこに住んでいる住民の生活環境、これ

○議長（吉田敏男君）

日程第６

別紙配付のとおりです。ただいまの報告に
対し質疑を行います。質疑はございません

が大きく変わることは非常に困るということ
が中心であります。
それで、いろいろ皆さんのところに提案し

か。
１番

てあります見積書等、３ルートの提案の見積

星孝道君。
ただいまの豊栄橋の

書も試算が出されております。この中で種々

かけかえについて委員会報告がありました。

検討した結果、そう経費的に変わらない、８

ここで何点かお尋ねをしたいと思いますが、

００万ぐらいの違いありますよね、そういう

まず、この件に関しましては、議員協議会に

経費の面見て、あと将来的にどうあるべき

○１番（星

孝道君）
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れもあわせてお聞きしたいと思います。

か。
これから地域の住民も年々年を取ってい

○議長（吉田敏男君）

総務産業常任委員会

く、車の持っている人はいいけど、持ってな

委員長、答弁。

い人の日常生活の面もいろいろ考えた結果、

○総務産業常任委員会委員長（大久保

これが一番妥当だということで委員会として

君）

優

再質問にお答えいたします。

当時、この件を付託されましてから１０月

判断いたしました。

の１０日に第１回目のときに、まず、地域住

以上です。

民の調査を大至急してくれということで調査

○議長（吉田敏男君）

１番

○１番（星

質問が３回というこ

を依頼しました。そしてその結果を受けたと

とでありますから、先へ質問を進めたいと思

きに、これは調査不十分だということで再度

いますが、ただいま御説明があったような中

やり直ししていただきました。

孝道君）

星孝道君。

それでそのときに、既にもう上流第２ルー

でのこの調査がされたということはわかりま

トができ上がっておりました、案としては。

した。
そこで、この資料に添付もされております

これが住民に示されなかったように思われま

が、資料添付されておりますが、この郊南

す。要するに、上流第１ルートと郊南ルート

ルートを提示し住民説明会をやったというふ

だけの説明に終わったように私は思っており

うにお聞きしております。川向地区、あるい

ます。
そのことで今地域住民の意向を調査したと

は栄町地区の住民説明会はもとより、農業者

きに、結果を皆さんに知らせたと出ておりま

に対しての説明会もあったと。
今回、栄町関係の部分については添付をさ

すけれども、特に川向関係の方には、かなり

れておりませんけれども、川向、そして農業

のやはり現状の方に要望が中身として出てお

者の関係では資料が添付されております。こ

ります。一番裏を見ればわかると思うんです

の資料を見るとき、私は、おおむね郊南ルー

けれども、そういうことを懸念しながらこの

トで了承されているというふうに理解をする

ルートを選定したわけです。

ところでありますが、そういった観点からの

それで、今申された土地の関係に関して

委員会での議論はされたのかどうか、お伺い

も、やはり足寄町としてはなかなか肥沃ない

したいと思います。

い土地を道路を分断するということは、当然

それともう一つ、いわゆる住宅に影響は、
沿道住民に影響はないといえども、農地を分

うちらもその中でいろいろ検討してまいりま
した。
要するに、これから長い将来を見たとき

断していく、しかも部分的には盛り土も発生

に、ある程度のことは犠牲は仕方ないなと、

すると想定されます。
かつて農協が、あそこの地に、乾燥工場周

そういうことで判断して今のルートを選定し

辺に施設を集約したいということから、農業

たわけなんですけれども、やはり先ほども

委員会に農地の転用をお願いした経緯がござ

言ったように、そこに住んでいる弱者のこと

います。そのときに、いわゆる町内でも極め

が大事だな、やはりいろいろ避難だとか、い

て優良農地であるあの地区の施設専用という

ろいろ日常の生活の面、そういう面で考えて

のはどういうことなんだと、厳しくお叱りを

今の位置に委員会としては指定したわけで

受けたことも今記憶に残っているところであ

す。
以上です。

ります。

○議長（吉田敏男君）

１番

であることは紛れもございません。そういっ

○１番（星

次に、いわゆる交通

たことからの議論がなされたのかどうか、そ

安全上の観点でお伺いをしたいと思います

もとよりあの地区、生産性の高い優良農地
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孝道君）

星孝道君。

が、かつて、先ほど話しました農協が施設を

ないということは限らないですけれども、や

集約したその基本的なものには、いわゆ当

はりそういうことを考えたときに、現状でも

時、北区にありました倉庫、ここの車両の出

しそれが必要であれば、安全対策も道路に講

入りが交通安全上極めてリスクが高いという

ずればいいんでないかと、そういう考えで進

いわゆる関係機関からの指摘を受けておった

めてまいりました。
以上です。

ことが、移転の原点でもあったというふうに

○議長（吉田敏男君）

今思っております。
今回、資料として添付されております通行

他に質疑はございま

せんか。
９番

車両、あそこの施設の利用の通行車両の台数

矢野利恵子君。

等も記載されておりますが、いわゆる生産者

○９番（矢野利恵子君）

からの搬入ルートは、中島通と郊南通に分散

たいんじゃなくて、本当に町側に聞きたいん

してあそこへ搬入されてるのが多いんだとい

ですけれども、それはできないので、委員長

うふうに思っております。しかしながら搬

様の方から本当に町に要望を出してほしいな

出、いわば出荷車両というのは、ほぼ郊南通

ということで要望を言いたいんですけれど

を往復している、しかも大型車両であるとい

も、農協で郊南ルートがいいということに決

う現状がございます。

めたということに対しては、農協で話し合っ

農協の考え方もお聞きいたしますと、今
回、郊南ルートでかけかえするのが、交通安

これ委員長に聞き

たときには、町で示された２ヵ所しか話し
合ってないと。

全上のリスクを回避するためにも最もベター

委員会で出した第３のルートまでは話し合

なルートであるという理事会決議をし、この

いの場になかった、だからその第３のルート

ことを町に要望をしたというふうに私は常勤

を入れた上で、また再度、農協の方に話し

役員の方からお聞きをしております。

合ってもらうという形で、もっとよりよい方

少子・高齢化が続き、高齢者がふえ、少な

向へ進めていくということはできないのかど

くなった子供があそこの校南通、学校におる

うか、お尋ねします。

少ない子供たちが校南通に交通安全上のリス

○議長（吉田敏男君）

クを負わなければならないということは、将

ですね。

今は要望みたいな形

来的に私はどうかなと、こんなふうに思って

他に質疑ございませんか。

おります。そういった交通安全上の関係から

１０番

谷口二郎君。

御議論がなされたのかどうかお伺いをして、

○１０番（谷口二郎君）

終わりたいと思います。

いたします。

○議長（吉田敏男君）

この決定についてはとやかく言うものではご

委員長、答弁。
君）

これは委員会の決定ですからね、私どもは

総務産業常任委員会

○総務産業常任委員会委員長（大久保

関連させて質問を

優

ざいませんが、やっぱりこれは総務委員会の
調査報告というのは、やっぱり議会の意思を

質問にお答えします。

当然この問題も委員会では十分検討されま

表明するということになりますからね、これ

した。それで一番繁忙期の小麦の収穫時期を

は極めて重たいものということに結論として

第１に想定して、約１,５００台ぐらいの集

はなります。

荷入ると、その台数が、コンバイン自体が足

そういう前提で、今、星議員の方から何点

寄に１８台かぐらいあると思いますね、その

か伺っておりますので、重複しない形でお伺

中でいろいろと時間的な計算もしたところ、

いをいたしますが、私も、これ現況ルート、

そんなに頻繁に走らないということで、現在

郊南ルート、この二つしかなかったと思って

も交通事故もなく済んでいるから、これから

たんですよ。
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どこでこれ出たのかなというふうに思って

ことは、かなりの時間が要すると私は思って

おりましたら、先ほど大久保委員長の方か

いるんですよ。その結果について、議論経過

ら、調査の過程で新たに出てきたものという

についてお伺いをしたいということが一つで

ことですから、それは総務の調査の結果、こ

あります。

のルートはどうなんだということで、ここに

それからもう一つ、住民説明会の関係です

選定することが総合的に見ていいのではない

が、これはどうあれ、一定程度可能性のある

かという結論になったと、こういうふうに判

もので住民説明求めておりますね、こういう

断は今したところでございます。

ルート設定をしたいと。それから現況ルート

そこで、このルートということで方向づけ

では、ここと新しいルートということで、こ

しますとね、これ今までの行政のやってきた

こについてはこういう問題が、費用の問題で

こと、それから住民、関係団体との意見交

こういう問題がかかるだとかということ、そ

換、これは全部白紙に戻すということになっ

ういう前提で議論されてるようですね。

てしまいますね。結局議会の意思を行政がそ

私どもは、やっぱり町側とすればね、考え

れを酌み取っていくということになります

方とすれば、新ルートで何とか住民の御理解

と、全くゼロからの検討ということになりは

をいただきたいということの方向でやってい

しないかと思うんですよ。

ることは事実でありますが、いずれにして

この場合、私ども伺っておったのは、いわ

も、どうあれ、そこら辺の関係についてはお

ゆる２１年度予備設計に入るということで平

おむね合意がされてるというそれは一定の前

成２６年完成、計画ではそうなっております

提もありますよ。

ね。そうするとそれまでに間に合うようない

例えば、歩道をつけてもらいたいとか交通

わゆる環境整備ということで提示もされてい

規制の問題とか、それからお年寄りの対策だ

るわけですよね。

とか学校児童の関係だとか出されております

そうすると物理的にですね、先ほども出ま

ので、そういうものを一定クリアした上で賛

したけれども、農地分断だとか、あるいは新

同するよということがありますけれども、そ

たないわゆる農地買収の問題とか、それから

ういったものを考えますと、やっぱりこれは

地権者との用地交渉だとか、こういう物理的

ある程度重く考えていかなければならんこと

な問題出てきますよね。

だと思うんですが、この二つについて委員長

これは全くゼロからスタートするというこ

の見解を求めたいと思います。

とになりますので、この計画に合っていくか

○議長（吉田敏男君）

総務産業常任委員会

どうかという問題がありますね。それが一つ

委員長、答弁。

です、委員長に伺いたいのは。そのことをど

○総務産業常任委員会委員長（大久保

う調査されたかということと、もう一つ、結

君）

優

ただいまの質問にお答えします。

果として費用効果の関係、費用効果といいま

単刀直入に言うと、用地の獲得の件なんで

すかね、費用の関係ではそれほど大差はない

すけれども、この件に関しては、３ルートと

ということでしたが、それは歓迎すべきこと

も同じことが言えると思います。決してこれ

だと私は思っておりますけれども、用地交渉

は用地を確約してルートを設定したわけじゃ

ですから、これは全然わからないんですよ

ありません。ただ、私たちは、一番理想的な

ね。

道路案として委員会として提案したわけで

例えば、対岸の問題と、それからこちら側

す。

の問題ありますよね。こちらの方も全く用地

あと、もう一つの学童関係、また福祉バス

関係についてはわかりませんね、不明確で

の関係に関しては、当然私たちも町側に確認

す。そういう前提で今方向づけをするという

しております。もし郊南ルートを渡った場合
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にその辺はどうなるのかということで、これ

かという問題とは別なんですよね。

はまず前向きに考えたいということで、それ

先ほど言われたように町道があってね、私

は可能なことだと思います。それも確認しな

は、町道をやっぱり最大限活用すべきだと思

がら、現地点になったわけです。

うんですが、町道が走ってるのに、それも郊
南ルートも町道が走っていってますよね。用

以上です。
○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

地の関係は、多少はそれはかかるとこがある
と思いますけれども、そういったことをルー

君。
お答えになった、

トとしてやっぱり考えていくべきだと私は思

答弁になったことはわかるんですよ。ここの

うんですけれども、そういったことがある現

理想的ではないかというとこはわかるんです

況の中で、新たに町道をつくっていくという

よ。

ことが、果たして住民感情として受け入れら

○１０番（谷口二郎君）

ただ、やっぱり理想的であるということ

れていくのかどうかという問題もありますか

と、それから現実対応、この解決していく環

らね、この辺については非常に危惧している

境整備するということは、ちょっと違う問題

ところであります。

が出てくると思うんですよね。やっぱりそう

ただ、委員長にこれ以上求めても、恐らく

いうことにぶつかってしまいますから、現実

同じ答えが出てくるんだと思いますがね、こ

ね。そういった可能性もやっぱり一定程度想

のことだけは私、申し上げておかなくちゃい

定をしていかないと、実現できないというこ

かんなというふうに思うんですが、もしいた

とになりますよね。

だけるんであれば、再度その辺について見解

私どもも委員長に理解してもらいたいのは

を伺いたいと思います。

ね、例えば現況ルートで河川が改修されたと

○議長（吉田敏男君）

総務産業常任委員会

きに、斜めに道路が走っているというこうい

委員長、答弁。

う線引きをされておりましたね、当初。これ

○総務産業常任委員会委員長（大久保

よりも、これよりもね、それは取りつけ道路

君）

優

今の谷口議員の質問に答えます。

の関係で曲げているということだと思うんで

この件に関しても、うちらも７回、かなり

すけれども、これよりも真っすぐ直線で入っ

慎重な中で、新ルートを設定するに当たりい

てくる方が理想的であることは間違いありま

ろいろと議論してまいりました。それでやは

せんよね。それはそうなんですよ。

りできれば現状の路線を使いたいというのは

それから、再三やっぱり住民の意向という

理想的だったんです。

ことを言われております。これは生活環境と

しかし、この路線を使うと、宅地の移転だ

すれば一番大事なことですから、そういった

とか宅地の会社で移転が伴う、そして５メー

住民要望は無視できない、もちろんそこで生

トル高くなると、それでどうしてもこれじゃ

活されてる方いらっしゃいますしね、そこに

余りにも負担がかかり過ぎる、そういうこと

産業として位置づけられてる農協の施設もあ

でそれで上流２案の方に行ったわけなんです

りますから、両方をやっぱり考えていかな

けれども、当然、今谷口議員が言われたよう

きゃならんということになりますから、よく

に、そのこともいろいろ含めまして考えまし

わかるんですよ。

た。

だから、そこにルートを設定されたことと

だけど、やはり長い将来を考えるときに、

いうのはね、別に私は否定しているわけでも

やはりここが一番住民にも近隣の住民の人た

何でもないんですよ。それは確かに理想的な

ちにも一番いいだろうと、そういう判断に

ルーとしてはわかると、わかりますが、現実

至ったわけなんです。

それがそういうことで対応していいのかどう
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土地の改修等に関してはまだ未知の世界で

す。これはどこも同じです、どこのルート

○１１番（後藤次雄君）

も。そういうことでやっぱり将来的に考える

議員が質問をしたことで、ダブることもある

と、ここが一番いいという判断で委員会が結

かもしれませんけれども、まず、調査報告で

論出したことなんです。

委員会でまとめた件なんですけれども、これ
は先ほど谷口さん言ったとおりこれは重いも

以上です。
○議長（吉田敏男君）

今、星議員、谷口

１０番

谷口二郎

のですから、そのことに対しては私もそのと
おりだと思います。

君。
そこで、これもし

それで問題は、例えば私としては１１月の

用地交渉だとかそういうことが、もちろん時

２１日の議員協議会ですか、その中では第１

間的なことありますから、これは議会のそう

と第２ルートしか聞いてなかったもんですか

いった意向を受けて行政がこれから動くとい

ら、こういう結果が出てくるということは思

うことに仮になった場合、もちろん相手機関

わなかったんです。

○１０番（谷口二郎君）

との交渉の問題もありますからね、これは橋

それで、前の１１月２１日の説明の中で、

をつけるという行為はそれは変わらないんだ

土木現業所との関係がありますよね。例えば

と思いますが、それはね。

今この新ルート、現況ルートが出てきた場

どっちへ向かっていっても変わらないんだ

合、土木現業所とかそういう関係で、もし現

と思いますが、それに至るまでの条件整備の

況ルートで議会が進めるということになった

問題ですね、これがいつまでやっていっても

場合、その辺のことについて委員会の中で、

いいというものだと私は思っていないんです

土木現業所とどういうかかわりが出てくるの

よね、いつまでやっていってもいい。

かというとこまで議論がされたのかどうか、

それから、そういった用地交渉の関係で行

まずそこを１点聞きたいと思います。

き詰まったとき、これ河川改修に影響してし

○議長（吉田敏男君）

まうんだと思うんですよ。それを投げておい

委員長、答弁。

ていいとは思わないんですが、この辺の絡み

○総務産業常任委員会委員長（大久保

は出てこないのか、くるのか、この辺一つだ

君）

けひとつ伺いたいと思います。

せん。

○議長（吉田敏男君）

総務産業常任委員会

○総務産業常任委員会委員長（大久保
君）

優

以上です。

将来に向かっては、私は何も答えることは

１１番

後藤次雄

君。
○１１番（後藤次雄君）

今の谷口議員の質問に答えます。

優

その件に関しては、討論されておりま

○議長（吉田敏男君）

委員長、答弁。

総務産業常任委員会

討論されてないと

いうことなんですけれども、そこが私は大事
だと思うんですよね。

できません。
今、谷口議員の質問に関しては、将来の土

今までやっぱり行政と土木現業所の中であ

地改修その他に関しての今後どうなんだとい

る程度話がしてきてるわけですからね、その

うことに、私は答えれませんと言ったわけで

ことがやっぱり例えばこのことに決まったと

す。それはどこも同じなんですよね。上流の

いう報告があるんですけれども、そのことを

１ルートも同じですよ。そういうことで私、

抜きにして私はできないと思ってたんですけ

答えれませんと言ったわけです。

どもね。
それともう一つは、いろんな調査報告の中

以上です。
○議長（吉田敏男君）

で、搬入ルートを含めて時間的なことも全部
書いてありますよね。だからこれを見ても大

せんか。
１１番

他に質疑はございま

後藤次雄君。

筋、時間にしてもやっぱり１分、例えば時間
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がかかっても１分以内ぐらいなんですよね、

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

多くなっても。

す。これで、報告を終わります。

そういう中でもう一つは、先ほど地域住民
◎

のことも出ましたけども、当然私は、こうい

報告第４号

う地域住民の意見を大事にするということに

○議長（吉田敏男君）

日程第７

報告第４

なれば、私は、やっぱり１１月２１日に提案

号文教厚生常任委員会所管事務調査報告につ

されたこのことがやっぱり基本になるんでな

いての件を議題といたします。

いかと思うんですけども、だから今言われた

別紙配付のとおりです。ただいまの報告に

土木現業所の関係は話してないということに

対し質疑を行います。質疑はございません

なれば、今後どういう進め方をしていくの

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

か。
将来ね、これ将来のことをさっき言いまし
たけれども、将来これこのままでいくのかど

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。これで、報告を終わります。

うか、ちょっとその辺も委員長にお聞きした
◎

いと思うんですけれども。
○議長（吉田敏男君）

総務産業常任委員会

報告第５号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

報告第５

号議会運営委員会所管事務調査報告について

委員長、答弁。
○総務産業常任委員会委員長（大久保

優

の件を議題といたします。

先ほども谷口議員に言われましたとお

別紙配付のとおりでございます。ただいま

り、その辺は私の交渉外なんでわかりませ

の報告に対し質疑を行います。質疑はござい

ん。

ませんか。

君）

○議長（吉田敏男君）

１１番

（「なし」と呼ぶ者あり）

後藤次雄

○議長（吉田敏男君）

君。
○１１番（後藤次雄君）

交渉外といって

質疑なしと認めま

す。これで、報告を終わります。

も、やっぱり最終的にこれ行政と土木現業所
◎

の話し合いになるし、そのことによってまた

報告第６号

もし変わるとしてもですよ、今出されてる

○議長（吉田敏男君）

ルートにするにしても、やっぱりまた話し合

号専決処分の報告について（車両事故による

いというのはあると思うんですよね。

損害賠償の額を定めることについて）の件を

だから、そこのことを話をしないで、その

日程第９

報告第６

議題といたします。

ことをどうなんだということを話をしないで

本件について、報告を求めます。

やっぱり進めていいのかどうかということ

建設課長中鉢武美君。

は、ちょっと私も疑問なんですけどね、た

○建設課長（中鉢武美君）

だ、先ほど言ったみたいに委員会の報告は重

なりました報告第６号専決処分の報告につい

たいもんですから、これ以上は言いませんけ

て、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

れども、そこをもう少し私としては議論をし

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

て、時間もかかってもいいから、報告をして

２項の規定により報告するものでございま

もらいたかったなという意見だけ申し上げ

す。

ただいま議題と

て、終わりたいと思います。

専決処分書

○議長（吉田敏男君）

車両事故による損害賠償の額を定めること

他に質疑はございま

について、地方自治法第１８０条第１項の規

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

定により、次のとおり専決処分する。
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１．損害賠償額

総務課長大塚博正君。

２４万７,０６５円

２．事故の発生場所、日時等につきまして

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

なりました報告第７号専決処分の報告につい

は、別紙示談書のとおりでございます。
事故の概要でございますが、平成２０年１

て、御説明申し上げます。

２月３１日午前３時４０分ごろ、足寄町南４

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

条１丁目１番地先の国道２４１号線と町道神

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

社通りが交わる交差点において、足寄町建設

２項の規定によりこれを報告するものでござ

課車両室・沼田雅晴職員運転の除雪車が、国

います。

道上で方向変換のため町道に進入しようと左

専決処分書

折発進したところ、右側より青信号で進入し

平成２０年度足寄町一般会計補正予算（第

てきた足寄町西町９丁目１番地４１、上田誠

１１号）を、地方自治法第８０条第１項の規

司さんが運転する小型乗用の左側面後部ドア

定により、別紙のとおり専決処分する。
補正の内容につきまして申し上げますの

からタイヤハウス上部にかけて除雪車のプラ
ウと接触し、相手車に損害が生じたもので

で、５ページをお願いをいたします。
平成２０年度足寄町一般会計補正予算(第

す。
なお、運転手、同乗者にけがはありません

１１号)
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

でした。
事故の原因としては、除雪車が交差点内に

４万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の

いたために、素早く移動するための作業操作

総額を歳入歳出それぞれ９０億４,６０１万

に気をとられ、信号と右側の確認を怠って左

２,０００円とするものでございます。
補正の内容でございますが、先ほど報告い

折したことが原因でございます。
過失割合ですが、足寄町１００％、相手側

たしました交通事故に伴います賠償金２４万

０％で、平成２１年２月１７日、示談が成立

８,０００円の計上と、これの財源といたし

したものでございます。

まして、車両共済金を同額計上したものでご

今回の事故に関しまして、交通安全を率先

ざいます。

して進めなければならない立場として、町民

以上で、報告第７号の提案理由の説明とさ

の皆様、議会の皆様に深くおわび申し上げる

せていただきます。御審議のほどよろしくお

次第でございます。

願いを申し上げます。

今後は、法令の遵守、作業手順を再確認
し、安全で町民に信頼される除雪体制を築い

○議長（吉田敏男君）

これにて、報告を終

わります。

てまいりたいと思っております。
◎

よろしく御審議賜りますようお願い申し上

行政報告

○議長（吉田敏男君）

げます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、報告を終

日程第１１

行政報

告を行います。
町長から行政報告の申し出がありましたの

わります。

で、これを許します。
◎

町長安久津勝彦君。

報告第７号

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

報告第

○町長（安久津勝彦君）

議長のお許しをい

７号専決処分の報告について（平成２０年度

ただきましたので、７点について行政報告を

足寄町一般会計補正予算（第１１号））の件

申し上げます。

を議題といたします。
本件について、報告を求めます。

まず、国道２４１・２４２号足寄町郊南交
差点改良及び学校の沢川河川切りかえ工事に
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で、御理解を賜りますようお願い申し上げ、

ついて報告を申し上げます。
郊南交差点の改良については、過日開催の

報告といたします。

第５回臨時会において行政報告及び第６回臨

次に、足寄町地域共同作業所の特定非営利

時会閉会後における議員協議会において報告

活動法人への移行について報告を申し上げま

をさせていただきましたが、平成２０年１０

す。

月２１日に行った郊南交差点安全パトロール

足寄町地域共同作業所の特定非営利活動法

において、足寄町ＰＴＡ連合会、足寄町自治

人（ＮＰＯ法人）への移行について報告申し

会連合会、国道沿線自治会長など多くの団体

上げます。

及び各関係機関等から出されました意見、要

就労することが困難な在宅の障害者に対し

望等を整理し、帯広開発建設部足寄道路事務

て、通所により生活訓練・作業訓練を行うと

所に対し、郊南交差点改良工事の早期実現化

ともに、就労の場を確保することを目的に、

に向けての要望書を提出いたしました。

平成１６年４月に開設いたしました「地域共

その後、郊南交差点改良事業費がゼロ国債

同作業所」について、運営委託先であるＮＰ

の早期発注により予算計上されたことから、

Ｏ法人が、当該施設において平成２１年度か

帯広開発建設部足寄道路事務所では、郊南交

ら自主運営していただくことにいたしまし

差点の急カーブを解消するため丁字路に改良

た。

することとし、平成２１年３月中旬から平成

ＮＰＯ法人は、地域共同作業所を自主運営

２２年３月下旬まで改修・舗装工事及び跨線

することに伴い、障害者自立支援法に基づく

橋の撤去等の改良工事を行うこととなりまし

就労支援継続事業を北海道の指定事業として

た。

新たに実施し、在宅障害者の就労支援の充実

なお、３月６日に町民センターにおいて、
郊南交差点改良事業にかかわる説明会を開催

とＮＰＯ法人の財政基盤の安定を図ることと
しております。

し、帯広開発建設部足寄道路事務所から工事

ＮＰＯ法人の事業運営に当たり、現施設の

概要等についての説明をいただくことになっ

無償貸与等所要の支援を図っていく考えであ

ております。

りますので、御理解をいただきたく存じま

普通河川「学校の沢川」の切りかえについ

す。

ては、第６回臨時会閉会後における議員協議

なお、地域共同作業所のＮＰＯ法人への移

会において報告をさせていただきましたが、

行に伴い、足寄町地域共同作業所設置及び管

帯広開発建設部足寄道路事務所において、郊

理条例の廃止について今定例会に提案してお

南交差点改良事業と同時期に、旧銀河線用地

りますので、御審議賜りますようお願いを申

を活用して整備等を行うことになっており、

し上げ、報告といたします。

郊南交差点改良事業に発生土を流用する関係

次に、６５歳以上の１号被保険者にかかわ

から、平成２１年４月より河道の掘削工事に

る第４期介護保険料について報告を申し上げ

着手し、国道横断部分における河川切りかえ

ます。

工事については、支障物件の移転補償契約の

６５歳以上の１号被保険者にかかわる平成

関係から、平成２１年度末になる予定との報

２１年度から平成２３年度の３年間の第４期

告を受けております。

介護保険料について御報告申し上げます。

普通河川の管理者である町としても、必要

介護保険料は、３年を１期として定め、３

な流下断面の確保が可能となり、災害予防が

年ごとに見直しを行うことになっていること

図られることから、旧銀河線用地の活用と円

から、本年は、保険料の見直しを含め、第４

滑な事業展開に向けて、積極的な協議と連携

期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を

強化を図ってまいりたいと考えておりますの

作成いたしました。
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計画では、次期事業期間における３ヵ年平

る条例を今定例会に提案しておりますので、

均の要介護認定者数を４８３人、施設サービ

御審議賜りますようお願い申し上げ、報告と

ス利用者１２１人、居宅サービス利用者２１

いたします。

１人と見込み、３年間の介護給付費を、介護
報酬の改定、近隣町の介護老人福祉施設入所

次に、株式会社あしょろ農産公社の存続に
ついて御報告申し上げます。

者の増加、通所系サービスの利用増から、第

足寄町畜産物処理加工施設において、地場

３ 期 の 標 準 給 付 費 総 額 １ ６ 億 ９ ,２ ９ ７ 万

畜産物の処理加工及び製造を委託している株

円、これは見込みでございます。これに対し

式会社あしょろ農産公社の経営状況が３期連

２億２,０５１万円増の１９億１,３４８万円

続で悪化していることから、経営内容の調査

と推計しております。

及び分析を行い、経営実態について把握し、

これらの数値をもとに、６５歳以上の１号

経営課題の所在を抽出することによって、今

被保険者の次期保険料を算定した結果、第４

後の業務委託に向けた方向性を検討すること

段階の一部軽減措置の実施、紙おむつ等の特

を目的として、財団法人北海道中小企業総合

別給付分を含め基準保険料月額は、介護報酬

支援センターに経営分析を委託してきたとこ

改定に伴う保険料上昇を抑制するために交付

ろであります。

される「介護従事者等処遇改善臨時特例交付

中間報告の経営分析内容については、第４

金」４０７万２,０００円を充てても、現行

回定例会で行政報告させていただいておりま

保険料３,１９２円より８６４円増加し４,０

すが、当公社の主力製品であるナチュラル

５６円となります。

チーズは、近年、地産地消の意識の高まりに

しかしながら、急激な上昇を避けるため、

より、国産ナチュラルチーズの生産量が大幅

高齢者保健福祉推進委員会の御意見をいただ

に増加している状況であるため、今後の伸長

き、介護給付費準備金、平成２０年度末見込

も十分期待できるところであり、体制の立て

み額約３,０００万円、これを全額を取り崩

直しにより、再生の可能性は十分残されてい

し、月額３,７００円といたしました。

るとのことであります。

６５歳以上の１号被保険者の介護保険料

２月２０日に開催された臨時株主総会にお

は、制度開始以来９年間据え置かれてきまし

いて、今年度の収支決算見込みは、１月末で

たが、今後３年間の保険料は、サービス利用

３７３万６,０００円の赤字、年度末の予測

者増による給付費の増加及び介護報酬改定に

としては７１６万４,０００円の赤字が見込

よる影響等により、基金を取り崩し保険料に

まれ、４期連続の赤字決算となることが報告

充当するも、現行保険料水準では賄うことが

されました。
総会では、厳しい経営状況ではあります

困難なことから、保険料の引き上げをお願い

が、当公社は、足寄産の生乳を使用しチーズ

する結果となりました。
今後の介護保険財政の運営を考え、より一

製造を行っていることから、足寄町の畜産振

層健康づくりや介護予防に努めるとともに、

興において重要な位置づけにあり、また、

サービスの質の向上に取り組んでまいりたい

エーデルケーゼ館は、消費の拡大や地域の活

と考えておりますので、御理解いただきます

性化、雇用の創出にも寄与している観光施設

ようお願いを申し上げます。

であることなどから、経営分析における指摘

第４期足寄町高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画（平成２１年度〜平成２３年度）
を本日配付いたしましたので、御参照願いま

事項はもとより、抜本的な改革を実施して存
続を求める声が強く出されました。
町としては、株式会社あしょろ農産公社の
果たす役割を重く受けとめ、１点目として、

す。
なお、足寄町介護保険条例の一部を改正す

経営分析指摘事項に基づく抜本的な改革の実
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したところであります。

施がされること。
２点目として、国が雇用失業対策として雇

２月２４日に開催された通常総会では、需

用機会を創出する「ふるさと雇用再生特別交

要の高いおが粉生産において、家畜敷料等の

付金」を活用し、技術部門及び営業部門の拡

需要・原料市況動向を見きわめ、販売体制の

充を図り、消費者ニーズに基づく地域ブラン

強化に努めることとされましたが、平成２１

ド化の確立と、収益性の高い農畜産物の生産

年度においての加工部門における製材品の取

が図られること。

り扱い量は、前年比６割程度に減産すること

３点目に、農山漁村の地域資源を活用した
ふ

る

さ

として、製材工場の事業縮小が承認されたと

と

地域振興活動に対する国の「農山漁村地域力

ころであります。

発掘支援モデル事業」として、農家・関係企

本町は、行政面積の約８３％を占める森林

業・市町村による協議会を設立し、「広大な

に恵まれた地域であり、付加価値をつけた木

草地で草を食べる乳牛」から生産された牛乳

材製品の生産や雇用確保の面から、製材工場

を利用した製品ブランドづくりや、地域に愛

を存続するために、森林組合製材工場の減産

される商品開発などを行うソフト事業が採択

に伴う緊急の支援策を講じてまいりたいと考

されており、これらの対策を図ることで、早

えております。
さらに、平成２１年度に予定している足寄

い時期での経営健全化を進められること。
さらには、従来の製造業務委託契約の見直

小学校の改築工事に伴う集成材の原料である

しを図ることを前提に、株式会社あしょろ農

ラミナーの原木についても、森林組合に発注

産公社を存続すべしとの結論に達しました。

し、町有林のカラマツ林により生産する方向

委託契約の見直しといたしましては、これ

で進めてまいります。

まで畜産物処理加工製造業務委託契約に基づ

国の第２次補正予算に伴って実施する緊急

きチーズの生産を行ってきましたが、財産処

雇用創出事業についても、現在検討を進めて

分等の承認基準が緩和されたことにより、従

おりますので、御理解を賜りますようお願い

来の製造委託から、施設を無償貸付とし、公

申し上げ、報告といたします。

社みずからの生産に変更することといたしま

次に、土地区画整理事業に係る民事訴訟に
ついてでございます。

した。
なお、公社への支援策として、施設管理業

平成２１年第１回臨時会において提出議案

務を公社に委託することとし１７０万９,０

の議決を賜りました、民事訴訟「建物等収去

００円を新年度予算に計上させていただきま

土地明渡請求」にかかわる訴えの提起につい

したので、御理解を賜りますようお願い申し

て御報告申し上げます。
平成２１年２月１６日、斉藤道俊法律事務

上げ、報告といたします。
次に、足寄町森林組合製材工場の事業縮小

所と、建物等収去土地明渡請求事件にかかわ

にかかわる支援策等について御報告申し上げ

る委託契約書、訴状委任状を締結し、同日及

ます。

び２月２４日、同法律事務所にて訴状の整備

昨年末からの金融危機の影響で輸出が減少

を図り、２月２７日、代理人弁護士より釧路

したことにより、パレット・梱包材の市場が

地方裁判所帯広支部に対し訴状の提訴手続を

非常に低迷しており、森林組合の製材工場の

行いました。

受注は激減している状況となっております。

訴状における請求の原因については、原告

このことから、森林組合では工場存廃の正

は平成１９年２月１５日、被告に対し、足寄

念場と位置づけ、一部従業員の削減を図り、

町南１条１丁目１番・６番、南２条１丁目３

生産コスト抑制、ひき立て、生産性の向上と

番１６の土地について仮換地指定処分を行

製品の販売拡大にさらに努める方針を打ち出

い、平成１９年２月２１日から従前の土地に
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ついて使用・収益する権利を失いましたが、

訴しているため、本件における和解は、別件

仮換地指定処分後の土地について管理権を取

行政事件訴訟において行政処分の違法性に影

得しました。

響を与えるものではなく、原告としては、建

仮換地が指定された場合において、従前地
の管理権については、他の者の管理権が設定

物の撤去を前提とした和解を強く希望する次
第であります。

されない場合は、施行者である原告に帰属す

訴状の主な内容については以上であり、今

ることになっており、現在もその土地の一部

後、原告である足寄町として、司法の場を介

に被告所有の建物が存している。

して任意協議の実現性と、管理権に基づく建

原・被告間の交渉については、原告は被告
に対し、上記物件の撤去を別件の行政事件訴
訟の代理人を通じて依頼したが、被告から承

物を収去し、土地の明け渡しを求めていきた
いと考えているところであります。
また、今後における審理内容については、
町議会開催時に行政報告をさせていただきま

諾を得ることができませんでした。
原告が民事訴訟提起を選んだ理由として、

すので、引き続いての御理解と御協力を賜り

被告所有の建物は建築確認を経ていることが

ますようお願い申し上げ、報告といたしま

原告には確認できず、また、建築基準法で定

す。

める基準を満たすような基礎がない状況で、
土地区画整理法に基づく直接施行を行った場

次に、国民健康保険病院の診療体制等につ
いて報告を申し上げます。

合、一つとして、建物基礎の造成をせずに

国民健康保険病院の医師体制につきまして

行った場合は、建築確認審査を受けることが

は、現在、常勤医師内科２名、外科２名によ

できない。

り診療を行っておりますが、このたび副院長

二つ目に、建物基礎の造成をして行った場

（院長代理）から、本年の３月３１日をもっ

合は、建物の同一性が損なわれる上、原告の

て退職したいとの意向が示されたところであ

負担により被告に直接施行前に比べて過大な

ります。

利益を与えることになり、被告に対する求償

当該副院長につきましては、北海道（医療
対策協議会）を通じ札幌医科大学地域医療セ

権がない。
これらのことから、原告は、被告に対する

ンターから派遣をいただいており、後任につ

直接施行ではなく、本訴提起を選択するに

いては、いまだ北海道から公表されていない

至ったものであり、原告は被告に対し、土地

ため、具体的氏名等の報告はできませんが、

区画整理法１００条の２の規定による管理権

引き続き勤務いただける医師は内定してお

に基づき建物を収去し、土地を明け渡すこと

り、過日、当該医師が視察のため来町、懇談

を求める。

いたしております。

以上の経緯により原告は本件提訴に至った
ものであるが、国道本工事を平成２１年８月

なお、北海道からの正式決定は３月下旬ご
ろと聞いております。

に控えているため、それまでに被告が建物の

次に、２月末をもって退職された副院長の

撤去に応じないようなケースにおいては、直

後任についてでございますが、平成２１年第

接施行を選択せざるを得ない。

１回臨時会において報告いたしました医師の

しかし、原告としては、可能な限り直接施
行を回避したいので、被告が自主的に応ずる

勤務が決定したところであり、赴任は本年４
月上旬を予定をしております。

のであれば、建築物の撤去に関する損失補償

なお、昨年から赴任していただいている２

についても、任意協議による補償を行いたい

名の外科医師同様、消化器外科の診療が専門

と考えているところでございます。

でありますので、現在、これらの専門性を最

なお、本件は行政処分の公定力に基づき提

大限発揮し、医療水準の向上も期待できる診
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設置し、プランに対する御意見や御検討をい

療方策の構築を協議をしております。
次に、職員の再任用についてでございます

ただいております。

が、現事務長は、平成１７年７月から在任、

なお、今後のスケジュールは、３月上旬に

この間、平成１８年度には診療報酬改定によ

策定を完了し、町議会文教厚生常任委員会に

る大幅減収や看護師不足が続き、さらには、

報告、調整の後、北海道に提出、受理後、議

昨年度は医師４名のうち３名が退職するとい

会への報告、町民の皆様への公表の手順で進

う大変な状況の中で在任しており、今年度に

めてまいりたいと思っております。

おいても、４月には院長を含めて２名の医師

以上、国民健康保険病院の現状等について

が新たに赴任するなど、医療体制が安定する

報告といたしますので、御理解を賜りますよ

には、いましばらく時間が必要なことから、

うよろしくお願いを申し上げます。

本年３月３１日付で定年退職となりますが、

○議長（吉田敏男君）

再任用を行い、医療体制の維持安定を図って

いたします。１１時３０分まで休憩をいたし

まいりたいと考えております。

ます。

ここで、暫時休憩を

また、昨年度から臨床検査技師長の再任用

午前１１時１５分

休憩

も行っておりますが、現技師が臨床検査体制

午前１１時３０分

再開

のすべてを掌握するには、もう少し時間が必

○議長（吉田敏男君）

要でありますので、現技師長を引き続き任用

再開をいたします。

し、臨床検査体制の維持・充実を図ってまい

休憩を閉じ、会議を

次に、教育委員会から教育行政報告の申し
出がありましたので、これを許します。

りたいと思っております。
次に、公立病院改革ガイドラインの策定に

教育委員長星崎隆雄君。

ついてでございますが、平成１９年６月１９

○教育委員長（星崎隆雄君）

教育委員会よ

日閣議決定された「経済財政改革の基本方針

り行政報告を３点申し上げます。

２００７」に基づき、平成２３年度経営収支

まず１点目、教育に関する事務の管理及び

の黒字化を目指すとともに、各指標の目標値

執行の状況の点検及び評価に関する報告書に

を定めた「公立病院改革プラン」の策定に取

ついて御報告申し上げます。

り組むよう総務省から指示があり、当病院会

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

計においても、町長を委員長とした足寄町国

の改正（平成１９年６月２７日法律第９７

保病院経営改善委員会及び国保病院職員をメ

号）に伴い、教育委員会は、平成２０年度か

ンバーとした足寄町国保病院経営改善事項調

ら、毎年、その権限に属する事務の管理及び

査委員会を設置し、経営の効率化、再編ネッ

執行の状況について点検及び評価を行い、そ

トワーク化、経営形態の見直しについて協

の結果に関する報告書を作成し、これを議会

議・検討をいたしました。

に提出するとともに、公表しなければならな

再編ネットワーク化、経営形態の見直しに

いことになりました。

つきましては、町内に介護型病床を有する病

また、点検及び評価を行うに当たっては、

院の平成２３年度末の方向性が未定であるこ

教育に関し学識経験を有する者の知見の活用

と。北海道が窓口となり、十勝全体で「十勝

を図るものとされており、３名の委員を委嘱

管内自治体病院等広域化連携検討委員会」が

し評価をいただきました。

設置され、検討を開始していることから、こ

この法律改正の趣旨は、効果的な教育行政

れらについては今後の動向を注視しつつ検討

の推進に資するとともに、住民への説明責任

事項とし、今回のプランは、経営の効率化を

を果たしていくことにあると考えておりま

中心とした策定を進めております。

す。

また、町内有識者６名による有識者会議を

今回、作成いたしました報告書につきまし
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ては、法律の改正後初めてのものであり、国

受け入れを契機に、交流がますます深まり、

や道からのマニュアルがない中作成いたしま

両市町の友好親善が深められることを願って

したが、主な項目といたしましては、教育委

おります。

員会の開催状況、教育委員会の活動状況、事
務の管理及び執行状況の点検及び評価に係る
結果表、事務事業の評価総括表等で構成いた

町議会の皆様の御理解と御協力を賜ります
ようお願い申し上げ、報告といたします。
次に３点目、足寄動物化石博物館の管理運
営について。

しました。
議員の皆様のお手元に別冊として御報告さ

足寄動物化石博物館は、開館以来１０年を

せていただきましたので、御理解と御協力を

経過しており、近年の入館者数は１万４,０

賜りますようお願い申し上げ、御報告といた

００人台で推移いたしております。
この間、平成１７年に足寄町議会文教厚生

します。
２点目、ウェタスキウィン市中学生・高校

常任委員会より、管理運営経費、入館者・収

生訪問団の来町について御報告申し上げま

入対策等に関し貴重な御意見をいただき、そ

す。

の実現に努力してまいりました。

足寄町とウェタスキウィン市は、平成２年

現在、３名の職員と補助職員での管理運営

に姉妹提携を結び、人的交流を中心に国際交

を行っておりますが、この間、将来にわたる

流活動を続けております。

博物館の管理運営のあり方を検討してまいり

このたび、ウェタスキウィン・足寄友好協

ました。
このような状況の中、開館以来業務に携

会から連絡があり、中学生・高校生の訪問団

わってまいりました現館長が本年３月で定年

一行が来町することになりました。
訪問団一行は、平成２１年４月６日にウェ

退職を迎えることから、新たな管理運営体制

タスキウィン市を出発し、４月７日から４月

に移行するまでの間、博物館業務に精通いた

１６日までの１０日間日本に滞在し、本町へ

しております現館長を館長兼学芸員として再

は４月１２日から４月１６日までの５日間、

任用し、業務の維持管理・充実を図ってまい

滞在することになりました。

りたいと思っておりますので、御理解を賜り

一行は、中学生４名、高校生１名、引率者

ますようお願い申し上げ、御報告とさせてい

３名の計８名が来町し、前回の第４次訪問団

ただきます。

は、平成１２年４月に２２名が来町してお

○議長（吉田敏男君）

り、今回は５回目の訪問団受け入れとなりま

終わります。

これで、行政報告を

す。
◎

受け入れに当たりましては、足寄町、ＷＡ

行政執行方針

の会、教育委員会の三者で受け入れ実行委員

○議長（吉田敏男君）

会を組織して対応したいと考えております。

行方針について、町長から行政執行方針を申

本町での滞在中は、ホームステイをしなが

日程第１２

行政執

し述べます。

らホストファミリーとの交流、足寄中学校・

町長安久津勝彦君。

足寄高校への１日体験入学や町内の公共施設

○町長（安久津勝彦君）

見学などを行い、日本文化を体験するととも

ただきましたので、平成２１年第１回足寄町

に、両市町にとって有意義な交流となること

議会定例会の開催に当たり、町政執行に臨む

を期待しております。

基本姿勢と主要な施策について、私の所信を

また、９月には本町より第１０次足寄町中

議長のお許しをい

申し上げます。

学生・高校生海外研修訪問団をウェタスキ

町民の皆様の御理解と御支援をいただき、

ウィン市に派遣することから、今回の訪問団

町政を担当して間もなく６年がたとうとして
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４点目に、自然環境を守り、豊かな森林資

おります。
この間、その責務の重大さを認識し、町民
の皆様の知恵と力を結集し、協働の力で「活
力ある町」「温かく安心して住める町」を目

源を生かした「木のまち」足寄の創造
５点目に、資源活用による地場産品開発と
特色ある商工業の育成・振興
６点目に、豊かな心をはぐくむ教育と芸

指し、町政の執行に当たってまいりました。
特に昨年は、本町にとって、明治４１年４
月１日に足寄外３ヵ村戸長役場が開庁されて
から１００年を迎える記念すべき節目の年で
もありましたが、今日の足寄町は、厳しい自
然の猛威に耐え忍び、幾多の苦難を乗り越え

術・文化の振興
７点目として、町民が安心できる福祉と地
域医療体制の充実
以上７点を基本に据え、町政の執行に全力
で取り組んでまいります。
次に、主な項目ごとの方針を申し上げま

てきた先人達の偉大な精神力と知恵で築かれ
ており、こうした偉業を受け継ぎ、より一層
足寄町を発展させるため、「協働のまちづく

す。
まず、農林業振興対策についてであります
が、平成２０年度は、全国的な燃油・肥料の

り」の推進を図ってまいりました。
政府は、少子・高齢社会が急速に進展する

高騰により、町内農家全体で経費負担の増加

中で、持続可能な社会システムの構築を目指

額は４億３,６３５万９,０００円となりまし

して構造改革を強力に推進してまいりまし

た。
このような状況から国は、平成２０年度に

た。
この中で、分権の推進や道州制など、国と

緊急対策として肥料・燃油高騰対策事業を実

地方の関係も大きく見直され、地方が自主・

施し、本町全体で３億５４４万９,０００円

自立の自治体運営を行う地域主権の確立への

の支援を申請をしております。
燃油については、ほぼ前年並みまで値下が

流れがますます加速しております。
しかしながら、本町を含め地方の現状は、
財政はもとより、依然として景気回復の兆し

りしたものの、肥料価格は、原材料の不足な
どから価格上昇が続いております。

が見えない状況の中で、昨年末以降、世界は

特に、肥料使用の高い畑作農家では厳しい

同時不況に陥り、国内はもとより道内・町内

経営状況となっておりますことから、畜産農

においても、その影響ははかり知れないもの

家から排出される家畜排泄物を堆肥化し、土

となっております。

づくりの貴重な資源として利用拡大を図り、

都市と地方の格差拡大が進み、現下の厳し

化学肥料使用量の削減を図るため、耕畜連携

い地方財政状況の中での行財政運営が求めら

地力増進（堆肥利活用）事業を実施いたしま

れておりますが、こうした状況と将来の課題

す。

を見据えながら、本年度においても「第５次

また、農業者や農協など関係機関と連携

総合計画」「自律プラン」を基本に事業実施

し、耕畜連携の取り組みを積極的に行い、環

の推進を図ってまいります。

境にやさしい資源循環型農業を推進いたしま
す。

次に、重点施策について申し上げます。
平成２０年度の重点施策を本年度において

本町においては、後継者不在農家等による
農業従事者の減少や高齢化が進み、離農や遊

も引き続いて実行してまいります。
１点目として、町民と行政が協働するまち

休農地の発生等、本町農業・農村地域が危機
的状況になることが予想され、農業後継者の

づくりの推進
２点目として、効率的行政運営の推進

就農促進はもとより、新規就農による生産規

３点目として、活力ある循環型安定農業と

模の維持や農地の活用に向けて、国・道と連

農村づくりの推進

携し、さまざまな制度・政策を活用しなが
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ら、新規就農者を初め農家子弟等、農業担い

役割分担を明確にし、将来につながる取り組

手の確保及び育成対策を重点施策として推進

みを推進していきたいと考えております。

しておりますが、平成２０年度に完成した新

最後に、大規模草地育成牧場についてです

規就農技術習得施設を核として、就農志向

が、平成１８年４月１日より指定管理者制度

者・研修生などの受け入れを強化し、将来を

を導入し、農協に全面委託を実施しており、

見据え農業の維持・増進を図ってまいりま

管理・運営状況については順調に推移してお

す。

りますが、制度導入の折り返し点を経過した

中山間地域等直接支払交付金は、後期対策

ことから、指定管理受託者の農協と連携し、

最終年を迎え、制度を活用した農業・農村づ

さらに利用者に対するサービスの向上が図ら

くりについては、必修条件である１０〜１５

れるよう努めます。

年先を見据えた集落農業ビジョン（マスター

次に、林業振興について申し上げます。

プラン）や５年間継続耕作管理、協定農用地

森林・林業を取り巻く状況は、昨年末以降

付随施設の維持管理、多面的機能の増進とあ

の世界的な金融危機や急激な円高が、住宅着

わせ、すべての集落において１０割交付を目

工の減少や輸出型産業を中心とした景気の減

指した生産性・収益向上、担い手育成、集落

退を招き、その影響から、木材価格の下落や

営農の組織化等の取り組みを強化し、今後に

輸出用梱包材等の激減が懸念されておりま

おいても農協、農業委員会との連携により推

す。
本町においても、森林組合の加工工場の減

進を図ってまいります。
また、平成１９年度より導入した農地・

産など、林業界にとっては大変厳しい状況下

水・環境保全向上対策交付金による、非農業

となっておりますが、「林業・木のまち」と

者を含めた地域ぐるみで、農地・開水路・農

して、このようなときこそ環境保全・持続的

道などの農業資源の保全活動や施設の長寿化

な森林資源の造成に向け、造林や間伐等の推

などを共同で取り組む活動も定着しつつあ

進に努めなければなりません。

り、化学肥料と化学合成農薬の５割低減等

今年度は、低気圧被害復旧の最終年であ

の、環境にやさしい農産物を生産する営農活

り、町有林を含めた民有林において確実な復

動支援においても、平成２１年度に１０の組

旧の実施を目指し、事業の充実を図ってまい

織が１３品目において取り組む予定であり、

ります。

交付金の額が１,３５５万円にふえるなど、

また、地球温暖化防止策として森林バイオ

積極的な取り組みがなされており、農地・

マスの総合的な活用が求められており、本町

水・環境の良好な保全と質的向上を図る支援

と下川町・美幌町・滝上町の４町で設立いた

制度の推進に向け、活動組織や農協など関係

しました「森林バイオマス吸収量活用推進協

機関との連携を強化し、積極的に取り組みま

議会」において、平成２０年度に引き続き

す。

カーボンオフセットの制度設計及び実証調査

土地基盤等の整備でありますが、現在実施

を実施してまいります。

している道営担い手畑地帯総合整備事業も完

さらに、昨年度に引き続いて、除伐事業等

了年度となることから、将来の土地基盤等の

においての林地残材をペレット等に有効利用

整備については、農協・受益者と協議を行い

する仕組みづくりを推進してまいります。

ながら、農業生産性向上のため、効果のある

次に、新エネルギー利用の推進について申
し上げます。

基盤整備を進めてまいります。
各種団体等補助金等については、限られた

地球温暖化防止対策や地球環境保全の見地

財源の中で、自立的かつ持続的な農業振興対

から、新エネルギー利用促進が全国的に広が

策を念頭に置き、行政、農業団体、農業者の

る中で、十勝地域におけるバイオマスエネル
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ギー等の利活用を促進するため、十勝エネル

を継続し、低金利融資対策を図ってまいりま

ギー特区推進協議会が設立されました。

す。

協議会を効率的に運営するため、ペレット

商工振興は課題等が山積しておりますが、

部会、ＢＤＦ・エタノール部会、バイオガス

足寄町商工会では、商店活性化を図るための

部会が設置され、本町は、ペレット部会とバ

施策として、中小企業対策、地域通貨対策、

イオガス部会に登録したところであります。

空店舗・空地対策、シーニックバイウェイ推

本町におけるエネルギー利用の推進事業と

進などを検討しており、また、地域消費拡大

いたしましては、木質ペレット需要拡大を支

を図るため、プレミアム商品券の実施も予定

援する燃焼機器及びクリーンエネルギー利用

していることから、本町も継続して支援を

の太陽光発電システムについて、地域住宅交

行ってまいります。

付金を活用して導入支援を行ってまいりま

労働振興については、公共事業の低迷によ
り建設業は大変な時期を迎えており、関連し

す。
次に、観光振興について申し上げます。

て季節労働者及び求職者、若年層の雇用は極

豊かな資源を活用した体験型観光は、本町

めて厳しい状況となっておりますが、緊急雇

と池田町、本別町、陸別町の４町による十勝

用対策交付金事業やふるさと特別交付金事業

東北部地域観光検討委員会において体験メ

の活用を図り、本町の新産業創出と雇用促進

ニューを確立し、修学旅行の広域的誘致を進

を推進してまいります。

めておりましたが、本年度、滋賀県と兵庫県

また、町内経済団体で構成されている「足

の高等学校が９月に来ることが決定いたしま

寄町地域資源活用促進協議会」では、多方面

したので、本町でも体験メニュー整備を進め

での雇用促進を図るべき人材育成を目的に技

ているところであります。

能講習、研修を実施しており、町としては、

今後も、積極的なプロモーションにより、

事務局を担うなど協議会への支援を行うとと

ＮＰＯあしょろ観光協会との連携による体験

もに、雇用促進に向けて推進すべき取り組み

型観光を目指すとともに、農村民泊導入に向

を検討してまいります。

けた研究会が設立予定となっていることか
ら、導入事業者等の環境づくりを行ってまい

次に、保健福祉施策の推進について申し上
げます。
平成２０年度から始まりました特定健診・

ります。
また、観光資源であるオンネトー地区で

特定保健指導について、「足寄町国民健康保

は、野営場管理を含めて周辺の環境美化を

険特定健診等実施計画」に基づき、糖尿病等

図っていくとともに、自然環境保全の観点か

の生活習慣病該当者及び予備軍を平成２４年

ら、交通規制を含めた環境に配慮した観光地

度までに１０％減少することを目標に、平成

としての方向性を、関係機関において検討し

２０年度は３回の集団健診と町内３医療機関

てまいります。

等による個別健診を実施し、受診率３０％を

イベントにつきましては、商工会や観光協

達成する見込みであります。

会と連携し、第２８回足寄ふるさと花まつり

本年度は４０％の受診率を目指し取り組む

や第３０回足寄ふるさと盆踊り・両国花火大

とともに、健診の結果、指導が必要な方々に

会の実行委員会へ支援してまいります。

対する特定保健指導を計画的に実施してまい

次に、商工労働振興について申し上げま

ります。
妊婦健診の公費負担につきましては、平成

す。
急激な世界的経済危機により不透明な経済

２０年度に一般健康診査５回、超音波検査３

状況が続く中、中小企業者の運転資金や設備

回に拡大したところですが、国は、一般健康

資金への支援として、中小企業特別融資制度

診査１４回が望ましいとして財政措置を講ず
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る予定であることから、本町においても１４

ら、介護に従事する補助職員の待遇改善を行

回に拡大するとともに、超音波検査について

い、介護職の定着と職場環境の改善を図るこ

も４回に拡大し、本年２月受診から適用し実

ととし、必要な予算を計上しております。
子育て支援につきましては、平成２０年度

施いたします。
また、足寄町国民健康保険加入者の医療費

から実施しております「保育ママ」制度につ

の分析を行った結果、男性の２人に１人、女

いて、保護者に対する助成措置から委託事業

性の５人に１人が内臓脂肪症候群の該当者及

として実施し、保護者の負担軽減を図るとと

び予備軍であることがわかりました。

もに、保育ママと保育園が連携し制度の充実

このことから、住民１人１人が主体的に健

を図ってまいります。

康づくりを推進し、成人期から健康づくりを

また、平成１７年に策定いたしました次世

基本理念とした「足寄町健康づくり計画（平

代育成支援行動計画「子どもプラン２１あ

成２１年度〜平成２４年度）」を策定いたし

しょろ」について、社会全体で子育てを支援

ました。

していくための行動を実践していく計画とし

計画は、「飲食・運動・歯科・たばこ」の

て、今年度見直しを行い、平成２２年度から

４つの分野別目標を定め、個人・家庭・職

平成２６年度までの計画を策定いたします。

場・地域・行政の取り組むべき方向を示して

次に、社会福祉協議会が建立する無縁故者

いるもので、今年度から計画の着実な実行に

の供養塔整備に対し支援を行うため、社会福

向け取り組んでまいります。

祉協議会補助金に整備費用を予算措置いたし

高齢者・障害者福祉につきましては、本年

ました。
次に、都市計画変更について申し上げま

４月から開設されます高齢者と障害者がとも
に暮らす「共生型自立支援ハウス」につい

す。

て、入居者の世話などをする支援員の配置を

平成２２年度に北海道が実施する都市計画

委託事業により実施し、入居者支援を図るこ

区域内の整備・開発及び保全の方針の見直し

とといたしました。

に向けて、足寄都市計画基本計画（足寄都市

また、ＮＰＯ法人による地域共同作業所

計画マスタープラン）の見直しと、あしょろ

「ふれあいホーム」の運営及び障害者の就労

銀河ホール２１前の交差点隅切り部分の一部

の場の確保を図るため、子どもセンターの清

変更に伴う都市計画決定変更を行います。

掃業務を委託する等支援を行ってまいりま

次に、土地区画整理事業について申し上げ
ます。

す。
平成２１年度から平成２３年度までの介護

平成２０年度に都市計画道路「東通」の都

保険料は、要介護認定者の増加とともにサー

市計画決定変更を行ったことによる公共施設

ビス利用者が増加してきていることや介護報

面積の変更、国道未整備区間及び新測量基準

酬改定の影響もあり、引き上げを行うことと

適合（世界測地系）による施行地区面積の変

いたしました。

更、実績値を反映した事業費の変更等によ

今後は、より一層健康づくりや介護予防に

り、第４回目の事業計画変更を行います。

努め、第４期高齢者保健福祉計画・介護保険

今年度における事業として、旧役場庁舎跡

事業計画の着実な推進を図ってまいります。

地の区画道路（№３２、３５−１）の改良舗

次に、特別養護老人ホームにつきまして

装工事、北５条で東通と国道を連絡する区画

は、平成１８年度から取り組んでいるユニッ

道路（№５９）の舗装工事を行います。

トケアが町内外から高い評価を受けており、

国道沿線については、順次、仮換地指定を

さらにサービス水準の維持向上を図っていく

行い、国道拡幅工事に支障となる建築物等の

ためには、人材確保と育成が必要なことか

移転補償を実施し、道路管理者である国（帯
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広開発建設部足寄道路事務所）による本工事

「下水道中期ビジョン」では、今後の事業全

にあわせ、上下水道工事を町が一体的に施工

体の検証も行ってまいります。
次に、水道事業について申し上げます。

をいたします。
また、事業期間が平成３０年度までと長い

上水道事業は、国道拡幅事業及び土地区画

ことから、清算金の仮清算業務について取り

整理事業並びに下水道事業に伴う配水管の移

組んでまいります。

設や布設がえを行うとともに、道路改良によ

次に、まちづくり交付金事業について申し

る拡張工事や老朽管の布設がえを計画的に進
めてまいります。

上げます。
平成１７年度から継続しております「足寄

簡易水道事業につきましては、平成２０年

駅前地区」につきましては、今年度が最終年

度に引き続き、上利別地区の石綿配水管の布

であり、北１条通の改良舗装工事、高質空間

設がえと配水池の一部整備を実施し、安心・

形成施設（三笠通の照明灯設置）工事を実施

安全な水道水の供給に努めます。
次に、公営住宅整備について申し上げま

し、平成２０年度から始まった「銀河ホール
２１地区」につきましては、南１条通の改良

す。

舗装工事、銀河ホール２１南側の駐車場、多

公営住宅の整備につきましては、平成１７

目的広場の整備及び銀河ホール２１本体の耐

年度策定の「足寄地域住宅計画」に基づき、

震診断を行います。

旧貯木場跡地に計画戸数５２戸（子育て支援

次に、地籍調査事業について申し上げま

住宅１４戸を含む）を「北団地」として整備
を行ってまいりましたが、今年度事業をもっ

す。
平成１９年度から平成２３年度までの５ヵ

て整備計画を終了いたします。

年を事業期間として、引き続き市街地の北

今年度事業といたしましては、平成２０年

区、南区、栄町地区の調査事業を進めてまい

度の繰越事業で建設する３棟１２戸の附帯工

ります。

事として、道路、駐車場、緑地、事務費等の

また、平成２１年度より白糸地区の一部、

予算を計上させていただきました。
次に、ごみ処理対策について申し上げま

調査面積１１０ヘクタールと、上利別地区の
一部、調査面積２,４６９ヘクタールを、平

す。

成２４年度の完了予定で進めてまいります。

ごみの分別処理につきましては、町民の御

次に、公共下水道事業について申し上げま

理解と御協力により順調に推移しております
が、さらに減量化に向けた取り組みとして、

す。
下水道事業は、平成６年度に事業着手し、

引き続き資源ごみの集団回収や生ごみ処理機

平成２０年度末で２９.３キロメートルの管

等の購入に対し、その経費の一部を助成し、

渠を布設してまいりました。

ごみの減量化を図ってまいります。

事業認可区域内の整備率は６２.６％で、
これに伴う供用開始地区内の水洗化率は７
２.９％、水洗化戸数率は７１.２％になって

次に、合併処理浄化槽整備について申し上
げます。
健康で快適な生活環境の確保と公共用水域
の水質保全を図るため、下水道整備計画に定

おります。
今年度の事業内容は、国道拡幅及び土地区

められた予定処理区域以外の区域につきまし

画整理事業に伴うものと、道路改良にあわせ

ては、国の補助事業であります個人設置型浄

て 実 施 す る も の で 、 管 延 長 は 約 １ .６ キ ロ

化槽設置整備事業で昨年度から整備を進めて

メートルとなっております。あわせて、次年

おりますが、本年度においても高額な設置整

度工事実施予定地域の調査を行います。

備費用に対し補助基準が低いことから、浄化

また、今年度中に策定しなければならない

槽設置に要する費用の９割を限度額として補
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助を行い、整備促進を図ってまいります。

いて検討・協議を行ってまいりましたが、通

次に、火葬場整備について申し上げます。

学高校生の負担軽減と代替バス路線の利用促

長年の懸案でありました火葬場整備につき

進のため、差額補助制度を継続することとい

ましては、平成２０年度予算において繰越明

たしました。

許事業として議決をいただいておりますが、

補助額は、足寄町ふるさと銀河線跡地活用

今後の事業執行に当たっては、万全を期し早

等振興基金を原資とし、これまでと同様、バ

期完成に向け取り組んでまいります。

ス通学定期券運賃と旧ふるさと銀河線定期券

次に、国保病院の運営について申し上げま

運賃の差額補助とし、補助期間としては、当
面５年間を予定しております。

す。
平成１８年の診療報酬改定に伴う減収の影
響が続く中で、医師の退職も重なり、大変厳

次に、本年度の予算の概要について申し上
げます。

しい状況下での病院運営となっておりました

財政運営につきましては、健全な財政運営

が、昨年４月に札幌医科大学地域医療支援セ

を基本とし、その財源は、税、地方交付税等

ンターから医師の派遣をいただいた以降、３

において不透明な部分が多く、過大にならな

名の医師を招聘することができ、診療体制を

いように算定し、当面の措置として、財政調

確立することができました。

整基金から２億４,００８万８,０００円、公

また、療養病床から一般病床への病床種別

共施設建設等基金から１,４００万円の繰り

の変更に伴って、１５対１の看護基準を満た

入れを予定し、収支の均衡を図ることとして

すことになり、患者さんの療養環境と国保病

おります。

院の経営状況は改善に向かっております。

なお、公的資金補償金免除繰上償還の財源

さらには、１月から多くの町民が望んでお

といたしまして、減債基金の取り崩しを計上

りました眼科を、隔週ではありますが開設す

いたしましたので、御理解を賜りたいと存じ

ることができ、医療サービスの向上を図るこ

ます。
したがって、本年度の当初予算案の規模

とができました。
今年度においても、国保病院におけるコー

は、一般会計８１億３,８９２万円、昨年当

ディネート機能を強化し、在宅療養の継続支

初予算比２.２％増。特別会計３６億７,５１

援・健診事業の拡充等、地域医療サービスの

４万円、昨年当初予算比７.５％増。企業会

充実に努めます。

計１３億３,３３５万６,０００円、昨年当初

しかしながら、医療技術者等の不足状態は

予算比０.２％減。合計で１３１億４,７４１

依然として続いており、経営改善を含め安定

万６,０００円、昨年当初予算比３.３％増と

した医療体制確保につきましては、引き続い

なった次第です。
景気が急速に悪化し、国・北海道・町にお

ての課題と考えております。
次に、銀河線代替バス通学定期運賃差額補

いては大変厳しい財政状況にありますが、今
後におきましても、自律プランに基づいて確

助の継続について申し上げます。
平成１８年４月にふるさと銀河線が廃止さ

実に行財政改革を推進し、健全財政の堅持に

れたことに伴って、その激変緩和措置とし

努め、町民の皆様と協働のまちづくりを進め

て、北海道ちほく高原鉄道経営安定等基金を

てまいる所存であります。

原資として、沿線１市６町が３年間の通学定
期運賃の差額補助制度を実施してまいりまし

以上、平成２１年度の行政執行方針を申し
上げました。
町議会議員並びに町民の皆様の一層の御支

た。
この補助制度が本年３月末で終了すること
から、十勝側４町により補助制度の継続につ

援と御協力をお願いを申し上げます。
○議長（吉田敏男君）
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ここで、昼食のため

暫時休憩をいたします。１時再開といたしま

でたくましく生きていくための「生きる力」

す。

を身につけ、児童・生徒の個性に応じたきめ
午後

０時０５分

休憩

細かい授業を通して、基礎・基本を身につけ

午後

１時００分

再開

た「確かな学力」の向上を図るため、学校図

休憩を閉じ、会議を

書や補助教材の充実を図るとともに、他人を

○議長（吉田敏男君）

「思いやる心」をはぐくむことを重点として

再開をいたします。
教育委員会から教育行政執行方針を申し述

取り組んでまいります。
「地域と連携した特色ある学校づくり」を

べます。

推進するために、学校・家庭・地域社会と連

教育委員会委員長星崎隆雄君。
議長の

携し体験学習の拡充、いじめ・不登校などの

お許しをいただきましたので、平成２１年第

指導、学習支援ボランティアによる支援体制

１回足寄町議会定例会の開催に当たり、足寄

の充実に努め、倫理観や道徳教育の指導を通

町教育委員会の所管行政の執行に関する方針

して、豊かな人間性をはぐくむ教育を図って

について申し上げます。

まいります。

○教育委員会委員長（星崎隆雄君）

今日の社会は、少子・高齢化など社会情勢

また、学校評価の取り組みや学校評議員等

の変化といった時代の大きな流れの中にあり

の意見を反映するなど、開かれた学校づくり

ます。２１世紀を切り開いていく心豊かでた

を進めてまいります。

くましい人材を育成するため、教育基本法の

児童・生徒の基礎・基本の確実な定着を図

改正を踏まえた新学習指導要領への移行が平

るため、教育内容の改善を進め、チーム

成２１年度から始まります。

ティーチングなど指導方法工夫改善事業を導

さらに、昨年実施された全国学力・学習状

入し、学習指導の充実とともに、国際交流員

況調査の結果から、北海道の児童・生徒の学

の積極的な活用により、小学校における外国

力において、活用力不足という課題が見られ

語活動、中学校の英語教育を進めることでコ

たほか、学習習慣や生活習慣などにも課題が

ミュニケーション能力を高め、外国文化など

見られ、学校・家庭・地域が連携して確かな

の理解を深める学習活動の充実に努めてまい

学力や豊かな心など、子供たちの生きる力を

ります。

はぐくんでいくことが求められております。

小・中・高の連携を図った教育につきまし

このような中で、児童・生徒に「生きる

ては、児童・生徒１人１人の能力・適性・興

力」をはぐくみ、「確かな学力」と「豊かな

味・関心などの多様性に応じた教育を目指

人間性」を育成する教育の展開が重要であ

し、各学校間における授業交流などの連携を

り、諸般の施策を推進してまいります。

図ってまいります。

また、長寿社会の中で、生涯にわたって文

複式教育につきましては、少人数のよさを

化やスポーツに親しみ、学習し、生きがいを

生かした指導計画により、地域環境の特性を

持って生活できる生涯学習について、足寄町

生かし、みずから学ぶ意欲を高め、集合学習

総合計画に基づく「第３次足寄町生涯学習推

や交流学習を支援し、複式教育の充実に努め

進計画」に沿って推進し、豊かで充実した生

てまいります。

活をつくり出すため、「いつでも」「どこで

特別支援教育を必要とする児童・生徒への

も」「だれでも」「何からでも」学ぶことが

教育につきましては、１人１人の発達段階及

できる生涯学習の充実に取り組んでまいりま

び障害の状態に応じた指導のために学習支援

す。

員を配置し、個に応じた学習指導の充実に努

学校教育の推進について申し上げます。
学校教育につきましては、豊かな心と健康

めてまいります。
生徒指導につきましては、命の大切さ、他
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人を思いやる心をはぐくむ指導に努めるとと

金、部活動への補助などを行い、「足寄高校

もに、情報モラル教育の徹底や非行、いじ

を存続させる会」とともに、存続に向けた魅

め、不登校などの未然防止を図ってまいりま

力ある学校づくりに引き続き支援・協力して

す。

まいります。

その解決のため、生涯学習推進アドバイ

社会教育の推進について申し上げます。

ザーの活用により、学校・家庭・地域社会、

社会教育の推進につきましては、町民１人

関係機関が連携を密にし、子供たちの悩みや

１人の自発的な学習活動が、自分のためだけ

課題の解決など、指導・相談体制の充実に努

ではなく、その成果を地域づくり、まちづく

めてまいります。

りへと生かしていく仕組みづくりを進めると

国旗・国歌につきましては、教育課程の適

ともに、社会の変化に柔軟に対応しながら、

切な実施の観点から、学習指導要領に基づき

地域に根差し、特色を生かした町民の学習活

指導してまいります。

動を支援する取り組みが求められています。

児童・生徒の安全確保につきましては、各

家庭は、子供が基本的な生活習慣や社会的

学校の危機管理マニュアルの活用を図るとと

なマナーなどの基礎を生活の中ではぐくむ場

もに、登下校時の交通事故防止や、「安全

であり、「家庭教育学級」や子育て支援学習

マップ」と「子ども１１０番の家」の活用指

と交流の会「すくすく」の充実を図るととも

導はもとより、保護者・学校・地域並びに関

に、子どもセンターとの連携により子育て支

係機関との連携や、スクールガードリーダー

援事業を推進し、家庭教育に関する情報提供

の活用などにより安全管理に努めてまいりま

の充実に努めてまいります。
青少年教育につきましては、「豊かな心」

す。
教育環境の整備につきましては、平成１９

をはぐくむ必要があり、学校の内外を問わず

年度の基本・実施設計に基づき、平成２０年

コミュニケーション能力を高め、社会の変化

度に足寄小学校屋内運動場を改築し、平成２

に柔軟に対応できる創造性豊かな人材を育成

１年度には一部校舎の改築事業を実施いたし

するため、地域の自然・文化・歴史などの地

ます。

域素材を生かした「冒険王」などの体験活動

また、町内４小学校校舎の耐震診断につき

やスポーツ・文化芸術活動の支援、また、ボ

ましては耐震２次診断を実施し、その結果に

ランティア活動など体験活動の充実に努める

基づき計画的に整備を図ってまいります。

とともに、「ネイパルあしょろ」「九州大学

学校給食では、近年の食材の高騰により、
平成２１年度から給食費を値上げさせていた

北海道演習林」などとも連携に努めてまいり
ます。

だきますが、今後も、魅力ある献立を通じ、

成人期における教育・学習では、生きがい

児童・生徒の正しい食習慣の指導を図るとと

のある充実した生活を送るため、個性や能力

もに、衛生・安全管理の徹底に努めます。

を伸ばし自己の啓発や向上を図ろうとする意

また、地場産品を積極的に活用した「ふる
さと給食」を実施し、郷土への関心を深め、

欲や自主性が重要であり、情報提供と学習機
会の充実に努めてまいります。
また、長年培ってきた知識や豊かな経験

安全な食材で魅力ある給食づくりと食育を推

を、異世代との世代間交流などさまざまな機

進してまいります。
足寄高校の存続に向けた取り組みといたし

会で活用するため、引き続き「ふるさと足寄

ましては、平成２０年第３回定例町議会で行

１００年塾生きがいスクール」や「学遊会」

政報告させていただきましたが、従来の学力

の事業を進めてまいります。

向上に向けた取り組みへの補助制度を充実

国際交流につきましては、引き続き国際交

し、新たに、入学時一時金や見学旅行時一時

流員を招聘し、中学校における英語指導や小
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学校での国際理解教育授業に派遣するととも

今後、さらに展示内容や体験活動を充実さ

に、小学生を対象とした英語クラブ・ペピー

せ、地域の自然に根差しつつ世界につながる

キッズや保育園児を対象とした国際理解教室

博物館として発展するよう、運営体制の見直

を開催してまいります。

しを含めて博物館活動の新しいあり方を検討

４月には、ウェタスキウィン市中学生・高

してまいります。

校生訪問団の受け入れを行うとともに、９月

国指定天然記念物「オンネトー湯の滝マン

には、第１０次足寄町中学生・高校生海外研

ガン酸化物生成地」や町指定天然記念物「足

修派遣事業団をウェタスキウィン市へ派遣

寄石灰華半ドーム」、通称シオワッカにつき

し、実践的な英語の習得と外国の文化や生

ましては、それぞれの現象が持続するよう、

活、歴史などの理解と交流を深めるよう推進

積極的に保護対策を講じてまいります。
特に、湯の滝周辺の有害魚類の駆除につき

してまいります。
公民館本館は、施設の老朽化が著しく、平
成２０年度末で閉館し、これまでまちづく
り、地域づくり、地域学習の拠点として活動
してきた公民館活動については、町民セン

ましては、環境省等関係機関との連携によ
り、継続的に取り組んでまいります。
体育・スポーツの振興について申し上げま
す。

ター、生涯学習館、生涯学習館分館を活動の

体育・スポーツの振興につきましては、近

拠点とし、今後も、学習機会の提供や文化・

年、急激な社会環境の変化に伴い、ストレス

スポーツ活動の充実に努めるとともに、地域

や運動不足、食生活の変化により健康への不

活動の支援を図ってまいります。

安が高まる中、スポーツ・レクリエーション

図書室につきましては、新刊図書の購入に
より充実を図るとともに、読み聞かせや乳幼

を通した健康維持・増進に関心が高まってい
ます。

児と絵本の出会い、親子の触れ合いを支援す

そのため、触れ合いスポーツ大会の実施な

るブックスタート事業を継続して取り組んで

どスポーツに参加できる機会の拡充や、各種

まいります。

スポーツ施設の整備・充実を図るとともに、

文化芸術の振興は、文化団体が行う自主的

生涯にわたってスポーツに親しめる環境づく

な文化活動を通して、すぐれた文化・芸術に

りが求められていることから、関係機関・団

触れる機会の提供と、地域文化の伝承活動や

体との連携を図り、指導者の育成と指導体制

創作活動を支援してまいります。

を確立してまいります。

文化財に関する方針について申し上げま

以上、平成２１年度教育行政の執行に関す
る主要な方針について申し上げました。

す。
町の歴史や発展の資料を展示して、学校教

町民の皆様並びに町議会議員の皆様の御理

育や社会教育などに利用されてきた郷土資料

解と御協力を心からお願いを申し上げます。

館は、平成２０年度、旧中足寄小学校校舎を

○議長（吉田敏男君）

利用して新規に開館いたしました。本年度に

針を終わります。

これで、行政執行方

おきましても郷土学習に活用するとともに、
◎

さらに町民に親しまれる運営に努めます。
足寄動物化石博物館は、本町から産出する

議案第１１号

○議長（吉田敏男君）

日程第１３

議案第

デスモスチルス類やクジラ類を研究し、世界

１１号監査委員の選任についての件を議題と

に紹介する施設として重要な役割を果たして

いたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

おります。学校教育での利用、道東方面から
の修学旅行の受け入れなどが定着してまいり
ました。

す。
町長安久津勝彦君。
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ただいま議題とな

したがって、議案第１１号監査委員の選任

りました議案第１１号監査委員の選任につい

についての件は、同意することに決定をいた

て、提案理由の説明を申し上げます。

しました。

○町長（安久津勝彦君）

下記の者を足寄町監査委員に選任したいの
◎

で、地方自治法第１９６条第１項の規定によ
り、議会の同意を求めるものでございます。
提案をさせていただく方につきましては、
足寄郡足寄町南２条１丁目２２番地

川村浩

議案第１２号

○議長（吉田敏男君）

日程第１４

議案第

１２号固定資産評価審査委員会委員の選任に
ついての件を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

昭氏、昭和３５年１月８日生まれでございま

す。

す。
提案理由につきましては、平成２１年３月

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

３１日欠員によるものでございます。

ただいま議題とな

このことにつきましては、現在、星野代表

りました議案第１２号固定資産評価審査委員

監査委員さんに重責を担っていただいていた

会委員の選任について、提案理由の説明を申

わけでございますけれども、実は２月９日付

し上げます。

で、一身上の都合により３月３１日をもって

下記の者を足寄町固定資産評価審査委員会

辞任をしたいという辞任届が提出されたこと

委員に選任したいので、地方税法第４２３条

によるものでございます。

第３項の規定により、議会の同意を求めるも

この間、重責を担っていただいて、何とか
慰留に努めたわけでありますけれども、これ

のでございます。
提案を申し上げる方につきましては、足寄

は受理せざるを得ないという判断に立ちまし

郡足寄町郊南２丁目５２番地１１

て、新たな者を選任をいたしたいということ

氏、昭和２７年１月１日生まれでございま

で提案を申し上げるものでございます。

す。

なお、川村氏の略歴、職歴、公職歴等につ
きましては、記載のとおりでございますの

提案理由につきましては、平成２１年５月
８日任期満了によるものでございます。
なお、小泉氏につきましては、前任者が途

で、説明省略させていただきます。
御同意賜りますよう御審議のほどよろしく

中で退任をされて、その後の残任期間という
ことでお願いをしてまいりました。引き続き

お願いを申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

小泉邦夫

これをもって、提案

また委員として選任をいたしたく、同意を求
めるものでございます。

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

同意いただきますよう御審議のほどよろし
くお願いを申し上げます。

ませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

す。これで、質疑を終わります。
これから、議案第１１号監査委員の選任に

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ついての件を採決をいたします。
この採決は、起立によって行います。本件
は、これに同意することに賛成の方は起立願

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
これから、議案第１２号固定資産評価審査

います。

委員会委員の選任についての件を採決をいた

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

します。
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この表決は、起立によって行います。本件

この採決は、起立によって行います。原案

は、これに同意することに賛成の方は起立願

による者を適任と認めることにしたいと思い

います。

ますが、これに賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１２号固定資産評価審

したがって、議案第１３号人権擁護委員候

査委員会委員の選任についての件は、同意す

補者の推薦についての件は、原案による者を

ることに決定をいたしました。

適任とすることに決定をいたしました。

◎

◎

議案第１３号

○議長（吉田敏男君）

日程第１５

議案第

議案第１４号

○議長（吉田敏男君）

日程第１６

議案第

１３号人権擁護委員候補者の推薦についての

１４号町道路線の変更についての件を議題と

件を議題といたします。

いたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

す。

建設課長中鉢武美君。

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

ただいま議題とな

○建設課長（中鉢武美君）

ただいま議題と

りました議案第１３号人権擁護委員候補者の

なりました議案第１４号町道路線の変更につ

推薦について、提案理由の説明を申し上げま

いて、提案理由の御説明を申し上げます。
道路法第１０条第３項の規定により、町道

す。
下記の者を人権擁護委員の候補者として推
薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

路線を次のとおり変更するものでございま
す。
路線番号４５８。路線名・南１条通。起

の規定により、議会の意見を求めるものでご

点・足寄町南１条１丁目１５番地から終点・

ざいます。
推薦する方につきましては、足寄郡足寄町
南６条１丁目７番地

國見勲氏、昭和１７年

提案理由につきましては、平成２１年６月
３０日任期満了によるものでございます。
なお、國見氏につきましては、引き続きお
願いをしたいということで推薦をしたいとい

この路線につきましては、まちづくり交付
金事業で整備を行いますが、土地区画整理事
業区域分を先に道路認定をする必要性から、
変更をお願いするものでございます。
１２ページに位置図等を添付してございま

うことでございます。

すので、よろしく御審議賜りますようお願い

よろしくお願いを申し上げます。
これをもって、提案

申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

ませんか。

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

点を足寄町南２条１丁目３番地の３に変更す
るものでございます。

５月１５日生まれでございます。

○議長（吉田敏男君）

足寄町南１条５丁目３番地までの路線を、起

質疑なしと認めま

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

す。これで、質疑を終わります。
これから、議案第１３号人権擁護委員候補
者の推薦についての件を採決をします。

９番

この道路について

は、以前は信号機がつく予定がないというこ
とだったんですけれども、その後の交渉に
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よって信号機がつくようになったのかどう

についての件は、原案のとおり可決されまし

か、お尋ねします。

た。

○議長（吉田敏男君）

建設課長、答弁。

○建設課長（中鉢武美君）

◎

現在のところ、

議案第１５号

つく予定にはまだございません。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

１５号公益法人等への職員の派遣等に関する

他に質疑はございま

議案第

条例の一部を改正する条例の件を議題といた

せんか。

します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

本件について、提案理由の説明を求めま

これで、質疑を終わ

す。

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

総務課長大塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

ませんか。
９番

日程第１７

なりました議案第１５号公益法人等への職員

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

ただいま議題と

の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

反対討論。

これについて、つくるときから反対してい
たんですけれども、いやがっているのを無理

につきまして、提案理由の御説明を申し上げ
ます。

やりどかして、信号機もつかないような危険

本条例は、公益法人等への一般職の地方公

な道路をつくる必要があるのか。何もこんな

務員の派遣等に関する法律から委任を受けて

ことをしなくても、駅の駐車場から真ん中辺

制定している条例でございます。

を突き切って向こうへ行けば、信号機も要ら

今般、法改正によりまして題名などの改正
が行われましたことから、一部改正をお願い

ない道路ができると。
信号機つかないような危険な道路、信号機

するものでございます。

つけばいいというもんじゃないが、駅前の交

また、字句の改正に関連いたしまして、足

通量の激しいところをまた信号機をつけなけ

寄町職員の給与に関する条例中におきまして

ればならないのかと、そういう何というか、

も、あわせて改正をお願いするものでござい

余り理解できないような駅裏に行くのに遠回

ます。

りな道路をつくる、この南１条通の向こう側

改正条文の内容について申し上げます。

へ抜けることに対しての条例変更について反

公益法人等への職員の派遣等に関する条例
の一部を改正する条例

対いたします。
○議長（吉田敏男君）

他に討論はございま

公益法人等への職員の派遣等に関する条例
の一部を次のように改正する。

せんか。

題名中「公益法人等」を「公益的法人等」

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

に改める。
第１条中「公益法人等」を「公益的法人

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第１４号町道路線の変更に

附則といたしまして、第１項は施行期日で

ついての件を採決をします。
この表決は、起立によって行います。本件
は、原案のとおり決定することに賛成の方は

ございまして、公布の日から施行することと
してございます。
第２項につきましては、足寄町職員の給与

起立願います。

に関する条例の一部改正でございまして、足

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

等」に改めるものでございます。

寄町職員の給与に関する条例の一部を次のよ

起立多数です。

したがって、議案第１４号町道路線の変更

うに改正する。
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第９条の３中「公益法人等」を「公益的法

なりました議案第１６号足寄町特別職の職員
の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

人等」に改めるものでございます。
以上で、提案理由の説明を終わらせていた

の一部を改正する条例につきまして、提案理
由の御説明を申し上げます。

だきます。
なお、１４ページ、１５ページに新旧対照

本条例の改正につきましては、町長等の期

表を添付してございますので、御参照願いた

末手当の加算割合を、平成２０年度と同様

いと存じます。

に、引き続きまして平成２１年度におきまし

御審議のほどよろしくお願いを申し上げま

ても適用しないこととするものでございま
す。

す。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

改正条文の説明をさせていただきます。
足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び

ませんか。

費用弁償に関する条例の一部を次のように改

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

正する。
附則に次の１項を加えるものでございまし

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

て、第２０項といたしまして、平成２１年４
月１日から平成２２年３月３１日までの間に

ませんか。

限り、条例第４条第１項中「１００分の１５

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

の割合を乗じて得た額を加算した額を期末手
当基礎額とし、」を削ることといたしまし

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第１５号公益法人等への職

て、期末手当の基礎額となる給料月額に、加

員の派遣等に関する条例の一部を改正する条

算割合１００分の１５を乗じないこととする

例の件を採決をします。

ものでございます。

この表決は、起立によって行います。本件
は、原案のとおり決定することに賛成の方は

附則は、平成２１年４月１日から施行する
というものでございます。
以上のとおり御提案申し上げますので、御

起立願います。

審議賜りますようお願いを申し上げます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１５号公益法人等への
職員の派遣等に関する条例の一部を改正する
条例の件は、原案のとおり可決されました。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

◎

○議長（吉田敏男君）

議案第１６号

○議長（吉田敏男君）

日程第１８

議案第

１６号足寄町特別職の職員の給与並びに旅費
及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

条例の件を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

す。

これから、議案第１６号足寄町特別職の職

総務課長大塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

質疑なしと認めま

ただいま議題と

員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条
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例の一部を改正する条例の件を採決をしま

００分の１５を乗じないこととするものでご

す。

ざいます。

この表決は、起立によって行います。本件
は、原案のとおり決定することに賛成の方は

附則でございますが、平成２１年４月１日
から施行するというものでございます。
以上のとおり御提案申し上げますので、御

起立願います。

審議賜りますようお願いを申し上げます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１６号足寄町特別職の
職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

○議長（吉田敏男君）

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

おり可決されました。

○議長（吉田敏男君）
◎

日程第１９

議案第

１７号足寄町教育委員会教育長の給与等に関

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

する条例の一部を改正する条例の件を議題と

○議長（吉田敏男君）

いたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第１７号足寄町教育委員会

す。

教育長の給与等に関する条例の一部を改正す

総務課長大塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。

議案第１７号

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

ただいま議題と

る条例の件を採決をします。

なりました議案第１７号足寄町教育委員会教

この表決は、起立によって行います。本件

育長の給与等に関する条例の一部を改正する

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

条例につきまして、提案理由の御説明を申し

起立願います。
（賛成者起立）

上げます。
本条例の改正につきましては、教育長の期

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

末手当の加算割合を、平成２０年度と同様、

したがって、議案第１７号足寄町教育委員

平成２１年度におきましても適用しないこと

会教育長の給与等に関する条例の一部を改正

とする改正でございます。

する条例の件は、原案のとおり可決されまし

改正条文の説明をさせていただきます。

た。

足寄町教育委員会教育長の給与等に関する
◎

条例の一部を改正する条例
足寄町教育委員会教育長の給与等に関する

議案第１８号

○議長（吉田敏男君）

日程第２０

議案第

１８号足寄町農家高齢者生きがいセンター設

条例の一部を次のように改正する。
附則に次の１項を加えるものでございま

置及び管理条例を廃止する条例の件を議題と
いたします。

す。

本件について、提案理由の説明を求めま

第１１項といたしまして、平成２１年４月
１日から平成２２年３月３１日までの間に限
り、条例第２条第３項中「１００分の１５の

す。
福祉課長藤原茂君。

割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当

○福祉課長（藤原

基礎額とし、」を削るといたしまして、期末

なりました議案第１８号足寄町農家高齢者生

手当の基礎額となる給料月額に、加算割合１

きがいセンター設置及び管理条例を廃止する
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茂君）

ただいま議題と

年に補助事業で増築をしてございます。この

条例の提案理由を御説明申し上げます。
農家高齢者生きがいセンターは、農家高齢

たび、平成２０年の５月に出されました補助

者の生きがい対策として昭和５３年度に中足

事業の弾力化といいますか、補助事業等によ

寄に整備され、木彫りや陶芸等の創作活動が

り取得し、または公用の増加した財産の処分

行われていましたが、平成１５年に、介護予

等の承認基準というものが示されまして、そ

防や生きがい活動を目的に整備いたしました

れによりまして、１０年以上経過したものに

旭町ふれあいプラザに農家高齢者生きがいセ

ついては財産処分ができるというような規定

ンターの機能を移転しておりますことから、

が設けられたことによりまして、今回、条例

農家高齢者生きがいセンターの用途を廃止す

の廃止にさせていただいているところであり

るとともに、本条例を廃止するものでありま

ます。
以上です。

す。
次に、内容について御説明申し上げます。

○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

足寄町農家高齢者生きがいセンター設置及

○８番（高橋幸雄君）

今の規制緩和等を含

めた感じの中で、それは十二分に承知してる

び管理条例を廃止する条例
足寄町農家高齢者生きがいセンター設置及

んですが、それはそれで国は国として、しか
しその間ね、この管理条例を制定してあった

び管理条例は、廃止する。
附則でございますけれども、この条例は、
平成２１年４月１日から施行するとしており

わけですから、その間どういう状況の執行
だったのか。
ただ、今回そういうことの規制緩和等の中

ます。
以上で、提案理由の説明を終わります。御

で、補助の緩和されたことで後ほどの、例え

審議のほどよろしくお願い申し上げます。

ば農産公社の関係もそうですね、行政報告に

○議長（吉田敏男君）

よりますれば。同じ同様なる国の政策転換に

これをもって、提案

基づいて、財務的に転換に基づいてそういう

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

ですけどね、ただ問題は、旭町にその本来機

ませんか。
８番

措置がとれると、これは承知の上の事実なん
能というものが移転されて、一定の業務が移

高橋幸雄君。
ただいまの提案理由

行してますよね。その間の間についてはどう

の説明を拝聴しておりましてね、実質機能が

いうことなのかなということでお尋ねしてる

失ってから現段階で廃止をするというその間

んですよね。

○８番（高橋幸雄君）

の意味合いは何かあったのかどうか、ちょっ

まるっきりの空白時点ですよね。その間ど
んな管理をされて、この条例というものが実

とお聞きしたいんですが。
５年間経過してますよね。特段、法規制が

質機能として、実態としてなし得てあったの

あって廃止をできなかった理由があったのか

かなかったのか否や、その辺についてちょっ

どうかね、なぜこの段階でやるのかと。この

とお尋ねしてるんですが、いかがですか。

未来形については、それなりにお聞きしてる

○議長（吉田敏男君）

ところですけどね、条例制定上の問題につい

○福祉課長（藤原

てお聞きしたいんですが、いかがでしょう

す。

茂君）

お答えいたしま

この間、農家高齢者生きがいセンターとし

か。
○議長（吉田敏男君）
○福祉課長（藤原

福祉課長、答弁。

ての機能は休止しておりました。

福祉課長、答弁。

茂君）

お答えいたしま

す。
この分につきましては、建物として平成２

以上であります。
○議長（吉田敏男君）

８番

○８番（高橋幸雄君）

休止してあったのは
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高橋幸雄君。

私はよく承知してるんですよね、目と鼻の先

す。

ですから。だけど、この条例上の機能として

町内にはいろんな公共施設がございまし

どうだったのかなということをね、もう少し

て、全部とは申しませんけれども、ほとんど

要約いたしますれば、この状況下のままでこ

が何らかの補助事業を導入して設置をしてる

れでいいのかという、この種のものというの

ということでございます。

はもうないのかという問題もあるんですよ

そのうち、今回提案させていただいており

ね。本来の機能が失われて、しかしそのまま

ますいわゆる生きがいセンターの分でありま

設置してあると。

すけれども、これは議員仰せのとおり、もう

一般論からいくと、何かがアクションを起

数年前に、あそこの生きがいセンターとして

こすために、どうしてもそれを変化を加えな

の用については、旭町の生涯学習館の方に移

きゃならんと、例えば条例制定があるんなら

行をするというようなことで経過をしておる

廃止条例を制定すると、次の目的に使うため

わけでございます。

というのは普通はある、これごく当たり前の

これまでこの管理条例を廃止しないでずっ
とこのままいたというのは、やはり単刀直入

セオリー的なことなんですよね。
だけど私は今お尋ねしてるのは、そういう
ことではなくて、本来機能は休止しておりま

に申し上げますと、やっぱり補助金絡みのこ
とがありました。

すと、本来休止してるとなると、この当該施

また、さらには使用目的といいますか、こ

設の管理というのはどうだったのかなという

れが明確なものというものも新たなものも出

ことの問題点が出てくるんですね。構築物と

てきてない、当然それは補助金を、場合に

しては現存してあったわけですから。

よっては他用途に変更する場合は補助金返還

いるときはしかるべき一定の管理をして

だとか、そういうことも含めてそれは対応可

おったんですね、私の承知してるとこでは。

能ということであれば、それはもちろん対応

当然嘱託職員ですよね、所長も置いた経過も

可能ではありましたけれども、しかし、今日

ございまして、何人かＯＢの方やった経過も

までこのままにしていたというのは、まずは

ありますからね、私は、この本議案にとどま

単刀直入に言って補助金の関係があったとい

らず、この際、やっぱりそういうことについ

うことでございます。

てね、執行するサイドの中からきちっとやっ

これが議員も仰せのとおり、規制緩和のこ

ぱり精査をするというか、この種のものにつ

とも含めて、この補助金にかかわる規制が緩

いてどういう扱いするのかということですよ

和をされたということでございます。
そこで、ある意味原点に立ち返って、じゃ

ね。
それから、次にまた提案されるやつも同じ

あこの生きがいセンター、条例の設置目的の

ようなこと言えますね。あえて今申し上げ

とおりまた復活をする可能性があるのかとい

て、次の議案についても同じこと言えるんで

うと、これはもうそうはならないと。

すけど、その辺について理事者の方から全

むしろ、その規制緩和をされたということ

部、この辺になるともう担当課長の域出てま

もありますから、これはもう条例を廃止をし

すでしょう。それとも、担当課長も御定年で

て、普通財産に移行をして、そしてまた新た

すから、一つの一見識を示すいい機会ですか

な用途といいますか、使用に充てていきたい

ら示していただいても、私、質問者としては

と、こんなふうに考えております。
なお、御案内のとおり、既にこの条例を廃

結構でございますけど、いかがですか。
○議長（吉田敏男君）

止する以前から、今のあそこの施設の一部、

町長、答弁。
私の方からお答え

全部でありませんけれども一部につきまして

をさせていただきたいというふうに思いま

は、この間議会でも報告させていただいてい

○町長（安久津勝彦君）
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◎

るとおり、地元のササを活用した事業展開と

議案第１９号

いうことで、これは協同組合が設立がされて

○議長（吉田敏男君）

おりまして、協同組合の方に貸し付けを行っ

１９号足寄町地域共同作業所設置及び管理条

ているというようなことでございます。

例を廃止する条例の件を議題といたします。

き続き貸し付けをしていきたいというふうに

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま

ですから、この条例を廃止した後、普通財
産として、これはまたその協同組合の方に引

日程第２１

す。
福祉課長藤原茂君。

考えておりますので、御理解賜りたいなとい

○福祉課長（藤原

うふうに思います。

なりました議案第１９号足寄町地域共同作業

なお、他の施設についてもどうなんだとい
うことでございますけれども、基本的にはそ

茂君）

ただいま議題と

所設置及び管理条例を廃止する条例の提案理
由を御説明申し上げます。

のことが規制緩和されたということでござい

本条例は、就労することが困難な在宅の障

ますから、基本的にはそれにのっとって順

害者に対して、通所による生活訓練・作業訓

次、使用目的等々も含めて利活用の検討をし

練を行うとともに、就労の場を確保すること

ながら、順次これと同じような取り扱いの中

を目的に、平成１６年４月に開設いたしまし

で進めてまいりたいというふうに考えており

た地域共同作業所の設置及び管理に関し必要

ますので、御理解いただきたいというふうに

な事項を定めたものでありますが、平成２１

思います。

年４月から、現在運営を委託しておりますＮ
ＰＯ法人への事業移行に伴い、本条例を廃止

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

他に質疑ございませ

するものであります。
次に、内容について御説明申し上げます。

んか。

足寄町地域共同作業所設置及び管理条例を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

廃止する条例
足寄町地域共同作業所設置及び管理条例

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

附則でございますが、この条例は、平成２

ませんか。

１年４月１日から施行するとしております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

これから、議案第１８号足寄町農家高齢者
生きがいセンター設置及び管理条例を廃止す

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

る条例の件を採決をいたします。
この表決は、起立によって行います。本件
は、原案のとおり決定することに賛成の方は

ませんか。
８番

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

起立願います。

１８号議案の中にも

審議をさせていただき、会議規則の関係で３

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

以上で、提案理由の説明を終わります。御
審議のほどよろしくお願い申し上げます。

す。これで、討論を終わります。

全員の起立です。

したがって、議案第１８号足寄町農家高齢
者生きがいセンター設置及び管理条例を廃止
する条例の件は、原案のとおり可決されまし
た。

は、廃止する。

回しか質疑ができませんでしたので、改めて
本議案についてもちょっと質疑をさせていた
だきます。
先に向けて、この議案を条例を廃止して先
の執行についてはわかるんですね。１８号議
案も一定の理解は当然示すし、反意を示すも
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のでは全くございませんけどね、ただ私、一

それも現状の中で一定の経過の中で売り払

番気をつけなきゃならんこと私あると思う、

うことも可能なんですね。現状の状況の法規

留意点が。

範の変化に伴って売り払うことも可能なんで

というのは、この財産はあくまでも足寄町

すけど、それは次の手段で、前段だけはき

なんだ、１８号議案ももちろん足寄町の財産

ちっとやっぱり堅持していただかなければ私

なんですよね。設置条例を制定して、そうい

は困ると思うんです、やっぱり。

う目的に沿って執行する、例えば１８号の議

私ども一定の中で議会で予算を議決して、

案対象の事案でありますればね、例えば農産

一定の構築物資産ができ上がってね、そして

公社のエーデルケーゼ館同様、これは行政報

一定の事業運用は本来目的に沿ったと。だけ

告にされてる、具体的にまた何らかの形で質

ど時代の変遷にとって、その本来目的の運用

疑をさせていただきますけどね、無償という

の仕方が今、今回は本議案はＮＰＯさんが

ことでね、一方ではまた１７０万９,０００

やっていただけるということでそういう方法

円、管理経費として、管理経費っても、まだ

をとったんですけどね、でも、やっぱり忘れ

電気保安等もろもろ含めてのそういう意味で

てはならない原点は一つあると思うんですよ

のランニング上の維持管理費をすべて町が持

ね。その辺に対しての認識をちょっと示して

つと、無償の上に町が持つなんていうのは余

いただきたいなと思うんですよ。いかがで

りないケースです。

しょうか。

これは後ほど具体的にまたその議案でお尋

○議長（吉田敏男君）

ねすることにいたしまして、特にやっぱりこ

○町長（安久津勝彦君）

ういう議案はやっぱり留意しなきゃならんの

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

は、財産は町だと、目的が違ったよと、目的

議員仰せのとおり、この設置条例、あるい

が終わったと、そして違った形で変化してい

は管理条例を廃止することによって、今回提

くと。先ほどの前１８号議案はもう３０年で

案申し上げている件につきましては、その財

すね、経過して。その間のここ５年間の話で

産を処分するということではございません。
ですから、先ほどの議案につきましては、

すよね。
それはそれで私は理解しなきゃならんなと

行政財産から普通財産に引き継ぎをし、普通

思ってますけども、ただ問題は、一定の本来

財産として管理をし、そしてまたいろんな使

目的が時代の変遷とともに推移していって、

用目的に基づいて貸し付けするなり、あるい

事業体のあり方が変わっていくと、これが１

は場合によってはこれは当然無償だとか有償

９号議案ですね。これは年数は短うございま

だとかということがございますし、これはま

すね。そこであと何が課題かと、それはそれ

たちょっと補助金の絡みがあって、また後ほ

で私はよろしいかと思うんですよ、それは。

ど質問のところでまたお答えをさせていただ

しかし問題は、やっぱり財産そのものが足

きたいというふうに思ってますけれども、こ

寄町の財産であるということをね、どこかで

れは将来にわたっては、また当然、普通財産

えてして錯誤があってはいけないなと、錯誤

として処分すべきだということになれば処分

があってはいけないなと。

ということもあると、当然この処分について

あくまでそっくり無償で、例えばエーデル
ケーゼ館の場合は無償でやる、ただ、使うだ

も、無償なのか有償なのかということは当然
出てくるというようなことでございます。

け無償ですからね、そのうちに逆な形になっ

ですから、当然議員御指摘のとおり、これ

ていってはいけないな、足寄町の財産である

は足寄町の財産として現存することは間違い

という認識を第一義的に持つことが肝要だな

ございませんし、そこの処分、財産の処分と

と私思うんですよ。

いうところまでは、まだ今回の提案のところ
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では至っていないということでございますか

○町長（安久津勝彦君）

ら、これはまた引き続き無償貸し付けなり、

す。

お答えをいたしま

あるいは有償貸し付け等々、使用目的に応じ

まず、ちょっと論点整理する意味で、ただ

て、また議会にも相談をさせていただきたい

いま議題となってます１９号のこの地域共同

というふうに考えておりますので、御理解賜

作業所の設置条例の廃止という分につきまし

りたいというふうに思います。

ては、これは生涯学習館の１室をですね、こ
れはもちろん生涯学習館ですから行政財産で

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

ありますけれども、これを借り受けをして、

○８番（高橋幸雄君）

当然、今、町長の認

そこでそこの場所をですね、場所を共同作業

識を示したことがノーマル的な執行かなとい

所だよということで指定をしてるということ

うふうに、私はそのとおりだと思います。

でございます。

それで次の留意点ですけどね、今回、設置

そこで町がＮＰＯ法人に委託をして、事業

管理条例がなくなることによって、管理条例

展開をしていただいてたということでござい

がなくなることによってその管理のあり方、

ます。ですからこの行政財産の貸し借りにつ

一定の先に向けた状況によっては、例えば公

いては、これは従来どおり生涯学習館という

営住宅だって売ることもできますからね、そ

行政財産の一部を引き続きＮＰＯ法人が借り

ういう状況でそれに至るまでの状況の管理を

るというような形になります。

やはりどうしていくのか、普通財産になった

あと、事業展開の部分で、まさしくこの管

時点でどうしていくのか、行政財産から普通

理条例というのは、事業展開の部分の場所の

財産に、でも財産、足寄町の財産であること

指定ということでございますから、これは町

は間違いないと、その辺もやっぱり私は肝要

が委託をして事業展開をするということでな

かな。

くて、ＮＰＯ法人が直接今度事業展開をして

農産公社の行政報告なり、いろんなよく読
んでて感じたんですけども、それにとどまら

いただけるということになったということで
ございます。

ず、今、議案１８号、１９号議案もそうなん

このことは、当然今までも町が委託をして

ですけどね、その辺についてどのようなお考

きたということは、ＮＰＯ法人の活動に対す

え方でいくのかね。例えば、当然そういうこ

る支援という意味も含めてありましたけれど

との中での条件を付すのかどうかももちろん

も、これは逆に直営でやっていただくことの

ありましょうけどね、それはどのようなお考

方が、行政報告させていただいたとおり、Ｎ

え方でいるのか。

ＰＯ法人の財政基盤の強化にもつながるとい

ということは、償却資産ですよね、構築物
もいずれにしても、償却資産と何ら変わらな

うことで、こんな形をとらさせていただいた
というようなことでございます。

い。建造物なんか、土地はともかくとして

なお、次に今度、議員仰せの建物の固定資

ね、上の建物はやっぱりそういうものの維持

産、あるいは償却資産の貸し借りの関係であ

管理の問題も出てまいりましょうし、適正な

りますけれども、これも実は当然行政財産な

やっぱり管理というのもありましょうし、使

り普通財産を貸し付けする場合、もっと言え

用される方のね。無償、有償はこれはまた別

ば借り受けする場合、これは使用の利用する

の問題として。その辺について町と行政当局

用途によりまして、もっと端的に言えば、有

側としてどんなようなことをお考えになって

償なのか無償なのかということも含めていき

るのか、ちょっとお示しをいただきたいと思

ますと、ある意味、新規事業だとか、そうい

うんですけど、いかがでしょうか。

うことであれば、当然町の支援策の一つとし

○議長（吉田敏男君）

て無償もあるでしょう。

町長、答弁。
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さらには、例えば単なる一般的な商売とい

行していただきたいなという思いがあるもの

いますかね、経済活動のために利用するとい

ですから、お尋ねをさせていただきました。

うことであれば、これは当然有償になるのか

最後に一言だけで、大体留意点はわかりまし

なと、そんな思いもしておりますけれども、

たんで結構ですので、どうぞ。

いずれにしても、それはその使用目的等々を

○議長（吉田敏男君）

しっかり見きわめた上で、その貸し付け、あ

○町長（安久津勝彦君）

るいは処分等の判断は適切にやっていきたい

す。

というふうに考えておりますので、御理解賜

町長、答弁。
お答えをいたしま

当然公共施設ですから、当然目的を持って
設置をしてるということでございます。これ

りたいというふうに思います。

が目的を達した、あるいはその用途に供する

以上でございます。
高橋幸雄君。

必要がなくなったという場合につきまして

本議案にとどまら

は、これは当然町の財産でありますから、ま

ず、一定のこういう状況の中で有効利用して

ずは財産の有効活用をまず最初に転用できな

いく場合の留意点、例えば今の銀河ホールで

いのかという検討をさせてもらう。

○議長（吉田敏男君）
○８番（高橋幸雄君）

８番

すよね、これ仮に営業だからといっても、実

仮に行政としてそれが活用方法がないとい

際あれぐらいの家賃払って電気料払って、全

うことであれば、次には処分ということで考

然採算合わないと思うんですよ。だから表勘

えていくというようなことで、遺漏のないよ

定でただそうやって、単なるそういうものの

うな形で、これは大事な町民の財産でありま

考え方で私は立てないんでないかな。

すから、遺漏のない形で対応をしてまいりた

したがって、さりとて、町民全体の財産と
いうことになれば、それは特定の者に対する

いというふうに思いますので、御理解いただ
きたいというふうに思います。

利益ということもありましょうし、適切な管

以上でございます。

理ということもありましょうしね、貸すもの

○議長（吉田敏男君）

は無償で維持管理もみんなって、それを称し

せんか。

他に質疑はございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

て政策という言葉、いい支援政策と、こう言
うんでけども、それだって限度あると思うん

○議長（吉田敏男君）

ですよ、やっぱり。

す。これで、質疑を終わります。

私は、やっぱりその辺を理事者としてもき
ちっとめり張りつけて、今、本議案になって

質疑なしと認めま

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

るようなものについては、そういう意味でま
た違った意味合いかなと。何でも同じワンパ

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

ターンの中で、そういう理念を動かして一定

す。これで、討論を終わります。

の行政行為をするというのは、私はやっぱり

これから、議案第１９号足寄町地域共同作

危険性があるなという思いもしてるんです

業所設置及び管理条例を廃止する条例の件を

よ。

採決をします。

そういう意味でこの際ですからね、これか

この表決は、起立によって行います。本件

らこういう状況が出てくると思うんですよ、

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

やはり時代が変わってまいりますと。それは

起立願います。
（賛成者起立）

やっぱりきちっとしたものがなければ、我々
はやっぱりチェックする議会の立場としても

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

ね、町民にも説明がつかないことになります

したがって、議案第１９号足寄町地域共同

んでね、その辺もやっぱりしっかりとして執

作業所設置及び管理条例を廃止する条例の件
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○議長（吉田敏男君）

は、原案のとおり可決されました。

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
◎

これから、討論を行います。討論はござい

議案第２０号

○議長（吉田敏男君）

日程第２２

議案第

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

２０号足寄町障害者地域生活支援事業条例の
一部を改正する条例の件を議題といたしま

○議長（吉田敏男君）

す。

す。これで、討論を終わります。

本件について、提案理由の説明を求めま

討論なしと認めま

これから、議案第２０号足寄町障害者地域
生活支援事業条例の一部を改正する条例の件

す。

を採決をします。

福祉課長藤原茂君。
ただいま議題と

この表決は、起立によって行います。本件

なりました議案第２０号足寄町障害者地域生

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

活支援事業条例の一部を改正する条例の提案

起立願います。

○福祉課長（藤原

茂君）

（賛成者起立）

理由を御説明申し上げます。
本条例の改正は、本年４月に開設されます

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

高齢者と障害者がともに生活する共生型自立

したがって、議案第２０号足寄町障害者地

支援ハウスが、障害者自立支援法に基づく福

域生活支援事業条例の一部を改正する条例の

祉ホームとしての要件を満たすことから、本

件は、原案のとおり可決されました。

町が実施する事業に福祉ホーム事業を追加す
◎

るため、条例の一部改正をお願いするもので

議案第２１号

○議長（吉田敏男君）

あります。
次に、改正の内容について御説明申し上げ

日程第２３

議案第

２１号足寄町介護保険条例の一部を改正する
条例の件を議題といたします。

ます。

本件について、提案理由の説明を求めま

足寄町障害者地域生活支援事業条例の一部

す。

を改正する条例
足寄町障害者地域生活支援事業条例の一部

福祉課長藤原茂君。
○福祉課長（藤原

を次のように改正する。

茂君）

ただいま議題と

第２条に次の１号を加える。

なりました議案第２１号足寄町介護保険条例

第１０号

の一部を改正する条例の提案理由を御説明申

福祉ホーム事業を加えるもので

し上げます。

あります。
附則といたしまして、この条例は、平成２

この条例の改正は、３年を１期として定め

１年４月１日から施行するとしております。

る介護保険料について、平成２１年度から２

以上で、提案理由の説明を終わります。

３年度までの保険料率を定めるとともに、保

なお、右欄に新旧対照表を添付しておりま

険料段階第４段階で合計所得８０万円以下の
被保険者の軽減措置、及び介護報酬の改定に

すので、御参照願います。
御審議のほどよろしくお願い申し上げま

伴う介護保険料の上昇を抑制するために交付
される臨時特例交付金を充てた、平成２１年

す。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

附則で規定するため、条例の一部改正をお願

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

度から平成２３年度までの保険料率の特例を
いするものでございます。
次に、条例改正の内容について御説明申し
上げます。
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足寄町介護保険条例の一部を改正する条例
足寄町介護保険条例の一部を次のように改

号に掲げる者２万２,２００円。
第３号、第３条第１項第３号に掲げる者３
万３,３００円。

正する。
第３条第１項中「平成１８年度から平成２
０年度まで」を「平成２１年度から平成２３
年度まで」に改め、同項第１号及び第２号中
「１万９,２００円」を「２万２,５００円」
に改め、同項第３号中「２万８,７００円」
を「３万３,８００円」に改め、同項第４号

第４号、第３条第１項第４号に掲げる者４
万４,４００円。
第５号、第３条第１項第５号に掲げる者５
万５,５００円。
第６号、第３条第１項第６号に掲げる者６
万６,６００円。
第７号、前条に規定する者３万６,９００

中「３万８,３００円」を「４万５,０００
円」に改め、同項第５号中「４万７,９００

円。附則第３条を指しております。

円」を「５万６,３００円に」改め、同項第

なお、附則第３条の特例によります３年間

６号中「５万７,５００円」を「６万７,５０

の影響額は７８８万円程度となる見込みであ

０円」に改めるものでございます。

ります。

次に、附則でございますが、第１条施行期

また、附則第４条に規定する保険料に充て

日、この条例は、平成２１年４月１日から施

る 臨 時 特 例 交 付 金 は ４ ０ ７ 万 ２ ,０ ０ ０ 円

行する。

で、その影響額は、第４段階の基準保険料月

第２条は、経過措置として、改正後の足寄
町介護保険条例第３条第１項の規定は、平成
２１年度以降の年度分の保険料から適用し、
平成２０年度以前の年度分の保険料について
は、なお従前の例によるとしております。

額で５００円となっております。
以上で、提案理由の説明を終わらせていた
だきます。
次ページに新旧対照表を添付しております
ので、御参照いただきたいと思います。
御審議のほどよろしくお願い申し上げま

第３条、第４条は、平成２１年度から２３
年度までにおける保険料率の特例でありま

す。

す。

○議長（吉田敏男君）

第３条

令附則第９条第１項及び第２項

（同条第３項及び第４項において準用する場
合を含む。）に規定する第１号被保険者の平
成２１年度から平成２３年度までの保険料率

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
８番

高橋幸雄君。

は、第３条第１項の規定にかかわらず、３万

○８番（高橋幸雄君）

詳細については、議

７,４００円とするものでございます。保険

運で当該委員会、関係委員会に付託になって

料段階第１段階の一部軽減措置を規定するも

おりますのでお尋ねしません。全体的なこと

のでございます。

についてお尋ねをしたいと思います。

平成２１年度から平成２３年度ま

まず一つ、これ行政報告の中にもございま

でにおける保険料率は、第３条第１項の規定

したけどね、これは３町の中で３,７００

にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保

円、３期で大体１７位でしたか、今度、今４

険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

期目、この額で１２位ぐらいですね、十勝管

る額とする。これにつきましては、臨時特例

内全体の位置づけがね。

第４条

そして中身見ますと、今、大体準備金４,

交付金を充てた保険料率であります。
第１号といたしまして、第３条第１項第１

７００万強でこれ３年だから１,０００万ず
つ、１,１００万ぐらいしか予算で見てませ

号に掲げる者２万２,２００円。
第２号といたしまして、第３条第１項第２

んよね。こういうことになると、これ先行
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き、まず一つの全体的にはそういう状況にあ

が上がったという原因でありますけれども、

ることは、この数字を見て明らかなわけです

それぞれ町長の方からも行政報告申し上げま

ね。予算措置上もそういうことで明らか。

したけれども、一つには、施設の入所者がふ

それで４,７００万強、これ私ども諸般の

えた、特に名前を挙げて申しますと、隣町の

報告で議長の手元からいただいてる監査委員

陸別町の特別養護老人ホームへの入所が、今

の基金からいくと、その数字になるんですけ

現在定員５０名に対して、足寄町の住民が２

ども、３期、３年間の１期ということで１,

２名の方が入所をされているということが一

１００万ほど予算措置してますよね。

つあります。

まず一つに、そういう状況を踏まえて両

この間そういった形で推移をしてきて、今

隣、つまり本別町さん、陸別町さん、そうい

後の３年間、このまま２２人が陸別の特養に

う全体的には関連あるもんですからね、そこ

入所している場合の推計をしていきますと、

との兼ね合いでこの介護保険料がこういう位

どうしても費用の増高になるということが一

置づけになると。

つあります。

聞くところによると、ちょっと私の聞いた

それと、今回示されました３％、介護報酬

情報が確実であるかどうかは別として、両隣

の改定の３％の影響、それから新たにつくり

は下がるというふうに聞いてるもんですから

ました通所介護施設、旭町の方にできた部分

ね、その辺について、やっぱり住民の皆さん

で、定員が今まで８名から１２名にふえると

方にも、こういう根拠を持って３期について

いう部分がございます。

は１７位、十勝管内１７位の位置でおったの

それから、社会福祉協議会に移行いたしま

が、今度は１２位になるよと、したがって

したデイサービスセンター、そこにおいても

３,１９２円が３,７００円になるんだと、こ

時間の拡大だとか曜日の拡大等も検討をされ

の根拠はこういうことなんだと。

ている、今よりもふえるだろうということを

両隣の同じチームを組んでる公共団体が下

予測をしてございます。

がるのに、足寄町が上がるということはこう

そういったもろもろの諸要件を検討いたし

なんだということをね、この際やっぱり明確

ました結果、基準月額保険料が第３期までの

に説明した方がよろしいんでないかなと思う

３,１９２円から３,７００円になるというこ

んですけど、そういう意味でお尋ねしますけ

とでありますので、ぜひ御理解をいただきた

ど、担当課長、御答弁願います。

いなと思います。

○議長（吉田敏男君）
○福祉課長（藤原

それから、今申しました陸別町さんにつき

福祉課長、答弁。

茂君）

お答えいたしま

ましては、前回まで第３期３,７００円であ
りましたのが、今期３,３００円の予定と聞

す。
まず、１点目の基金の関係でありますが、

いております。

今現在４,７００万ということでありますけ

前回、順位的にいきますと１１番目が今回

れども、今年度最終的な見込みでは、行政報

１７番目になるということで、その原因とい

告もいたしましたとおり３,０００万強が出

たしましては、施設の入所者が足寄町の住民

るかなという程度でございます。

が入ったということで、５０名を見込んでた

この３,０００万全額を取り崩して、保険

ものがその分少なくなるということで保険料

料の軽減措置といいますか、抑制を図ろうと

への影響を来しておって、そこで減額という

いうことで今回示させていただいておりま

形が出てきてるのかなと思っております。

す。それが３,７００円ということでござい

それから、本別町さんの場合なんですけれ
ど も 、 第 ３ 期 ３ ,９ ６ ０ 円 で 上 か ら ４ 番 目

ます。
それと両隣、この３,７００円、５０８円

だったんですけれども、今回３,５４０円と
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いうことが示されているんですけれども、聞

いやいや、何かその中にあるんだというお話

きますと、これには第３期計画中に小規模多

ししてましたけど、やっぱり我々も予算審議

機能型２ヵ所を整備しております。

したり条例審議したりするときには、やはり

そこが十分に利用されるだろうということ

一定の正確を期すと同時に、一つの政策も提

で見込んでいたものが、開設がずれ込んだだ

言する場合もあるし、一定のチェック機能も

とかという形の中で、基金がふえたといいま

必要なもんですからね、今、２回目のお尋ね

すか、余ったといいますか、その分を第４期

は、福祉課長が長年その業務に携わってきて

に充てて保険料を引き下げを行うということ

ね、この種のものはどういう状況に推移して

で伺っております。

いくのかなという思いと、それと同時に、何

以上であります。

が必要なのかなという思いを御答弁いただけ

○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

両町さんの数値はま

たらなと思うんですよ。いかがですか。
○議長（吉田敏男君）

さにそのとおりですよね。そこでこの種の保

○福祉課長（藤原

険料について推移ですね、推移、これどうい

と思います。

福祉課長、答弁。

茂君）

お答えをしたい

う推移をしていくのかね。ただ上がった下

介護保険、御承知のとおり平成１２年、社

がったって、株価ではありませんのでね、最

会全体で介護を支えるという理念のもとに、

終的にどういう形でいくのかなという思いを

それから地域のサービスを、その町のサービ

してるんですよ。

スを水準をどこにするか、それによって保険

それと同時に、もう１点は、地方公共団体

料が決まる、いわばこれを実施するときに、

がね、予算書を見て一般繰入金ですけど、義

地方分権の一つの試金石になるのかなと、

務的ルール分負担がございますね、それ以外

我々はそういう思いでこの仕事に携わってき

の分、要するに政策、先ほどの政策支援じゃ

ました。

ございませんけどね、そういう財政を考える

今まで保険料水準を、地域のサービスで自

と、例えば国保１億７,０００万強ぐらいの

分らが考えて、自分らでそれを決めていくと

基金積立ありますね、ことしの当初予算で、

いうことであります。この介護保険始まると

昨 年 か ら 見 た ら １ ,０ ０ ０ 万 ぐ ら い 落 と し

きにいろんな議論をさせていただいた中で、

て、今、本議案と全く関係ないですけど、財

実は横出しサービスというのを足寄町はして

政支援という財政という意味合いからいきま

おります、紙おむつ等の支給ですね。ふたを

すとね、これどういうところにやっぱり扶助

あけてみましたら、道内的には本町と江差町

費的な財政面での負担が強いられていくのか

だけだったということもあります。

なという思いをしてるんですけども、これ関

これは利用者の方から切実な、おむつ代が

係試算に対しても、それぞれの負担能力とい

かかるんだというような声を聞きながら、横

う問題もありましょうしね、これ長年、福祉

出しサービスで実施をしております。この保

課長はやっぱりその職務に精励されてきて、

険料の相当額は第４期で２６９円につきま

どんな思いをしてるのかね。

す。

もうあと相当日数で一定の職を去るんです

例えば、保険料を軽減したいとすれば、そ

けどね、そういう思いも一度、私、文教にい

の横出しサービスをやめればそれだけ下がり

るころ相当それなりに勉強させていただいた

ますよというのがありますし、そういったも

んですけど、今は全然文教から離れて、内容

のを高齢者保健推進委員会の中でも提起をし

について全く門外漢で、先ほどの議案の共同

て議論をしていただいたんですけれども、多

作業所ってどこにあるのかなというそんなよ

少上がっても、それは今までのとおり大変利

うな始末ですから、そしたらさっき答弁で、

用者にも喜ばれているものだということで、
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実際、年間７００万ぐらいの予算を組んでお

シェアリングじゃないですけど、施設と在宅

りますけれども、それを継続した方がいいと

で交互に利用するだとか、どうしても在宅で

いうような意見もいただきまして、今回も横

できない期間があるとするならばですね。

出しサービスを実施することにしておりま

そして、今現実に９０名近い方が入所申し
込みをされてます。それでその方たちを全部

す。
さて、本題ですけれども、施設が入所がふ

受け入れる施設ったら、幾らあっても、きっ

えれば当然定額的にその費用はかかる、入っ

とお金が足りなくて保険料負担も相当なもの

てる間は絶対、要介護５で三十数万、月にか

になるのかなと思いますし、そういった仕組

かる、介護報酬ですね。やはり基本的には在

み的なものを今後考えていかなきゃならない

宅なんでしょうけれども、こういった部分で

でしょうし、あと訪問診療だとか訪問看護だ

こういった地方で２４時間対応ができるの

とか、そういった在宅面の医療分、どうして

か。

も要介護者は、医療の提供が必要な方々が圧

現実に平成１２年の介護保険始まった当時

倒的に多いものですから、そこをどうやって

に、民間事業者が訪問介護事業で入ってきま

安心をさせるかということが、これから重要

した。ただ事務所を開設し、なおかついろん

な課題となってくるのかなと思いますし、介

な準備をする中でも、結果的には事業展開を

護予防事業含めてどう展開をしていくのかと

しないで閉鎖をしてしまった。当初入ってく

いうのが、これからの課題だと思っておりま

るときに、どうして足寄町にといいますと、

す。

こういった非常に非効率的なところについて

以上です。

展開が図れれば、全国展開どこへ行ってもで

○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

きるというところでありました。

○８番（高橋幸雄君）

当初、前沢先生、北

その事業者については、昨年ですか、いろ

大の前沢教授ね、いろいろとお話した経過も

んな不正ということで、事業の指定の取り消

あって、その当時は結構勉強したんですけど

しを受けてる事業者でありましたけれども、

も、今は所管が違うとなかなかそういかない

大手の事業者でありましたけれども、その大

状況にあるんですけども、町長、これ今担当

手でもなかなかこの足寄町に入ってこれない

課長のね、一定の現状と、それを踏まえての

という、事業展開ができないという中で、こ

いろいろな経験の御答弁いただいたんですけ

れまで社会福祉協議会がこれを担っていただ

どね、町長はこの種の問題について、今、財

いて、３６５日の訪問介護をしていただいて

政ももちろんあるんですけどね、また予算案

るだとか、時間も７時から９時までやってい

の際の中でも質疑をさせていただきますけど

ただいてる。

ね、トータル的にどのような思いをしてらっ

ただ、夜間の巡回等がどこまで伸びるのか

しゃるのかなと、この介護保険という問題に

なということを思ったんですけれども、意外

ついてね。いかがでしょうか。

とこの利用者がいないというのもあります。

○議長（吉田敏男君）

ただ、現実的にどうしても施設偏重型とい
いますか、そういった状態が生じて、訪問介
護事業も利用者が減ってきているのが現状で

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

す。
私自身も、平成１２年度からスタートした
介護保険制度、これはやっぱりある意味素晴

あります。
この先、保険料軽減といいますか、抑制す

らしい制度だなというふうに思っておりまし

るために、やっぱり施設をこれ以上ふやすこ

たし、それからもちろん国の方でも制度設計

とができないとするならば在宅を重視する、

したときに、どれぐらいの利用といいますか

その中で例えば特養ホームについて、ホーム

ね、ここがあるのかな。
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もちろんその根幹というのは、先ほどから

もっとしたい、私自身も本当に今のサービス

課長が答弁したとおり、国としましては、

で十分なのかなというと、決してそうは思っ

やっぱり在宅介護ということを基本に置こう

てないんですよ。もっともっと、やはりこれ

と。

まで、まずどの地域でもそうでしょうけれど

しかし、そうはいっても、やっぱりその条

も、高齢者の方というのは、それぞれの地域

件にない家庭だってあるわけですから、当然

でまちづくり、あるいはもっと言えば国づく

これは施設介護も必要だということもあっ

りに貢献をされたわけですから、これはやっ

て、まあまあ、当時は国なりの制度設計を

ぱり本当、可能な限りのサービス提供は行い

行ったわけでありますけれども、実際に１年

たいなというふうには思ってるんですけれど

経過したときには、この利用される額といい

も、しかし、そこにやっぱり財政問題が出て

ますかね、これはもう想定した額をはるかに

くるということでありますから、これは私の

超えて、このお金の使われ方といいますか

立場からも、当然現状のサービスは維持す

ね、これはやっぱり本当に想定以上のもの

る、もっと言えば、もっとサービス向上を

だったということでありますし、これは裏を

図っていきたい。

返せば、やはりだれしも、これはもう私自身

それにはやっぱり財政的な問題もあります

もそうでしたし、経験もしましたけれども、

から、これはやっぱり受益者負担ということ

だれしもやはり国が言うとおり在宅で介護を

も当然のことでありますけれども、しかし、

したいというのは、これはもうまさしく共通

これはやはり北海道や国に対しても、公的資

の思いかなというふうに思いますけれども、

金の投入ということももっともっと手厚くす

しかし、これは現在の家族構成等々含めて、

べきでないのかなということも、あわせて引

この条件に本当にあるのかなというと、これ

き続きやっていきたいというふうに思ってお

はなかなか厳しい部分だろうというふうに私

ります。

は現実問題としてあるというふうに思ってお

そうはいっても、なかなかすぐおいそれと
はいきませんから、そういう意味では、やっ

ります。
ですからここのところは、これは首長たち

ぱり自分たちの地域で何ができるのといいま

の集まりでもいろいろ言ってるんですけれど

すと、やっぱり医療・介護・福祉、これは

も、これはもちろん北海道、あるいは国に対

やっぱり連携とらなきゃいかんだろうという

しても、この制度は素晴らしい制度だと、こ

ふうに思ってます。

れを維持していくためには、じゃあ次に何を

これも課長からお答えしたとおり、ここの

しなくちゃいけないのかという、もっと言え

ところの医療との連携ということも当然しっ

ば、やっぱり財政的な問題なんですよね。

かりと図っていかなきゃいけない。とりわけ

これを本当に保険者含めたそれぞれの１自

我妻病院さんの介護のベッド、これが２３年

治体ごとでできるのかというと、これはもう

度で廃止ということでありますから、ここも

本当に昨年から、介護者が労働の割には報酬

どういう形で転換をするのか、もっと言え

が低いということで、もう全然雇用が確保で

ば、積極的に行政もかかわって、こういう形

きない、マンパワーが確保できないという状

で転換をできないかということも、場合に

況があって、これじゃあだめだということ

よっては申し入れをすることも必要なのかな

で、介護報酬３％上げましょう。でも、これ

というそんな思いもしております。

は現場においてどういうことになるかという

ですから、これは引き続き検討させていた

と、これは当然保険料にはね返ってくるとい

だきたいというふうに思っておりますけれど

うことですよね。

も、いずれにしても、我が町足寄町における

ですから思いとしては、サービスはもっと

医療・介護・福祉をどうしていくのかと、少
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なくても現状のサービスを低下をさせること

２２号乳幼児等医療費助成に関する条例の一

に私はならないというふうに思っておりま

部を改正する条例の件を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

す。
ですから場合によっては、今回もお願いし

す。

ているわけでありますけれども、やっぱり一

住民課長大竹口暁己君。

定の負担ということも求めざるを得ないとい

○住民課長（大竹口暁己君）

うことも現実問題としてはあるというふうに

となりました議案第２２号乳幼児等医療費助

思ってます。

成に関する条例の一部を改正する条例につい

それはその都度都度しっかりと検討をさせ

ただいま議題

て、提案理由の御説明を申し上げます。

ていただいて、議会の方とも連携をとらさせ

本条例の改正につきましては、児童福祉法

ていただいて提案をさせてもらいたいなと、

等の一部を改正する法律が平成２０年１２月

こんなふうに考えておりますので、御理解賜

３日に公布され、第２７条第１項第３号に小

りたいというふうに思います。

規模住居型児童養育事業を行う者が加えられ
たことに伴い、その事業所に委託された児童

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

につきましては、措置制度により全額公費負
担となり、北海道医療給付事業の助成対象外

せんか。

となることから、条文の整理をするものでご

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ざいます。
改正条文について御説明させていただきま

ります。
ただいま議題となっております議案第２１
号足寄町介護保険条例の一部を改正する条例
の件は、文教厚生常任委員会に付託し、会期
中の審査とすることにしたいと思います。こ

乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を
改正する条例
乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を
次のように改正する。

れに御異議ございませんか。

第３条の各号は、助成の対象外を規定して

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。

異議なしと認めま

おりますが、第２号で、対象外追加による条
文整理をするものでございます。

す。
したがって、議案第２１号足寄町介護保険
条例の一部を改正する条例の件は、文教厚生
常任委員会に付託することに決定をいたしま

附則

この条例は、平成２１年４月１日か

ら施行するものでございます。
なお、右側に新旧対照表を添付してござい
ますので、御参照願います。

した。
なお、本件は、会期中の休会中に審査の

らさせていただきます。よろしく御審議のほ

上、御報告をお願いをいたします。
ここで、暫時休憩をいたします。４５分ス

どお願い申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

タートにいたします。
午後

２時３０分

休憩

午後

２時４５分

再開

○議長（吉田敏男君）

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ

休憩を閉じ、会議を

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

再開をいたします。

○議長（吉田敏男君）
◎

日程第２４

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。

議案第２２号

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

議案第

これから、討論を行います。討論はござい
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例

ませんか。

重度心身障害者並びにひとり親家庭等の医

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

療費の助成に関する条例の一部を次のように
改正する。

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第２２号乳幼児等医療費助

第３条の各号は、助成の対象外を規定して

成に関する条例の一部を改正する条例の件を

おりますが、第２号で、対象外追加による条

採決をします。

文整理をするものでございます。

この表決は、起立によって行います。本件
は、原案のとおり決定することに賛成の方は

附則

この条例は、平成２１年４月１日か

ら施行するものでございます。
なお、右側に新旧対照表を添付してござい

起立願います。

ますので、御参照願います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ

全員の起立です。

したがって、議案第２２号乳幼児等医療費

らさせていただきます。よろしく御審議のほ

助成に関する条例の一部を改正する条例の件

どお願い申し上げます。

は、原案のとおり可決されました。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
◎

これから、質疑を行います。質疑はござい

議案第２３号

○議長（吉田敏男君）

日程第２５

議案第

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

２３号重度心身障害者並びにひとり親家庭等
の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

○議長（吉田敏男君）

る条例の件を議題といたします。

す。これで、質疑を終わります。

本件について、提案理由の説明を求めま

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

住民課長大竹口暁己君。
○住民課長（大竹口暁己君）

質疑なしと認めま

ただいま議題

となりました議案第２３号重度心身障害者並

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

びにひとり親家庭等の医療費の助成に関する

これから、議案第２３号重度心身障害者並

条例の一部を改正する条例について、提案理

びにひとり親家庭等の医療費の助成に関する

由の御説明を申し上げます。

条例の一部を改正する条例の件を採決をしま

本条例の改正につきましては、児童福祉法

す。

等の一部を改正する法律が平成２０年１２月

この表決は、起立によって行います。本件

３日に公布され、第２７条第１項第３号に小

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

規模住居型児童養育事業を行う者が加えられ

起立願います。
（賛成者起立）

たことに伴い、その事業所に委託された児童
につきましては、措置制度により全額公費負

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

担となり、北海道医療給付事業の助成対象外

したがって、議案第２３号重度心身障害者

となることから、条文の整理をするものでご

並びにひとり親家庭等の医療費の助成に関す

ざいます。

る条例の一部を改正する条例の件は、原案の

改正条文について御説明させていただきま

とおり可決されました。

す。
◎

重度心身障害者並びにひとり親家庭等の医
療費の助成に関する条例の一部を改正する条

議案第２４号

○議長（吉田敏男君）
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日程第２６

議案第

２４号足寄町生涯学習館設置及び管理条例の
一部を改正する条例の件を議題といたしま

（足寄町公民館設置条例の廃止）２．足寄
町公民館設置条例は、廃止する。
（足寄町公民館使用条例の廃止）３．足寄

す。
本件について、提案理由の説明を求めま

町公民館使用条例は、廃止するものでありま
す。

す。

なお、参考までに新旧対照表を次ページに

教育委員会教育次長森和治君。
○教育委員会教育次長（森

和治君）

ただ

添付しておりますので、御参照願います。

いま議題となりました議案第２４号足寄町生

以上のとおり提案理由の説明とさせていた

涯学習館設置及び管理条例の一部を改正する

だきます。御審議賜りますようよろしくお願

条例について、提案理由の御説明を申し上げ

い申し上げます。

ます。

○議長（吉田敏男君）

本条例は、昭和３７年に開館以来４６年を
経過いたしました足寄町公民館の老朽化が著
しく、維持・管理も限界に及んでいる状況か

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ら、平成２１年３月３１日をもって廃止する
ことに伴い、従前の機能を生涯学習館に移行

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

するとともに、分館規定を整備するものであ

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

ります。

ませんか。

次に、改正条文の説明を申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

足寄町生涯学習館設置及び管理条例の一部

○議長（吉田敏男君）

を改正する条例
足寄町生涯学習館設置及び管理条例の一部

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第２４号足寄町生涯学習館

を次のように改正する。
第２条に次の１項を加える。

設置及び管理条例の一部を改正する条例の件

２項

を採決をします。

前項に定める生涯学習館に、必要な

この表決は、起立によって行います。本件

場所に分館を設置することができる。
第１４条を第１５条とし、第１３条を第１

は、原案のとおり決定することに賛成の方は
起立願います。

４条とし、第１２条を第１３条とする。

（賛成者起立）

第１１条第４号中「第５条」を「第６条」
に改め、同条を第１２条とし、第１０条を第

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第２４号足寄町生涯学習

１１条とする。
第９条第２項中「第４条」を「第５条」に
改め、同条を第１０条とし、第４条から第８

館設置及び管理条例の一部を改正する条例の
件は、原案のとおり可決されました。

条までを１条ずつ繰り下げ、第３条の次に次
◎

の１条を加える。
（職員）第４条

生涯学習館に館長その他

○議長（吉田敏男君）

日程第２７

意見書

案第１号平成２１年度酪農畜産政策・価格対

必要な職員を置くことができる。
別表中「第９条」を「第１０条」に改める

策に関する要望意見書の件を議題といたしま
す。

ものであります。

本件について、提案理由の説明を求めま

附則といたしまして、（施行期日）１．こ
の条例は、平成２１年４月１日から施行す
る。

意見書案第１号

す。
１０番谷口二郎君。
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○１０番（谷口二郎君）

意見書案第１号に

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

ついて、提案をさせていただきます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

平成２１年度酪農畜産政策・

○議長（吉田敏男君）

価格対策に関する要望意見書
北海道・十勝の酪農・畜産は、専業経営を
主体に発展し、安全・安心な牛乳、乳製品及
び食肉の安定供給に加え、国土・環境保全な

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ど多面的機能の発揮や地域経済・社会の維
持・発展などにおいて重要な役割を果たして

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

います。

す。これで、討論を終わります。

しかしながら、近年、急激な飼料価格の高

これから、意見書案第１号平成２１年度酪

騰など生産コストが上昇する中で、生産者価

農畜産政策・価格対策に関する要望意見書の

格の引き上げが追いつかずに農業所得は大幅

件を採決をします。

に減少するなど、酪農・畜産の経営環境は極

お諮りをいたします。

めて危機的な状況に立たされております。

本件は、原案のとおり決定することに御異

しかも、経済不況に陥ったため、国産酪農

議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

畜産品の価格転嫁や消費減退が強く懸念され

○議長（吉田敏男君）

る状況にあります。
さらに、ＷＴＯ農業交渉がモダリティ合意

異議なしと認めま

す。

に向けた最終局面に入るとともに、日豪ＦＴ

したがって、意見書案第１号平成２１年度

Ａ交渉も具体的な交渉が始まるなど、まさに

酪農畜産政策・価格対策に関する要望意見書

国内酪農・畜産の存亡のかかった重要なとき

の件は、原案のとおり可決されました。

を迎えています。
◎

ついては、国民の基礎的食糧及び地域社会

意見書案第２号

を支える酪農・畜産の持続的な発展と、担い

○議長（吉田敏男君）

日程第２８

意見書

手である農業者の所得確保・経営安定に向け

案第２号市町村立病院の経営安定化と療養病

て、総合的な政策支援を推進されるよう、下

床の維持存続を求める意見書の件を議題とい

記事項について強く要望するものでございま

たします。
本件について、提案理由の説明を求めま

す。
一つに、平成２１年度畜産物価格・経営安
定対策について６項目、記載のとおりでござ

す。
４番

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

います。
次に、１に関連する施策について８項目、

ただいま議題となり

ました意見書案第２号市町村立病院の経営安
定化と療養病床の維持存続を求める意見書を

記載のとおりでございます。
三つ目に、ＷＴＯ農業交渉・日豪ＥＰＡ／

朗読させていただきます。
市町村立病院は、地域住民の生命と健康を

ＦＴＡ交渉について２点。
以上でございますので、皆さん方の御同意

守るため、地域の他の医療機関や行政機関と

よろしくお願い申し上げ、提案とさせていた

連携を図り、救急や小児、周産期などの不採

だきますので、よろしくお願いを申し上げま

算部門や予防医療活動を積極的に担いなが

す。

ら、住民本位の医療提供に努めている。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

しかし、道内の市町村立病院は、約６割が
１００床以下の小規模病院であり、急激な人
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口減少、医師不足の深刻化、診療報酬のマイ

あるが、一層の普通交付税措置により、

ナス改定等により非常に厳しい経営を強いら

不採算地区病院、救急病院、小児・周産

れ、市町村立病院の７７％が赤字である。

期病院の経営安定を図ること。

現在、多くの市町村立病院は、経営の効率

３．地域の実情に合わせて医療療養病床を

化のために病院規模の適正化、経営コストの

維持するとともに、介護療養病床の役割

削減、再編ネットワーク化、経営形態の見直

を再評価し、存続を検討すること。

しを検討しているが、収入の根幹である診療

よろしく御審議、同意のほどをお願い申し

報酬のマイナス改定は、安定経営を脅かして

上げます。

いるばかりか、病院の存続を検討する事態に

○議長（吉田敏男君）

までなっている。

理由の説明を終わります。

また、一般会計繰出金は、地方交付税措置
額の１.７倍に達し、自治体財政を圧迫する

これをもって、提案

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

要因となっている。特に不採算部門における
国の交付税措置は不十分であり、地方交付税

○議長（吉田敏男君）

額の繰り出し基準の改善が必要である。

す。これで、質疑を終わります。

また、２００６年に「医療制度改革関連
法」が成立し、介護療養病床を２０１２年３

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

月末で廃止とし、医療療養病床も大幅に削減

○議長（吉田敏男君）

することとされた。
しかし、介護療養病床の転換先として介護

質疑なしと認めま

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

療養型老人保健施設が創設されたが、医師や

これから、意見書案第２号市町村立病院の

看護師の配置が手薄くなり、現在のような医

経営安定化と療養病床の維持存続を求める意

療行為を提供することが困難になり、入居者

見書の件を採決をします。

を継続入所させることができないと危惧され

お諮りをいたします。

ている。

本件は、原案のとおり決定することに御異

このまま介護療養病床が廃止され医療療養

議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

病床が削減されれば、行き場のない、いわゆ
る「医療難民」「介護難民」が多数出ること

○議長（吉田敏男君）

は明らかであり、結果として医療の地域格差

す。

異議なしと認めま

を広げ、地域医療の崩壊を招くことになる。

したがって、意見書案第２号市町村立病院

以上のことから、地域医療は住民にとって

の経営安定化と療養病床の維持存続を求める

なくてはならない生活基盤であり、地方自体

意見書の件は、原案のとおり可決されまし

体としては、これを守り維持することが必要

た。

不可欠であるため、次のことを要望する。
◎

記
１．療養病床を持つ病院や不採算部門を抱
える病院、小規模病院の経営を安定させ

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。

るために、次期診療報酬改定では診療報

本日は、これで散会をいたします。

酬を増額すること。

次回の会議は、３月１０日午前１０時より

２．公立病院や公的病院に対する地方交付

開会をいたします。

税措置額の改善については、昨年１２月
２６日に増額措置が公表されたところで
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午後

３時０８分

散会
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