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◎議事日程
日程第１

会議録署名議員の指名について＜Ｐ３＞

日程第２

会期の決定について＜Ｐ３＞
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日程第３

行政報告（町長・教育委員長）＜Ｐ３〜Ｐ６＞

日程第４

議案第７５号

足寄小学校校舎改築建築主体工事請負契約について＜Ｐ６〜
Ｐ６＞

日程第５

議案第７６号

平成２１年度足寄町一般会計補正予算（第６号）＜Ｐ６〜Ｐ
２２＞

日程第６

議案第７７号

平成２１年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理
事業特別会計補正予算（第３号）＜Ｐ２２〜Ｐ２５＞

日程第７

議案第７８号

平成２１年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
１号）＜Ｐ２５〜Ｐ２５＞

日程第８

議案第７９号

平成２１年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第
１号）＜Ｐ２６〜Ｐ２７＞
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午前１０時００分

開会

○議長（吉田敏男君）

これから、本日の会

議を開きます。
◎

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

全員の出席でござい

です。

ます。ただいまから、平成２１年第６回足寄
◎

町議会臨時会を開会をいたします。

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）
◎

規定によって、１３番高道洋子君、１４番菊
地一將君を指名いたします。

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

会議録署名議員は、会議規則第１１６条の

町長安久津勝彦君か

ら、招集のごあいさつがございます。
町長

会議録署

名議員の指名を行います。

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

日程第１

第６回臨時会に御
◎

出席、大変御苦労さまでございます。
ただいま議長からお許しをいただきました
ので、招集に際しましてのごあいさつを簡単

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

に申し上げたいというふうに思います。
本臨時会で予定しています案件につきまし

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

本

ては、私のほうから行政報告１件、それから

日開催されました第６回臨時議会に伴う議会

教育委員長のほうから行政報告２件、それか

運営委員会の協議の結果を御報告いたしま

ら議案といたしましては、工事議決に関する

す。

件が１件、さらに補正予算に関する案件が４

会期は、本日１日限りでございます。

件となってございます。

本日は、最初に、町長、教育委員長から行

なお、補正予算のうち、７月７日開催いた

政報告を受けます。次に、議案第７５号から

しました第５回臨時会で行政報告を申し上げ

議案第７９号までを即決で審議いたします。

ました平成２１年度の地域活性化・経済危機

以上で、議会運営委員会の協議結果の報告

対策臨時交付金に関する対象検討事業という

を終わらせていただきます。

ことで、２４事業ということで資料をつけて

○議長（吉田敏男君）

いたわけでありますけれども、この検討して

委員会委員長の報告を終わります。

これにて、議会運営

おりました事業のうち１４事業につきまして
◎

今回の補正予算に計上をさせていただいてお

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

ります。
なお、残りの７事業と情報基盤整備に関す

日程第２

会期決定

の件を議題といたします。

る事業につきましては、現在検討中でござい

お諮りをいたします。

ますので、事業内容が固まり次第、また後

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

日、議会に提案をさせていただく予定となっ

思います。これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

てございます。
よろしく御審議を賜りますようお願い申し
上げまして、招集に際してのあいさつにかえ

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、会期は、本日１日間に決定を

させていただきます。どうぞよろしくお願い

いたしました。

をいたします。
◎

◎

開議宣告
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行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

執行官との協議により変更となることも考え

を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。

ていただくことになりますので、よろしくお

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

られることから、変更が生じた場合には、再
度、関係予算の補正について議会に提案させ

これを許します。
町長

なお、執行に要する費用につきましては、

行政報告

議長のお許しをい

願い申し上げます。
以上、訴訟等の状況についての報告といた

ただきましたので、行政報告を申し上げま

します。

す。
まず、土地区画整理事業にかかわる訴訟等

○議長（吉田敏男君）

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。これ

の現状についてでございます。
平成２１年７月７日開催の第５回臨時会に

を許します。

おいて御報告いたしました「建物収去土地明

教育委員長

星崎隆雄君。

渡請求事件」の現状について御報告を申し上

○教育委員長（星崎隆雄君）

げます。

をいただきましたので、教育委員会より行政

判決に対する相手方の控訴の有無につきま

議長のお許し

報告を２点行います。

しては、代理人である弁護士を通じて裁判所

まず初めに、平成２１年度足寄町中学生・

に確認したところ、７月１１日時点で控訴事

高校生海外派遣研修事業について御報告申し

実がなく、控訴期限も経過していることか

上げます。
本年４月にメキシコで発生いたしました新

ら、判決が確定いたしました。
そこで、相手方がみずから建物を収去し、

型インフルエンザにつきまして、現在も世界

土地明け渡しを行う意思を持っておられるの

じゅうで感染拡大している状況であります。

か、任意協議移転等の可能性を確認するた

特に、メキシコ・アメリカ及びカナダでの感

め、７月２３日、建設課長並びに建設課参事

染が極めて急激であったため、国内での感染

が直接御本人とお会いをいたしました結果、

防止対策として、成田など主要空港での厳重

本人から示されました内容は、みずから建物

な水際対策を政府として行ってまいりまし

を収去し土地明け渡しを行う意思はなく、ま

た。
この間、ＷＨＯの警戒レベルがフェーズ４

た、任意協議移転等についても拒否との主張

から５へ、６月１２日にはフェーズ６へと引

でありました。
したがって、非常に残念ではありますが、

き上げられて、現在に至っております。この

判決に従って強制執行の手続を進めたいと考

ため、外務省から発生国への渡航の延期、文

えております。

部科学省からは、同地域への修学旅行等の自

強制執行の手続等を行うに当たり必要とな

粛措置が発せられてきました。また、北海道

ります費用につきまして、まず、弁護士に要

教育委員会からも、修学旅行については、新

する費用は既定予算、総務費、総務管理費、

型インフルエンザの蔓延している地域へは自

一般管理費、委託料、弁護士委任事務処理業

粛、感染が確認されている国または地域へは

務にて対応させていただき、執行手続及び執

自粛を含めた再検討を要請されておりまし

行官に要する費用並びに建物収却を前提とし

た。

た執行工事費につきましては、足寄都市計画

６月に入りましてから、これら旅行につい

足寄市街地区土地区画整理事業特別会計の補

ては、教育的意義や児童生徒の心情等を考慮

正予算として今臨時会に提案しておりますの

して、外務省の渡航関連情報及び感染症危険

で、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ

情報を注視するとともに、必要に応じ、旅程

ます。

の変更や児童生徒・引率教職員の感染予防の
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措置を講じるなど適切に対応すれば可能との

おりました足寄小学校の教育用コンピュー

通達が発せられました。

ター４１台を前倒しで導入することといたし

教育委員会といたしましては、これら通達

ました。

に基づき最大限の対応マニュアルを作成する

また、校務用コンピューターが各学校に１

とともに、ウェタスキウィン市における友好

台のみの配置となっていることから、校務に

協会や旅行会社を通じた現地スタッフなどと

おけるコンピューター利用の拡大など情報処

十分な協議を行った結果、本海外研修派遣事

理の効率化及び校務環境の整備を促進するた

業を予定どおり９月１３日から９月２３日ま

め、全教職員分のコンピューター５８台を導

での１１日間、姉妹都市カナダ・アルバータ

入するとともに、職員室・パソコン教室・普

州ウェタスキウィン市におけるホームステイ

通教室等を結ぶ校内ＬＡＮをあわせて実施す

を中心に実施することといたしました。

ることといたしました。

なお、この間、保護者や学校などとも意見

さらに、２０１１年のアナログ放送の終了

交換を行うなど協議を重ねてまいりました。

に伴い、全学校のデジタルテレビ化を促進す

しかし、この先、急激な状況変化が発生し

るため、今回、本事業により、必要最低限の

た場合、例えばカナダでの感染者の激増、国

整備台数として７台を導入することといたし

内での感染拡大、特に海外派遣研修事業参加

ました。

者を含む児童生徒が町内で感染し、または発

総事業費といたしまして、小学校費３,０

症し、学校が臨時休校等の措置が講じられる

９８万７,０００円、中学校費６２０万３,０

ような事態になった場合は、この時点で中止

００円、計３,７１９万円に対して、学校情

することといたし、保護者の同意を得たとこ

報通信技術環境整備事業補助金２,４７８万

ろでございます。

３,０００円（事業費の３分の２）と町費負

また、直前での中止に伴う旅行費用のキャ

担分１,２４０万７,０００円は、地域活性

ンセル料など経費の一部については、交付決

化・経済危機対策臨時交付金を予定しており

定いたしました足寄町の補助金をもって精算

ます。
次に、安全・安心な学校づくり交付金事業

することといたしました。
以上、町議会の皆様の御理解と御協力を賜

では、耐震診断結果がIs値０.３を下回る足

りますようお願い申し上げ、報告といたしま

寄中学校屋内体育館の実施設計費等１,４６

す。

３万８,０００円を地域活性化・経済危機対

次に、学校ＩＣＴ環境整備と足寄中学校屋

策臨時交付金に伴う事業として計上させてい

内体育館改築事業について御報告申し上げま

ただき、屋内体育館を現在地での改築整備事

す。

業として、平成２１年度の安全・安心な学校

国の平成２１年度経済危機対策補正予算に
より、各種事業メニューが整備されてまいり

づくり交付金事業で実施することといたしま
した。

ました。中でも、教育に関する補助事業が拡

また、地域活性化・公共投資臨時交付金の

大されましたことから、これらの事業メ

対象となっておりますが、改築事業に係る町

ニューを活用した各種事業の取り組みについ

費負担分に対する地域活性化・公共投資臨時

て御説明を申し上げます。

交付金の対象割合が、当初９０％から全国に

最初に、新たに盛り込まれましたスクー

おける需要量の増加などにより５５％に減額

ル・ニューディール構想による、学校ＩＣＴ

される見込みとなっておりますが、本制度を

環境整備事業による教育用・校務用コン

活用し、快適で安全な体育館整備を行ってま

ピューター、校内ＬＡＮ、デジタルテレビの

いります。

整備でありますが、来年度に更新を予定して
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以上、町議会の皆様の御理解と御支援を賜

りますようお願い申し上げ、御報告とさせて

○議長（吉田敏男君）

いただきます。

理由の説明を終わります。

○議長（吉田敏男君）

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

これで、行政報告を

ませんか。

終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
◎

○議長（吉田敏男君）

議案第７５号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

議案第７

質疑なしと認めま

す。

５号足寄小学校校舎改築建築主体工事請負契

これで、質疑を終わります。

約についての件を議題といたします。

これから、討論を行います。討論はござい

本件について提案理由の説明を求めます。
総務課長

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

なりました議案第７５号足寄小学校校舎改築

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

建築主体工事請負契約について、提案理由の

これで、討論を終わります。

御説明を申し上げます。

これから、議案第７５号足寄小学校校舎改

平成２１年７月１７日、足寄町財務規則に
基づき、指名競争入札に付した足寄小学校校

築建築主体工事請負契約についての件を採決
いたします。

舎改築建築主体工事について、下記のとおり

この表決は、起立によって行います。

請負契約を締結するため、議会の議決に付す

本件は、原案のとおり決定することに賛成

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条

の方は起立願います。
（賛成者起立）

例第２条の規定により、議会の議決をお願い

○議長（吉田敏男君）

するものでございます。

全員の起立です。

したがって、議案第７５号足寄小学校校舎

契約の目的でございますが、足寄小学校校

改築建築主体工事請負契約についての件は、

舎改築建築主体工事でございます。
契約の方法につきましては、指名競争入札

原案のとおり可決されました。

による契約でであります。
◎

契約の金額につきましては、１億２７万

議案第７６号

○議長（吉田敏男君）

５,０００円でございます
契約の相手方は、足寄郡足寄町西町８丁目
１番地の１２、株式会社外田組代表取締役菅

日程第５

議案第７

６号平成２１年度足寄町一般会計補正予算
（第６号）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。

原智美氏でございます。

総務課長

工期につきましては、平成２２年２月１日

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

であります。

ただいま議題と

工事概要でございますが、木造平家建で、

なりました議案第７６号平成２１年度足寄町

校舎部分が４８０平方メートル、渡り廊下部

一般会計補正予算（第６号）について、提案

分が１９.５平方メートルでございまして、

理由の御説明を申し上げます。

２ページから４ページまで、平面図等を添付

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

してございますので、御参照いただきたいと

億２,７３５万４,０００円を追加し、歳入歳

存じます。

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８４億９,

以上で、提案理由の御説明とさせていただ
きます。御審議のほどをよろしくお願い申し

６９３万１,０００円とするものでございま
す。
歳出の主なものから御説明申し上げます。

上げます。
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００円を計上いたしました。道路新設改良費

１０ページをお願いいたします。
総務費、総務管理費、財産管理費におきま

におきまして、委託料といたしまして足寄白

して、備品購入費といたしまして暖房機１２

糠２号線調査設計業務５８５万９,０００円

２万８,０００円を計上いたしました。車両

を計上いたしました。工事請負費といたしま

管理費におきまして、備品購入費といたしま

して足寄白糠２号線道路改良工事１,４０９

して自動車８９５万６,０００円を計上いた

万１,０００円を計上いたしました。

しました。行政情報管理費におきまして、備

住宅費、住宅管理費におきまして、工事請

品購入費といたしましてソフトウェアライセ

負費といたしまして給湯設備改修工事９１５

ンス７６８万６,０００円を計上いたしまし

万６,０００円を計上いたしました。

た。あしょろ銀河ホール２１管理費、工事請

教育費、小学校費、学校管理費におきまし

負費といたしましてあしょろ銀河ホール２１

て、工事請負費といたしましてＬＡＮ工事５

音響照明設備改修工事１,３９９万７,０００

８２万５,０００円を計上いたしました。備

円を計上いたしました。

品購入費といたしましてパソコン一式２,１

民生費、老人福祉費、介護サービス事業助

７９万６,０００円、テレビ２０６万４,００

成費におきまして、繰出金といたしまして介

０円をそれぞれ計上いたしました。

護サービス事業特別会計繰出金４,３５１万

１６ページをお願いいたします。

８,０００円を計上いたしました。

中学校費、学校管理費におきまして、委託

１２ページをお願いいたします。

料といたしまして足寄中学校屋体改築実施設

衛生費、保健衛生費、合併処理浄化槽事業

計業務１,１６２万４,０００円、足寄中学校

費におきまして、負担金補助及び交付金とい

地質調査業務３０１万４,０００円をそれぞ

たしまして合併処理浄化槽設置整備事業補助

れ計上いたしました。備品購入費といたしま

金３０９万円を計上いたしました。

して、パソコン一式５３７万７,０００円、

病院費におきましては、負担金補助及び交
付金といたしまして、地域活性化・経済危機

テレビ８２万６,０００円をそれぞれ計上い
たしました。
社会教育費、生涯学習館費におきまして、

対策臨時交付金事業補助金１,４２１万７,０

委託料といたしまして障害学習館耐震診断業

００円を計上いたしました。
農林水産業費、農業費、畜産物処理加工施
設運営費におきまして、工事請負費といたし

務３５４万９,０００円を計上いたしまし
た。

まして畜産物処理加工施設内部改修工事１,

以上で歳出を終わりまして、次に歳入につ

１６６万１,０００円、浄化槽改修工事３８

いて申し上げます。６ページにお戻りくださ

７万４,０００円をそれぞれ計上いたしまし

い。
国庫支出金、国庫補助金、総務費国庫補助

た。
１４ページをお願いいたします。

金におきまして、総務管理費国庫補助金とい

林業費、林業振興費におきまして、委託料

たしまして地域活性化・経済危機対策臨時交

といたしましてＧＰＳ活用統合型森林管理シ

付金、財産管理、車両管理、情報管理、銀河

ステム導入業務３３８万１,０００円を計上

ホール経費分といたしまして総額で３,１８

いたしました。

６万７,０００円を計上いたしました。

土木費、道路橋梁費、道路管理費におきま

次に、民生費国庫補助金におきまして、老

して、工事請負費といたしまして町道舗装補

人福祉費国庫補助金といたしまして地域活性

修工事２,８３７万１,０００円を計上いたし

化・経済危機対策臨時交付金、介護サービス

ました。土木車両管理費におきまして、備品

分４,３５１万８,０００円を計上いたしまし

購入費といたしまして自動車３９０万７,０

た。
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次に、衛生費国庫補助金におきまして、病

ほどをよろしくお願い申し上げます。

院費国庫補助金といたしまして地域活性化・

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

経済危機対策臨時交付金、病院分１,４２１

理由の説明を終わります。
これから、議案第７６号平成２１年度足寄

万７,０００円を計上いたしました。
農林水産業費国庫補助金におきまして、農
業費国庫補助金といたしまして地域活性化・

町一般会計補正予算（第６号）の件の質疑を
行います。

経済危機対策臨時交付金、畜産物処理加工施

１０ページをお開きください。

設分１,５５３万５,０００円を計上いたしま

歳出から始めます。款で進めます。

した。林業費国庫補助金といたしまして地域

第２款総務費、質疑はございませんか。

活性化・経済危機対策臨時交付金、林業振興

（「なし」と呼ぶ者あり）

分 ３ ３ ８ 万 １ ,０ ０ ０ 円 を 計 上 い た し ま し

○議長（吉田敏男君）

た。

いませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、土木費国庫補助金におきまして、住
宅費国庫補助金といたしまして地域住宅交付

○議長（吉田敏男君）

金事業国庫交付金、公営住宅分でございます

費、ございませんか。

次に、第４款衛生

（「なし」と呼ぶ者あり）

が、４１２万円を計上いたしました。道路橋
梁費国庫補助金といたしまして地域活性化・

○議長（吉田敏男君）

経済危機対策臨時交付金、道路管理費、土木

費、ございませんか。
７番

車両、道路新設分、総額で５,２３１万８,０

第６款農林水産業

熊澤芳潔君。

○７番（熊澤芳潔君）

００円を計上いたしました。

第３款民生費、ござ

この件につきまして

教育費国庫補助金におきまして、小学校費

は、足寄町の放牧酪農の中心のまち、また、

国庫補助金といたしまして学校情報通信技術

品種ブランド化ということで、非常に町民の

環境整備事業費国庫補助金２,０６４万９,０

皆さんも期待している部分なのかなというふ

００円、地域活性化・経済危機対策臨時交付

うに思います。しかしながら、残念ながら数

金１,０３３万８,０００円をそれぞれ計上い

年間赤字ということでございます。そういっ

たしました。中学校費国庫補助金といたしま

た中で、今回、補助事業も含めまして赤字解

して学校情報通信技術環境整備事業費国庫補

消に向けた強化を図られるということも町長

助金４１３万４,０００円、地域活性化・経

から報告がございました。

済危機対策臨時交付金１,６７０万７,０００

そういった中で、その中で考えられること

円をそれぞれ計上いたしました。社会教育費

は販売面の強化、それから製品製造面での強

国庫補助金といたしまして地域活性化・経済

化ということがありますけれども、そういっ

危機対策臨時交付金、障害学習館費といたま

た中での、新体制の中での内容がどう変わっ

して３５４万９,０００円を計上いたしまし

てきたのか、それから、放牧牛乳の実績、ま

た。

た、総体での現在までの実績はどうなのか

次に、８ページをお願いいたします。

を、もし把握されていればお聞きしたいと思

一番下の欄でございますが、繰入金、基金

います。

繰入金におきまして、財政調整基金繰入金と

○議長（吉田敏男君）

いたしまして５７２万１,０００円を計上い

勝彦君。

たしました。

○町長（安久津勝彦君）

以上で、議案第７６号平成２１年度足寄町

安久津

お答えをいたしま

す。
まず、販売の対策あるいは衛生管理の対策

一般会計補正予算（第６号）について、提案
理由の説明とさせていただきます。御審議の

答弁、町長

ということでございます。
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まず、この間、議会ごとと言っていいぐら
い行政報告をさせていただいておりますけれ

くりに励んでいきたいというようなことで考
えているということでございます。

ども、まず、体制の構築ということで、管理

なお、第１・四半期の経営状況につきまし

部門で新たに総務部長として、これも国の雇

ては、今月末に取締役会が開催される予定と

用対策の交付金事業を活用させていただきま

いうことになっておりまして、まだ詳細な

して、総務部長を１名雇用してございます。

データについては手元にございませんので、

それから、８月１日からだというふうにお聞

取締役会をくぐった後、次の議会にでも行政

きしておりますけれども、新たな技術者１名

報告というような形で報告をさせていただき

ということで、まずは体制整備が図られる

たいというふうに考えておりますので、御理

と。既に報告しておりますとおり、前社長は

解をいただきたいというふうに思います。

退任されまして、新社長として前農協組合長

以上でございます。

でありました仲野氏が新社長に就任をしてい

○議長（吉田敏男君）

７番

るというようなことでございます。

○７番（熊澤芳潔君）

今回の事業の畜産物

それから次に、一番大事な衛生管理の部分

熊澤芳潔君。

処理加工施設内部の改修工事、内容について

でありますけれども、これにつきましてもそ

細かく、詳しくお知らせください。

れぞれ専門家の方の御指導をいただいたり、

○議長（吉田敏男君）

あるいはこれは販売の部門でコンタクトがと

木泉君。

れまして、その方の紹介をいただいた方、こ

○経済課長（鈴木

れは実際に道南のほうでチーズ工房で活躍を

す。

答弁、経済課長

泉君）

鈴

お答えいたしま

されている方にも現地に来ていただいて、い

改修の内容でございますが、まず１番目と

ろいろ見ていただいて、指導も受けておりま

しまして、衛生管理面の改善対策でありま

す。

す。これにつきましては、一式で３０４万

その結果として、今回、予算提案をさせて

７,３８７円ということの積算となっており

いただきました改修工事ということで、やは

まして、改善対策の①としまして、製造室の

り衛生面が、わかりやすく言えば非常にずさ

天井、壁等の洗浄及び塗装、これは通常の清

んであったということが今さらながら認識を

掃では落ちない、長年の経過による汚れ及び

させられた、頭をたたかれた思いもしてりお

小破部分がありまして、これらがチーズ製造

ますけれども、いずれにしましても、今回、

に影響があると指摘されていることから、洗

予算をお認めいただいて、改修あるいはき

浄及び塗装を行います。

ちっとした清掃等々も含めて、衛生対策を

さらに、改善対策の②としまして、熟成室

しっかりしていくことによって、いい製品づ

の冷却装置の洗浄及び改修であります。熟成

くりになっていくのかなと。

庫の設計については、風量、湿度等を細かく

それからまた、従来いる技術者、これは新

計算されたつくりではありますが、清掃、維

たに工場長としたわけでありますけれども、

持、保守管理まで考えられていなかったこと

既に２カ所に、改めて製造技術について検証

から、製造後に容易に清掃できるように改修

も含めてさらなるステップアップということ

を行うものでございます。

で、研修にも既に行っております。また、秋

２点目の製造工程及び環境改善対策でござ

にも研修に派遣をするというようなことでの

いますが、これにつきましては一式で４５１

お取り組みが進んでいるというようなことで

万１,５０２円となっておりまして、内容と

ございます。

しまして製造工程と作業手順に応じた動線と

なお、放牧牛乳の関係につきましては、こ

設備機器の配置変更、及び衛生管理対策とし

の放牧牛乳を原料にしながら、さらに製品づ

て製造室等の一部間仕切りの改修。現在の作
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業工程及び作業手順が、設立当初と製造体制

万４,３１９円でありますので、予算につき

の流れが一部変わっておりまして、また、加

ましては１,５５３万５,０００円を計上して

工、製造、調整を含め作業が混在していたこ

いるところでございます。

とから、製造から出荷までを一連で対処し、

以上で、答弁を終わります。

作業動線を分割することによりまして、他の

○議長（吉田敏男君）

７番

熊澤芳潔君。

雑菌混入によるリスクをより少なくし、衛生

○７番（熊澤芳潔君）

この部分は、本当に

管理ができるような一体的な改修を行うこと

心配される部分でございまして、販売面の強

といたします。

化ということで町長からお話がございまし

また、足寄町の四季の温度変化に室温が大

た。その内容につきまして、前回は社長が兼

きく作用されていることから、チーズ工場に

務してそんなのをやっていたということもお

伴う製品の均一化を図ることが難しいことか

聞きするわけですけれども、その点について

ら、製造室を必要最低限の大きさとするとと

もう少し詳しく、どういう形で今回、販売面

もに、効率よく機械を配置しまして、室内を

での強化というものがなされるのか。新体制

一定程度調整が図られるような改修をいたし

でございますのでお聞きしたいのですけれど

ます。

も、そういった部分についてはまだ動きがな

また、このことによりまして、衛生等に係

いのか、そこら辺をちょっとお願いします。

る負担が軽減されまして、製造コストの削減

○議長（吉田敏男君）

も図られるとなっております。

勝彦君。

それから、３番目の製造製品の品質向上及
び各種既存機器の整備で、これは一式４０１

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長

安久津

お答えをいたしま

す。

万１,９８０円となっておりまして、製品の

先ほども少し触れさせていただきましたけ

品質向上のため熟成室内の設備、移動熟成

れども、これまでの販売というのは前社長、

ラック等の整備でございます。施設は、当

この前社長というのは工場長も兼務してりま

初、カマンベールチーズを製造することを

したから、製造もしながら販売も、あるいは

メーンとして設計されていることから、現

経理面も含めて１人で３役をやっていたとい

在、製造されているゴーダチーズ、モッツァ

うような状況でございました。

レラチーズ等の複数の品種を一緒に製造して

そこで、新社長には、先ほど申し上げたと

いくために、温度管理及び温度調整を簡易

おり、前農協組合長仲野氏が就任いただきま

に、より細かく調整し、年間を通じて品質の

したし、さらには総務部長ということで、経

安定した製品製造ができる体制ができるよう

歴なんかを見ても金融機関におられた方であ

に改修を行います。

りますから、財務内容についても、大体決算

最後になりますが、浄化槽の改修工事であ

書を見るとすぐ読めるというような方でござ

ります。これにつきましては、畜産物処理加

いますし、さらには販売部門につきまして

工施設の廃液処理浄化槽は平成４年度に施設

も、まだ具体的にいいものがまだ、ちゃんと

整備を行ってから１６年が経過しておりまし

したものがあれしていませんから、具体的に

て、定期点検等で内部設備機器等の腐食や老

は関心を持っていただいている方のところ

朽化によりまして、施設の機能が低下してい

に、実際の取引はまだスタートしていません

る状況であることが指摘されておりましたの

けれども、これは販売部門についても応援を

で、畜産物処理加工施設の改修とあわせまし

いただけるというような回答をいただいてお

て浄化槽の一部を改修するものでございま

りますから、販売部門については社長、さら

す。

には総務部長、場合によっては工場長も製品

以上、合計しましてトータルで１,５５３

の説明等々も含めて出かける場面も出てくる

― 10 ―

かなというふうに思ってはおりますけれど

も、問われればそれしかしようがないのです

も。

けれども、よくその辺も、質問される方も見

いずれにしましても、この間の対応の中で

ていただきながら、関連ではなくて直接この

も、今回の対策を含めて、要するに国の交付

事業に対しての質疑を今後していただきたい

金事業を含めて３年間の中で経営内容が改善

と私の議運の責任者の立場として申し述べさ

されないと、最悪の場合については存廃につ

せていただきたいと思います。

ながるということでございますから、そうな

議長のほうも、その辺をよく、議長がすべ

らないように会社を挙げて、これは職員以外

て認めれば、それでよろしいことなのですけ

のパートさんたちにも、会社のほうで社長を

れども、その辺もちょっと理解に苦しむとこ

中心に何回も会議を開いていただく中で、そ

ろがあるものですから、お話ししたいと思い

ういう危機意識を持ちながら会社に関係する

ます。

者が一丸となって経営改善に努めるというよ

○議長（吉田敏男君）

うなことで確認をされていますので、私とい

は、非常に関連深いものがありましたので、

たしましても、今期の単年度収支というの

そのことを許したということでございます。

今の関係について

は、そんな甘い考えは持っておりませんけれ

他に質疑はございませんか。

ども、厳しいだろうという見通しは持ってお

１２番

大久保優君。

りますけれども、いずれにしましても、逐

○１２番（大久保優君）

この件に関して

次、進めた中で、必要なことは私のほうから

は、前回にも述べたのですけれども、要する

も御意見を申し上げながら注視していきたい

にこういう設備を充実することは大変よろし

というふうに思っております。

いことなのです。しかし、問題は、そこで作
業する人間たちの自覚、作業工程をきちっと

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

４番

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

ただいまの７番議員

自覚して、しっかりした管理をしていただき
たい。

さんの意見というものは、尊重はしたいので

そして、問題は、ここの製品製造過程の最

すけれども、直接事業にかかわる質問、今の

近の検査工程はどうなっているのか。前回

事業名というのは加工施設改修工事費に対し

は、何か他社に任せているところなんかあり

ての提案でしょう。それに関連する販売の

ましたけれども、それの設備を今回は導入さ

データ収集を問う自体が、私は今の質問を非

れていないのですけれども、その辺はどのよ

常に尊重はしたいものですから、議長がどの

うに考えておられるのか、お聞きしたいので

ような対応をされるのかなということで思っ

すけれども。

ていて、私は少し静観させていただいたので

○議長（吉田敏男君）

すけれども、今後は余りこういうことがない

勝彦君。

ように、議長はできればしていただきたいと

○町長（安久津勝彦君）

思います。今のこの事業費に対してのこれは

は、従来も検査専門機関に、全部ではありま

提案なわけですから、これが販売がどうだと

せんけれども、ロットごとに抽出をしながら

か、その経営の、また答えるほうも答えるほ

検査をしているということでございまして、

うなのですけれども、私はもう少ししっかり

これは保健所等の指導もいただきながら、こ

とした質疑と答えの中で今後進めていただき

れは今後も必要な検査についてはそこにお願

たいと。

いをするということになります。さらには、

答弁、町長

安久津

製品につきまして

また、今の質問も、ただ修理の内訳といっ

現場でも、生乳を受け入れしたときの一定の

ても、一番最後の資料に載っているでしょ

簡易の検査をできるものはありますから、そ

う。それを課長はただ朗読したのですけれど

れはこれまでもやっておりますけれども。
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しかし、この部分も従来どおりのやり方で

す。

十分なのかどうなのかも含めて、先ほど申し

私も取締役の一員でありますけれども、こ

上げました実際に道南のほうで製造されてい

れは会社経営にかかわることでありますし、

る方も現場にも来ていただいて、あるいは大

参考までにお話ししますと、これは他の工場

樹の方にもいろいろ相談をしておるのですけ

も、これは自分のところで全部できれば一番

れども、今ある設備の中で自分のところでで

よろしいのでしょうけれども、これは経費の

きるものは自分のところでしっかり検査を

面等々もありますから、これは一番いい、経

し、対応をしていくというようなことでやっ

費も必要最小の経費で最大の効果を上げると

ていくということで聞いておりますので、そ

いう観点からいって、アウトソーシング、外

の点についても抜かりなく、何せ食品を預か

注するものは外注していく、そして当然、自

るところでありますから、変な菌がまじった

分のところでできるものについては自分のと

やつを出荷をするなんていうことになると、

ころで事前のチェックをしていくというよう

これは一発でアウトですから、そういった事

なことで、また、取締役会の中でも、再度、

前のチェック体制もしっかりとやっていくと

私のほうからもその旨発言をし、提起をして

いうようなことでお聞きをしておりますの

いきたいというふうに思います。

で、その点について心配している中でも、私

以上でございます。

のほうからもお話をしたいというふうに思い

○議長（吉田敏男君）

ます。

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

１２番

大久保優

○議長（吉田敏男君）

次に参ります。

第８款土木費、質疑はございませんか。

君。
○１２番（大久保優君）

他に質疑はございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

町長は管理職なの

で、そういう聞いておりますと言っているの

○議長（吉田敏男君）

ではなくて、やはりこれは恐らくほとんど大

ざいませんか。

第１０款教育費、ご

（「なし」と呼ぶ者あり）

腸菌というのが基本だと思います。それで、
そういう施設を工程ごとにとって自分たちの

○議長（吉田敏男君）

ところでやらないと、要するに前回みたいに

ります。

以上で、歳出を終わ

製品化したものを投げちゃう、そういうこと

６ページから８ページ、歳入に入ります。

をできるだけなくするように、包装資材も高

歳入一括で行います。質疑はございません

いわけですから。工程でそういう検査する施

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

設を設けて、培養してできるだけ早く見つけ
る、そういう対策をしていかないとロスが生

○議長（吉田敏男君）

じると、そのあたりを管理される方が自覚し

か。
８番

てやってほしい。
当然そういう施設を設けるかどうかです

総括でございません

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

まず、今回の臨時会

ね。培養器とか、そういうのを設けて、き

の予算補正の内容につきましては、町長も開

ちっと工程管理をすると。そうしないと無駄

会のあいさつで申されましたように、地域活

な製品の廃棄になるので、その辺は自覚して

性化・経済危機対策臨時交付金を基本として

管理していただきたいと思いますので。

予算提案をされたと。したがって、特定財源

○議長（吉田敏男君）

も増減補正はございますけれども、基本的に

答弁、町長

安久津

は一般財源なしと、こういう予算提案である

勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

わけでございますけれども、そこで、基本的
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に、非公式の委員会等で一定のメニューにつ

先に向けてどんなようなお考え方をね。

いては、本日の２７日とそれから７日の臨時

環境整備というものは、与えられた環境と

会でも町長は行政報告をしておりますので、

いうものが増になることは、関係受益者とし

それ以上深く掘り下げてお尋ねすることは毛

ては了とするのですよ。減になることは、極

頭ございませんけれども、ただ、基本的な考

めて……。特にＩＣＴの環境整備事業につい

え方だけはきちっとしておきたいなと、この

ては、減ということにならないと私は思うの

ようにお尋ねしたいなと思うのです。

ですね。もちろん教員数が５８が５５になっ

まず第１点目は、基本的には総合計画、長

た場合は、当然、客観的にはあり得ますで

期計画の前倒し事業、これは特定財源がある

しょうけれども、一定の行政メニューとして

だけに一般財源なしということで、極めて適

はそういうことはあり得ないだろうと、時代

切な事業選択、チョイスだったなと、これは

背景も含めたら。そういうことをどこまで推

これで理解の範疇内だと私は思います。しか

しはかってお考えになっているのか、お示し

し、もう一方、それではその優先度というの

をしていただきたい。

はどういうことなのかなということがありま

次に、こちらの町長部局へ参ります。公用

すよね。同じ前倒しでも、優先度というのは

車導入、今回、予算措置で８６８万９,００

どういうことなのかなということがございま

０円で導入しています。予算説明資料にも３

すよね。その辺の認識をひとつ示していただ

台記載されてございます。これは老朽化とい

きたい。

うことなのですけれども、基本的にどの車両

もう１点、次に、特に今、ただいま農林水

をどのような形で今回、１８節予算で購入し

産業費で質疑対象になりましたチーズ工場の

て、この交付金事業で特定財源において執行

関係ですよね。この関係は、前段２点の質疑

しようとしているのか、まずこの辺をお尋ね

の趣旨からいきますれば、どういう状況にな

をしていきたいと思います。御答弁願いま

るのかなと、この辺もちょっと触れていただ

す。

きたい、具体的に。よろしいでしょうか。

○議長（吉田敏男君）

４点目に参ります。今、教育費のコン

答弁、副町長

田中

幸壽君。

ピューター導入５８台、これも前倒しだと。

○副町長（田中幸壽君）

これはこれで一定のプランニングがある中で

す。

お答えをいたしま

前倒し結構ですけれども、私はこのことの現

まず、今回の交付金の対応についてでござ

状の整備というものは、学校のＩＣＴ環境整

いますけれども、基本的には、優先順位は、

備として少しおくれたかなと、財源等のこと

この間、申し上げておりますように、総合計

もありますけれども、やっと足寄もここまで

画にあるものを前倒しをしていくといったこ

来たのかなという安堵感は一つございます。

とを一番の条件としているところでありま

その一方で、執行する行政委員会として現

す。

段階については、先ほど１点目、２点目の町

そういった中で、それではどういうふうに

長にお尋ねしたように、特定財源がございま

選別をしたのかということでありますけれど

して、一般財源がないから、財政が厳しいか

も、基本的には補助対象にならない事業、将

らという理由にならない一つの利点がござい

来的にそれが総合計画にあっても、補助対象

ました、今回は。しかし、先に向けてどんな

なり交付金事業で措置がされる部分について

考え方を持って、そのころは教育長も次長も

は、若干先送ったということで、そういった

１年２年で、幾ら備品であって消耗品的なも

ことですべてを順序づけしたわけではありま

のであるといえども、関係ないということに

せんけれども、そういう前提で対応をしてい

なりませんので、一つ目は行政委員会として

るということでございます。
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学校に関しましては、教育委員会のほうか

につきましては２台というようなことで、７

らお答えをいただくということで、後段の公

台を計画いたしました。これにつきまして

用車の導入でありますけれども、公用車を３

は、既に先ほど御質問の中にございましたよ

台購入するということでございます。じゃ

うに、平成２３年でアナログ放送が終わると

あ、どういった車を買うのかというと、基本

いうようなことから、現在、小学校、中学校

的にバンの広報車、いわゆる屋根の部分にス

におきましては、デジタルテレビがございま

ピーカーを載せられるような公用車が今２台

せんので、これを機会にぜひ更新したいとい

ほどありますけれども、その部分の２台を更

うような考え方でございます。

新したいということでございます。もう１台
は、身障者対応の乗用車を１台購入したいと
いったことで、これは基本的には新設であり

続きまして、パソコンについてお答えいた
します。
パソコンにつきましては、教育用パソコン
につきましては３.６人に１台というのが国

ますけれども。
今回、国の制度等々で、１３年以上乗って

の方針でございます。現在、小学校、中学校

いる古い車について、それを廃車した場合に

を合わせましてパソコンは１０５台ございま

ついては一定の交付金や補助制度があると

すが、それぞれパソコン教室というところに

いったことがございますので、これは足寄町

設置して、クラス単位での使用ということで

も同様にそういった補助が受けられますの

利用してございます。

で、それに見合った３台については、古い公

足寄小学校につきましては、平成１６年に

用車を廃止をするといったことで基本的に考

導入いたしまして、来年度、入れかえの予定

えておりますけれども、今、後段に言った身

でございましたけれども、これを機会に、町

障者対応については、いわゆるエコカー、ハ

費持ち出しがないというようなことから、今

イブリットカーを購入しようというふうに考

年度、更新をしたいということで考えて予算

えておりますので、そういった場合に、納車

を計上させていただきました。その結果、足

がおくれると、一概にその補助制度が受けら

寄小学校を含め、すべてのところでおおむね

れないといったこともございますので、歳入

国の基準の中に合致するのかなというふうに

については、納車時期が決定をし補助申請が

考えてございます。

できた時点での、それ以降、歳入は計上した

も、これにつきましては先生に１台というも

いというふうに考えております。

のが従来から国の方針として言われてまいり

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
育次長

教育委員会答弁、教

和治君）

ましたが、これを導入するに当たりまして、
すべて一般財源で対応しなければならないこ

森和治君。

○教育次長（森

また、校務用パソコンでございますけれど

ただいまの御質

とから、考え方は持っておりましたけれど
も、なかなか厳しい状況で校務用パソコンを

問にお答えいたしたいと思います。
学校ＩＣＴ関係につきましては、デジタル

配置することはできませんでした。これも今

テレビにつきましては、国の方針としては普

回、ＩＣＴ関連予算の中で導入をし、町費持

通教室に１台ということでございますが、本

ち出しもないというようなことから、この

町におきましては、普通教室におけるテレビ

際、５８台購入したいということで考えてご

につきましては現在も一部使っていないとこ

ざいました。

ろもございますので、各教室にということで

校内ＬＡＮにつきましては、これもパソコ

はなくて、各学校で持ち回りのできるような

ン教室あるいは職員室、普通教室、これらに

大型テレビを足寄小学校に２台、郡部の小学

ついてすべてＬＡＮを結んで授業に使うよう

校につきましては各１台、また、足寄中学校

にというような国の方針でございましたけれ

― 14 ―

ども、これらについてもなかなか予算の関係

は、私の認識も少し甘かったといいますか、

上整備ができなかったものでございまして、

当然、室内、先ほども課長から答弁したとお

パソコン教室自体はＬＡＮを組んでございま

り、高い天井のところにカビがついているだ

すけれども、これを機会に職員室または普通

とか、そういった部分は当然対応しなければ

教室の一部、こういったところにＬＡＮを構

いけないというふうに認識をしておりました

成して国の基準の中におさまるようにという

けれども、しかし、工場そのものの構造的な

ような考え方でございます。

問題を含めて、あるいは経過年数も相当たっ

以上、教育委員会としての基本的な考え方

は私が思っていた以上の経費がかかるという

を申し上げたところでございます。
○議長（吉田敏男君）

答弁、町長

安久津

ような結論といいますか、に至ったわけであ
りますけれども、いずれにしましても、この

勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

ているということも含めて、そういう意味で

チーズ工場の関連

の御質問もございましたので、私のほうから

３年間の中で農産公社をしっかり再建をして
いきたいという思いでございます。
ですから、こういう言葉が合っているかど

お答えをさせていただきます。
チーズ工場につきましては、先ほども熊澤

うかわかりませんけれども、中途半端な対応

議員の質問にも一部お答えをした部分との関

をして、後から云々かんぬんということにも

連もございますけれども、昨年の国の経済対

ならないという、そんな思いもありまして、

策、いわゆる雇用にかかわる部分の補正予算

やはり専門家から見ていただいた意見、これ

が出まして、これを活用させていただいて、

はそういう意味では１００％とはいかないの

まず体制整備をしっかりしなければいかんと

かなという思いはありますけれども、しか

いうことで、２名の雇用ということでそうい

し、今回、こういった交付金事業が幸いにし

う対応をしているというところでございま

てありましたから、この部分を活用させてい

す。

ただいて、少し金額は多くなりますけれど

そこで、今回のまた交付金事業を活用させ

も、さらには、まさしく先ほどお答えしたと

ていただいて、今回、提案をさせていただい

おり、間仕切りなんていう部分については、

ております施設の改修ということでございま

これは最初からの、場合によってはどうだっ

す。これは、この間、それぞれ議会の中で報

たのかなという思いはありますけれども、し

告しているとおり、経営の内容が大変厳しい

かし、現実問題の対応といたしましては、御

状況になっているというのは、やはり雑菌の

提案させていただいた形の中でやっていただ

混入によって、平たく言えばいい製品ができ

きたいということで考えておりますので、御

ていない、廃棄だけでも相当の金額に上る製

理解賜りたいというふうに思います。

品の廃棄をしているというようなことで、と

以上でございます。

もかくいいものをつくらなかったら、これは

○議長（吉田敏男君）

８番

勝負にならないというようなことで、そうい

○８番（高橋幸雄君）

まず、教育委員会の

う中で、先ほど来からお答えしているとお

御答弁について再質疑をさせていただきます

り、それぞれ専門家の方々に現場も見てもら

けれども、私がお尋ねしているのは、学校Ｌ

いながら、その間、いろいろ御指導をいただ

ＡＮとか、過去形とか、そして予算審議中の

いているところでございます。

現在に至る経過云々というのは、これは私の

高橋幸雄君。

そういう意味では、私の認識も、これは施

頭の中に入っているのですよね。頭に入って

設自体は町の施設でありますから、当然、町

いる。私が先ほどからお尋ねしているのは、

の責任で対応していかなければいけないと

今回、一連の特定財源があったかゆえに、す

思ってございますけれども、そういう意味で

べてこういう整備はやっと足寄の学校現場の
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ここまで来たのかという思いがあるのです。

次長がぽっと頭で考えたことを答弁をするよ

したがって、その先について、特にこの種の

うな私は筋のことではないと思いますよ。事

ものの環境の質というのは落とせないでしょ

務的なことではないですから。

う。ＩＣＴ環境の質は落とせないでしょう。

そのことが教育委員会でどういうふうに合

生徒数が減るとか、教員数が減るとかという

議されて、いや今回は特定財源で、町理事者

物理的な面における一定の環境整備のあり方

もこんな形で予算を、何かないかということ

の減はあり得ることでしょうけれども。そう

でこうやってやってくれたと。総合計画を前

いうことについてのお考え方は、どのように

倒しして、これを執行するようになったと。

長期的にお考えですかというのが私の質問の

だけどねと、これはこれでいいと。先に向け

趣旨なのですね。

て、このことの一つの質を落とさないための

文科省が３.６人に１台とか、そんなこと

維持というものについて、長期的視野に立っ

は客観的事実で、私は、いずれしても、教育

て教育委員会として合議して、これを人がか

行政について改めてまた、掲げられている予

わろうとも学校現場では不滅なわけだから、

算の関係についての質疑しかできませんの

それを維持していくための一定の能力を発揮

で、別途また、日を改めてまた、要するに２

しなければならぬねということは、私だった

時間以内で質疑を深めさせていただきたいと

らなるはずだ、私がそちらに座っていたら。

考えていますけれども、そういう長期的なこ

さっきの比喩的表現も含めて、プライベート

とについてはいかがですかということをお尋

な意味での比喩的表現を含めて考えた場合に

ねしている。

どうなのかなと。

わかりやすく言えば、こういうことなので

次に町長に聞く。私は、町長ね、まず先ほ

すよ。比喩的表現をさせていただければ、い

どの副町長答弁、まずほとんどが２４事業を

やいや高橋議員がぼろ車に乗っているけれど

ピックアップしてやったよと。現在出されて

も、いい車、格好のいい車、１,０００万円

いるものの中でも、補助対象にならないよう

ぐらいする車に乗せてやるからと言われて

な事業、例えば携帯電話のエリアの関係もご

も、問題はランニングしていく維持管理は本

ざいましたね、今回は予算提案になっていま

人持ちなのですよね。補助事業だって同じな

せんけれども。これはなかなか、相手が民間

のですよ。５００万円上げるから１,０００

会社だけに、なかなか設置してくれないだろ

万円の車って、５００万円は何とか工面した

うと、民間会社で利益が基本なものですか

としても、ランニングしていく上でのことと

ら。そういうところは、さりとて同じ足寄町

いうのはあるのですよ、分不相応な状況をつ

がこれで広くて、そこを電話がつながるよう

くると。

にするといったら、この事業でメニューにす

私は、今回、この状況を分不相応だと申し

る。今回は予算提案になっていませんけど、

上げていませんけれども、足寄の学校教育現

いずれ提案になるというふうに私は信じま

場もやっとここまで来たのかなと。だけど、

す。この種の中、これはこれでよろしいで

予算提案するからには、幾ら特定財源がある

しょう。

といえども、先においてどういう長期的視野

私、これはただ民間の町民の恵まれない関

に立って学校現場をお考えなのかなと、今回

係の中ね、さっきの学校の教育予算ではない

の予算提案を踏まえて。そのことを私はお尋

けれども、アナログテレビがデジタルテレビ

ねしている。

になるから平成２３年度って、こんなものご

これは予算審議だから、予算審議に関係な

く当たり前で、そんなものは別に何ら、今

いことは、また一般質問等で考えるわけです

だったら大体小中学生でもわかるような時代

けれども、その点について、すっかり独断で

でしょう、テレビのコマーシャルでもやって
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やらなければならぬことをすると、会社がみ

いますね、地デジの関係については。
私は、そういうことでなくて、今回、今の

ずから一時借入金を起こして、今の何をしな

１,５５３万５,０００円の農林水産業費の

ければならぬかということの、製造する食品

チーズ工場の提案というのは、私もきょう答

製造会社が衛生に触れるような話だったら、

弁を聞いて、それなりには承知はしておりま

全然終わっているという話ですよね。

したけれども、製造現場がそんなに不衛生

そういう意味で、私はそういう手を打つべ

で、それがネックだったら、私は一番ここで

きでなかったかなという、そういう私は重い

議論を深めたいのは、こういうことなのです

がしますけれどもね。だけど、現段階で、当

よ。

然、補助の対象になりませんから、私はこれ

この場で、相手は公社という一つの、三セ

を否とするつもりは、毎日のように町長はい

クよりも公社は別ですから、ここは株主総会

ろいろ考えて、この３カ年の一連の公社に対

の場所でございません、議会の議決、審議す

する歳入も確保する一つの一定の事業メ

る場所ですから。本来だったら、そういうポ

ニューができまして、それも私自身も了とし

イントというものが承知していたら、一借り

てきた経過も公の席ではございますので、こ

でも起こして速やかに、家賃もかかっている

のこともこれ以上言及するつもりは毛頭あり

わけでない、基本的に施設はみんな無料なの

ませんけれども、そういう基本理念だけは

ですよ。ここに株主さんもいらっしゃいます

トップの人方に、役職員にきちっと持ってい

けれども、一般町民はほとんど株主ではあり

ただかなかったら、私は困ると思うのです

ませんよね。ただ、町として地域農業振興の

よ。何でもかんでもこんな状況では。

中で立ち上げてきた経過があり、そしてそれ

だから、私は、森林組合の例の６,０００

をランニングしていく上で、現状から来た歴

万円の話を聞いた。あのときも考えた。要す

史的経過があるわけですからね。

るに何を考えたか。町長、今、足寄町でも

我々議会で審議するときは、だからその経

３,４００万円強の出資金ありますね。減資

営がどうとか、販売がどうとか、私はそうい

ですよ、減資。一般の出資だと、減資しない

うことは、私が株主になって株主総会の場所

で一般の関係ない町民の税金を投入したこと

で経営陣に対して質疑を私はしようと思いま

になりますのでね。だから、そういう適切な

すけれども、株主になる予定も何もありませ

こともすべきだったかなというね。だから、

んけれども、だけど、これは議会の審議の場

その辺の欠損金が出たときのその辺の責任感

ですから、問題はここなのですよ。

が希薄になってしまうのですよ。利益の配当

ただ、私は、例えば森林組合の場合だって

のときだけ喜んでいるけれども、いざみずか

同じなのですよ。当時、香川町政によって、

ら負担しようなんていったら、あれは１億円

特定に財政支援をしたのですよ。フォード

強の欠損金で、出資割合に応じてそれを負担

だって、今は６割はアメリカの政府が持って

して、工場は全部倒産なんていうことになっ

いるのですよ。自動車メーカーのフォードと

たら、やめてしまいますよ、皆さん。ただ、

いう会社がございますね、６割持って国有に

公共的使命あるからということの中で、ああ

近い。６割、過半数以上だから。足寄町の場

いう財政措置を時の町長がとった事実ですけ

合も、そういう意味では過半数以上なのです

れども。私は、このチーズ工場と同じだと思

よ。だから、議会への報告を求めたり。今度

うのですよ。

は２５％ぐらいに変わるのでしょうかね、商

この辺は、めりはりをつけていかないと、

法が改正になって。そういう向きも審議会の

いつまでもこういうような状況から私は脱却

中央でありますけれどもね。その場合のス

できないのでないかと。三セクだし、町も５

テータスとして考えるのは、ただ単にそれを

０％の出資を持っているし、何となったら、

― 17 ―

最終的には足寄町が黙っていないというそう

背景の国の施策を考えたときに、もう少し手

いう式では、本当に経営陣、あれだけ大きな

を打つべきでなかったかなと。ただ、問題

三セクのトップにつく方、経営に携わる方、

は、特定財源の問題があったのですよ。これ

私と比較にならないぐらい有能な人材が登用

だって前倒しなのです。

されているわけですから、足寄町のお仕着せ

この辺について、もし間に合わなかったら

の一定の使命に基づいて、要するに株式会社

なんていう考え方そのものが、得意の副町長

ですから出資に基づく組合法と違いますので

さんのあれです、世渡り上手の副町長さんと

ね。それはやっぱりそういうことでないと、

みずからおっしゃっていましたけれども、そ

いつまでもこんなことを次から次へ私は繰り

の辺を含めて積極的にね。

返していくのでないかなという、総会の一連

自動車関連の企業がある町村の場合は、銘

のことも第三者的に出席した方から内容も聞

柄が特定されて、その企業の車を購入すると

きました。だけど、やはりそういう認識論を

いうのが大体基本スタンスですよね。うちの

きちっと持っていただかなければ私はだめで

町は、残念ながら関連のそういう企業はござ

ないかなと。

いませんから、その辺の車種のメニューを含

そういう意味では、今回の臨時交付金事業

めて、きょう終わりましたら速やかにやるぐ

というものが、本当に補助がつかないという

らいのスピードで、ばあいによっては何とか

事業の選択、チョイスであるがゆえに、これ

間に合うようにやっていただくことが至当で

をチョイスしたということは、私はわからな

ないかなと、このように思いますけれども。

いわけではない。逆の立場に行ったら選択す

それでは、もう１回質疑が残っていますの

るかもしれぬけれども、私は逆に選択をしな

で、どうぞ御答弁ください。

いで、一借りを起こして何をなさなかった

○議長（吉田敏男君）

ら、法人みずから借り入れを起こしても、み

委員会のほうから答弁を求めます。

ずからの経営責任と経営するという、汗水流

教育長

それでは、まず教育

加藤和弘君。

す、頭を使う、汗を流すということを、私は

○教育長（加藤和弘君）

そういう選択をすることが至当ではないかな

ます。

お答えを申し上げ

と思いますけれども、しかし、前回、そうい

今回、ＩＣＴ環境を整備充実されることに

うもろもろのことを判断して、今回、公金上

よりまして、効果的な活用が図られ、より教

で１,５５３万５,０００円を提案されている

育的な効果が上がるものと期待をいたしてい

わけですから、私はこれを否とするものでは

ることもございます。

ございませんけれども、先に向けての一つの

御質問にございました、この後のことでご

苦言を呈した。そして、それに対する考え方

ざいますけれども、コンピューターそのもの

を町長にお聞きすべきだなと、このように思

の更新というのは大体７年から８年というふ

うところでございます。

うに言われております。更新時期が来ました

次に、公用車の関係ですね、公用車の関

場合につきましても、教室のコンピューター

係。中身はわかりました。これはハイブリッ

あるいは教職員・校務用のコンピューターに

ド、１３年以上の例の、今、国が推進してい

つきましても、今の整備される質を落とさな

ることですよね。私は、これは今、期限が切

いように充実した内容で更新・整備をしてい

れてしまって、納車がなかなか大変だという

きたいと、このように思ってございますの

ふうにお聞きしているのですよね。車種の関

で、御理解のほどをよろしくお願い申し上げ

係もありますけど。こういう種のものについ

ます。

ては、環境問題について一連の中でえらい質

○議長（吉田敏男君）

疑があった経過もありましょうし、今の時代

勝彦君。
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答弁、町長

安久津

私のほうから、

売り渡しをして、農産公社が販売をすると、

チーズ工場の関係、とりわけ将来展望のこと

こういう位置づけの中で進んできたわけでご

も含めて答弁をさせていただきたいなという

ざいます。

○町長（安久津勝彦君）

そういう中で、私も畜産にいるときに、２

ふうに思います。
まさしく今の時代、三セク、公社、これは

年、３年ですか、この工場の担当もさせてい

私が首長に就任した後も、公社というのは全

ただいたわけでありますけれども、そのとき

国の流れからいっても、これは自治体に余り

にもいろいろ議論も検討もさせていただきま

そぐわないなということで、これは私自身も

したけれども、いずにしてもこの状態という

支庁のほうにも相談をした経過もございます

のは、補助金の導入のことも含めて、いろい

し、まだそのときに、全国的に国も含めて公

ろ当時の担当者は知恵を絞りながらこういう

社、三セクへの支援だとかそういった部分に

生い立ちになってきたのだなと、そういった

ついては、押しなべて三セクのところについ

ものは理解をしましたけれども、しかし、こ

ては経営成績がよくないと、不良債務を抱え

れを未来永劫に続けていくというのはいかが

ている。ここのところを、単に自治体がそこ

なものかなという、当時からも疑問も持って

の損失補償をしたり補てんをしたりという、

おりましたし、先ほども申し上げたとおり、

軽々にそんな対応はちょっとおかしいぞとい

私が町長に就任したときにも、できるだけ早

うような指導もございまして、しかし、そう

くここのところは見直しをかけるべきだな

は言っても、大変な状況を何とかしなければ

と、そんな思いをしていました。

いけないということで、国、これは総務省を

その中で、実際に施設の修理費、あるいは

中心にしながらいろいろな対応策も出てきた

備品の等々も含めて、その費用負担をどうす

わけでありますけれども、私が相談に行った

るのかという問題も、これは当然、現実問題

ときには、まだそのときというのは、うちの

としてありました。その中で、基本的な設備

畜産公社というのは経営的にもそんな厳しい

にかかわるもの、施設のものについては、こ

状況ではなかったということもあって、具体

れは町のものですから、町が負担をすべき

的に相談にはなりませんでした。そうは言っ

と。あと、細かな備品・器具等については、

ても、私の頭の中には、どこかの時点では三

これは会社のほうでもできるだけ対応してい

セクということは解消すべきだなと、できれ

ただくというようなことで、今手元に資料が

ば民間活力の中で運営していくべきではない

ございませんけれども、一定のルールといい

のかなと、そんな思いは今現在も持ち続けて

ますか、確認をしてきているということでご

いるところでございます。

ざいます。

そこで、ただ、現実問題として、この間、

たしか私が担当しているときに、まだ経営

今年度から一部契約内容は、議会にもお認め

状況は、私が担当しているときはすばらしく

いただいて契約内容は変更いたしましたけれ

いい時代でありましたから、ある程度の修繕

ども、スタート時点からあそこの加工場は町

費も会社のほうで見てくれないかと、こうい

が建てて、そして三セクの農産公社を立ち上

う私も担当者としてやりとりをした経過がご

げて、町がチーズを製造すると。それを農産

ざいます。ただ、町の施設に、会社がそこに

公社に製造の委託をしたと。その受け皿づく

お金を投下したとした場合に、税法上の問題

りで三セクを立ち上げた。じゃあ、でき上

も出てくると。要するに、償却資産として認

がったものは町のもの、だれが売るんですか

められないだとか、そういったことがあると

と、これも農産公社。すなわち、委託料を

いうようなことも、当時の社長とも検討・協

払ってチーズ製品ができ上がる、それは町の

議をした経過もあるというようなことでござ

ものですから、これをまた同額で農産公社に

います。

― 19 ―

いずれにしましても、少し余分なことも申

ませんので、その推移を見れませんけれど

し上げましたけれども、いずれにしまして

も、逝去しない限りは町民として見れるのか

も、今回、国の交付金事業を活用させていた

なと思っていますけれども。それはそれで、

だいて、対応するものは対応したいと。

これ以上言及いたしませんことにしましょ

これは、新社長にも申し上げているのです

う。

けれども、ともかくこの３年間の中でこの公

問題は公用車の関係。私は、このことの取

社が単年度黒字、大もうけせよとは言いませ

り組みがこの臨時会では少し遅いのではない

んけれども、単年度黒字に持っていくという

かなという、決断が。

ことが至上命題だと。これがかなわないとす

それと同時に、町長の乗っている町長車、

れば、これは大きな決断をしなければならな

あなたはいつまであんなガソリン垂れ流しの

いという場面も出てくる。それから、単年度

車に乗っているのですか。ガソリン代を自分

収支が実現できたときには、今の公社という

で払うのでない、需用費でみんな税金で出て

体制といいますか、これの見直しについても

いるのですけれども、あなたは選挙公約の中

あわせてやっていきたいということもお話を

で町長車を廃止しますと言っていることも

しているところでございます。

あって、ちょうど来た時点で車検を取って、

そんなことで、ともかく３年間の中で、平

やはり新車購入よりも、減価償却を見たら、

たく言えば勝負をしたいというふうに思って

燃料が高い、垂れ流しと言われても、全体予

いますので、御理解いただきたいというふう

算から見ますれば、それは歳出額が低いこと

に思います。

はもちろんでしょうけれども、時代背景を見
たときに、今の公害車の問題が出ましたよ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

答弁、副町長

田中

ね。あなたみずから、ただカーボンとかそん
な環境問題、そんなことまで語ってないで、

幸壽君。
公用車購入の関係

実際、重要なことですよ、今の時代背景で。

でありますけれども、議員御指摘のように、

みずから一つぐらいは、自分の本当の間近な

環境に伴って、補助制度がありますので、議

ものを整備する時期でないですか。

○副町長（田中幸壽君）

決後、直ちに早急に事務処理を行って、そう

私は、今回の提案で、８６８万９,０００

いった国庫補助の対応になるように努力をし

円で町長車もついに決断したかな、それにし

てまいりたいというふうに思っておりますの

ては、もちろんハイブリットカーを予定して

で、御理解のほどをよろしくお願いいたしま

いるにしたって、説明資料に目を通しました

す。

ら３台になっていますね。全然そんな資格の
ものではないですわね。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

だけど、私は、そういうこだわりも結構で

○８番（高橋幸雄君）

教育費関係は、先ほ

すけれども、だからどこだかの市長も言って

ど申し上げましたように、後ほどまたゆっく

いるでしょう、町長の位置づけ問題で選挙に

り時間のあるときに、教育行政全体について

勝ったけれども。私は、そういう公約という

お尋ねをさせていただきたいと、このように

問題に対しても大事でしょうけれども、それ

考えていますので、本日はこれでしか予算が

より大事なのは、今の時代背景の中で自分自

出ておりませんので、先ほどの答弁をまず了

身が置かれている状況というのがどうなのか

として、期待して推移を見たいと思います。

と、あのナンバーを見るたびに、むったりき

次に町長部局。このチーズ工場、あと３年

ているのです、正直に言って。

で勝負ということでしょうね。残念ながらあ

したがって、あれですよね、まだ車検がも

と１年何カ月しか公人としての時間がござい

う１年残っているのですか、あれだけの古
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い、１３年なんていう資格のものでない、３

現実に町長に就任をし、そしていろいろ公務

０万キロ以上、４０万キロになっていますか

をこなしていく中で、これもある意味、帯広

ね、それはあなたのこだわりもあって、あな

市周辺の自治体とはハンディがあるなと。こ

たの真摯な御性格からいってわからないわけ

れは、周辺であれば、本当に営業車で十分対

ではないけれども、今の時代に要求されてい

応可能。私も実際に、たしか札幌に行った帰

ることもあり、やはりその辺は決断すべきで

りだと思いますけれども、営業車を実は利用

はないですか。

させてもらったこともありますけれども、経

今回はそのことになるのかは別として、ま

費を考えてしまうと、とてもではないですけ

だ交付金事業の交付金枠が残っていますよ

れども、これは無理だなという判断に立っ

ね。まだメニューが残っているのですけれど

て、その後、公約はあったけれども、今の町

も、それを該当してチョイスはしていないと

長車が使えなくなったら黒塗りは買わないと

私は思いますけれども、しかしながら、今の

いうこと、ただ、車は必要だという認識を締

国の制度に伴うハイブリットカー購入につい

めさせていただいたところでございます。

ては、そのことについてはまだ有効。民主党

そこで、今回、なぜ上げなかったかという

政権ならばどうなのかわかりませんけれど

と、実は既に４０万キロになっていますけれ

も、現段階では有効なはずですからね。それ

ども、調子がよくてまだ走っているものです

によって、場合によっては債務負担行為とい

から、壊さないでくれという話をして、でき

うことも、繰越明許ということもある。いろ

るだけ大事にというようなことで、あれを更

んな今の手続行為上のことを使って、もうそ

新するということであれば、あの車はスク

ろそろきちっとした状況をつくるべきだと私

ラップにしかならないというふうに思ってい

は思いますけれどもね。

ますから、私の思いとしては、任期があと１

その点についてだけ町長の御所見をいただ

年ちょっとでありますけれども、私はあの車

いて、臨時会における予算質疑を終結をいた

が壊れなければ、残りの任期も使わさせてい

します。いかがでしょうか、御所見をどう

ただきたいなというふうに思っております。
当然、仮に故障だとかなんとか、何らかの

ぞ。
○議長（吉田敏男君）

答弁、町長

安久津

んな黒塗りではなくて、環境に優しいハイブ

勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

形があるとすれば、入れかえるとすれば、あ

お答えをいたしま

リット車なのかなと、こんな認識も持ってお
りますので、そういう認識だということで

す。
まず、今回の交付金事業を使わせていただ
いて、まだまだ一部でありますけれども、と

きょうのところは御了承いただきたいという
ふうに思います。

もかく環境に優しい公用車を入れかえしたい

以上でございます。

という現場からの声も含めて、それはそのと

○議長（吉田敏男君）

おりだなということで、今回、予算提案をさ

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

せていただいたということでございます。
そこで、じゃあ、町長車はどうなんだとい
うことでございます。これは、議員からも御
指摘のとおり、私の公約で町長車を廃止をし
たいということで、それに向けて種々検討を

他に総括でございま

○議長（吉田敏男君）

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）

していたわけでございますけれども、これは
いつの議会でしたか、質問を受けて御答弁さ

○議長（吉田敏男君）

せていただきましたけれども、結果として、

す。
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討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

基づき、執行費用が債務者と負担となってい

これから、議案第７６号平成２１年度足寄

ることから、諸収入、雑入、納付金、弁償金

町一般会計補正予算（第６号）の件を採決し

にて同額計上いたしております。
以上で、議案第７７号平成２１年度足寄町

ます。
この表決は、起立によって行います。

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業

本件は、原案のとおり決定することに賛成

特別会計補正予算（第３号）の説明を終わら
せていただきます。御審議のほどをよろしく

の方は起立願います。

お願いいたします。

（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７６号平成２１年度足

○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。

寄町一般会計補正予算（第６号）の件は、原

１９ページをお開きください。

案のとおり可決されました。

これから、議案第７７号平成２１年度足寄
町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

◎

業特別会計補正予算（第３号）の件の質疑を

議案第７７号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

議案第７

７号平成２１年度足寄町足寄都市計画足寄市

行います。
２４ページ、歳入歳出一括で行います。質

街地区土地区画整理事業特別会計補正予算

疑はございませんか。

（第３号）の件を議題といたします。

○議長（吉田敏男君）

本件について提案理由の説明を求めます。

君。

建設課長

○９番（矢野利恵子君）

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

１９ページを御

９番

矢野利恵子

ここに建物収去代

替執行業務というのが上げられているわけで
すけれども、これは説明をもっと詳しく、例

参照願います。
ただいま議題となりました議案第７７号平

えば第３群に対してというふうにやることは

成２１年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区

できなかったのか、または後ろの予算説明資

土地区画整理事業特別会計補正予算（第３

料でもっと詳しく。
私は、町民の方から、毎回、議会をイン

号）について、提案理由の御説明を申し上げ

ターネットで視聴している方から、きのう、

ます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

あした何をやるんだと聞かれて、いや別に大

４２万７,０００円を追加し、歳入歳出予算

したことないみたいだというふうに答えて、

の総額を歳入歳出それぞれ１０億５,３４２

これは大したことあるじゃないか、今までそ

万６,０００円とするものでございます。

んなに何回もやることではないし、これから

歳出から申し上げます。２４ページをお願

もそんな何回もあっては困るような、そうい
うことをやるに当たって、やはり説明しても

いいたします。
事業費、役務費、手数料といたしまして、

らえたらよかったなと。当日、町長の行政報

建物収去代替執行申し立て及び執行手数料１

告で、初めてあそこをやるのかとわかった。

６ 万 ５ ,０ ０ ０ 円 を 計 上 い た し ま し た 。 ま

だから、もうちょっと事前に説明を詳しくし

た、委託料といたしまして、建物収去代替執

てもらうことはできなかったのかなと。これ

行業務費、車庫、物置、プレハブ車庫の解体

についてお伺いします。

工事及び廃棄物処分費等を含めまして１２６

○議長（吉田敏男君）

万２,０００円を計上いたしました。

勝彦君。

歳入につきましては、歳出補正額１４２万
７,０００円を民事執行法第４２条の規定に

○町長（安久津勝彦君）
す。
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答弁、町長

安久津

お答えをいたしま

この案件は、本当に大事なことであります

ことは、きょう行政報告でなされているし、

し、議会ある都度と言っていいぐらい私は行

今までも行政報告でなされているので、私が

政報告をさせていただいて、明け渡し請求に

言っているのは、今回の予算についてもう

関する件につきましても報告をさせていただ

ちょっと親切に詳しく言ってもらえたら、毎

いておりますから、結果として、きょう行政

回、インターネットで議会のライブ中継を楽

報告をさせていただいたとおり、判決が出

しみにしている人にも、こういうことがある

て、判決の確定をまず確認をする、当然の権

よというふうに知らせることができたなと、

利で上告することも認められているわけであ

それを言っているのであって、今後もこう

りますから、そのことも確認をして、確認が

やって、今まで言っているから想像してくれ

できましたということで、まず１点、きょう

ではなくて、やはりちゃんとした題名、一

行政報告をさせていただいた。

言、第３群と入れてもらえればわかったのだ

そして、判決も出たわけでありますから、

から、そこをきちんとしていただきたいと思

しかも上告もされていないということであり

います。

ますから、私の思いとしては、何とかそのこ

○議長（吉田敏男君）

とを根拠でといいますか、そのことも一つの

勝彦君。

判断材料にしていただいて、何とか協議に応

○町長（安久津勝彦君）

じていただきたいというようなことで、御本

も整理をしていただきたいのは、今、３群と

人の意思確認ということで課長並びに参事も

いうお話でございました。これは、当初、直

訪問させていただいて、その意思確認をした

接施行を不本意ながら検討せざるを得ない、

結果の報告を２点目でさせていただいた。

あるいは、１群については施行をしてまいり

答弁、町長

安久津

ぜひ、矢野議員に

そして、３点目として、その結果に基づい

ましたけれども、これは１群、２群、３群と

て、御本人はその意思がないということなも

いうのは、直接施行をせざるを得ないとき

のですから、これはまさしく残念至極、極め

に、そういう分け方をしたのでありまして、

て不本意でありますけれども、判決に基づい

今回の件につきましては、直接施行というこ

て裁判所のほうに執行の申し立てをするとい

とではなくて、明け渡し請求の訴訟という形

う手続をするのですよということで、これは

で対応するということで議会に報告をし、も

私は議会に対しても丁寧に、大事なことです

ちろん訴訟に関する関係、関連費用について

から、報告をしてきたつもりでございますの

も議決をいただいてきているわけであります

で、ぜひ御理解賜りたいなというふうに思い

から、そこのところは分けて考えていただい

ます。

て、ここでまた３群なんていう使い方をしま
すと、直接施行との区分けも含めて混同、

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

いもありますから、この点についてもぜひ整

君。
○９番（矢野利恵子君）

ごっちゃになってしまうのかなと、そんな思

私が言っているの

理をしていただいて、御理解をいただきたい

はそんなことでなくて、今回の資料でわかり

というふうに思います。

にくいなということを言っているのですよ

以上でございます。

ね。今回の資料の中でそのことを、いきなり

○議長（吉田敏男君）

行政報告で詳しいことを言うのではなくて、

君。

ちゃんとここに第３群と一言入れてもらえた

○９番（矢野利恵子君）

ら、あそこかとわかることができたのに、そ

すけれども、今、へ理屈のような理由も聞い

れがないためにわかりにくかった。そこを

て、私もちょっと困ったなと思うのですけれ

言っているのであって、今、詳しく言われた

ども、第３群がだめだったら、裁判の結果、
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９番

矢野利恵子

繰り返しになりま

建物収去というふうに、そういうふうにわか

解をいただきたいというふうに思います。

りやすくつけてほしいなと。第３群という言

なお、あえてつけ加えさせていただきます

葉を使うのがだめだったら、裁判の結果とい

と、今回の件につきましては、ずっと継続し

うそういう文章というか、題名、説明文を一

てやってきているわけでありますから、あえ

言つけ加えてもらえたらありがたいな。とり

てここでその経過等については省略をしてい

あえず私が言っているのは、第３群だろう

ると言われれば、そういうことでありますけ

が、人の名前を実際に挙げようが、わかりや

れども、その点についても御理解いただきた

すい予算書で予算説明資料であってほしいと

いというふうに思います。

いう、ただこの１点について言っているので

以上でございます。

あって、ああだこうだ、第３群を使ったら悪

○議長（吉田敏男君）

い、どういう言葉を使ったら悪いでなくて、

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

そんなへ理屈を言っているのではない。わか
りやすい予算の説明資料をつくってほしいと

○議長（吉田敏男君）

いうことを、ただ１点、それだけを言ってい

か。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）
答弁、町長

安久津

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

勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

総括でございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

るので、そのことを今後も肝に銘じて作成し
てほしいなと。

他に質疑はございま

お答えをいたしま

ませんか。
９番

す。
当然、議会に提案するに当たっては、でき

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

反対討論です。

るだけわかりやすく、予算説明資料等々も含

ここで、裁判の結果を踏まえて、また強制

めて作成をし、提案をさせていただいている

的にそこを立ち退かせるということですけれ

つもりであります。

ども、やはり人の財産に手をつけるというこ

なお、そのうち、予算に上げている部分で

とは、賛成する人が多いからって、やっては

も特に重要な部分といいますか、行政報告を

いけないのではないかな。そこをやることに

すべきものとしては、予算書には載っている

よって、大きく町の発展に尽くすのだろうか

のですけれども、今回の案件もそうでありま

──いや、そうではないと思う、これだけが

すけれども、行政報告という形の中で報告を

ら空きになっていて、空き地が多くて。

させていただいて、その中で一定程度詳しく

事業は、今まで続けているから、途中でと

経過を報告させていただいて、なお、この件

まることはできないということでやっている

に関しましては補正予算に計上しております

なら、やはりとまる勇気、例えばつい最近で

ので、御審議をお願いしますということで行

はトムラウシでたくさんの人が亡くなりまし

政報告をしていますから、私のほうとしては

たよね。あれは、途中で引き返した人は助

できるだけ詳しく丁寧に提案説明をさせてい

かっている、とまらないで真っすぐ行った人

ただいているつもりでございます。

たちだけが亡くなっている。そのことから考

なお、議員御指摘の、できるだけ詳しくと

えても、空き地ばかりの町をつくっていっ

いうのは、それは当然のことでありますか

て、町の将来には絶対なっていないなという

ら、本件以外のことにつきましても、今後に

ことがだんだんわかってきている中で、立ち

おいてもその意は体して、できるだけ詳しい

どまる勇気というのを持つべきだ。で、この

というのはこれまでの姿勢と同じく対応して

予算に対して反対いたします。

まいりたいというふうに思いますので、御理

○議長（吉田敏男君）
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他に討論はございま

介護サービス事業費、特別養護老人ホーム

せんか。

運営費におきまして、入所者搬送用車両及び

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

ストレッチャー購入経費等といたしまして５
００万４,０００円を計上いたしました。

ります。
これから、議案第７７号平成２１年度足寄

次に、歳入でありますが、繰入金、他会計

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

繰入金、一般会計繰入金４,３５１万８,００

業特別会計補正予算（第３号）の件を採決し

０円を計上いたしました。
以上で、議案第７８号平成２１年度足寄町

ます。
この表決は、起立によって行います。

介護サービス事業特別会計補正予算（第１

本件は、原案のとおり決定することに賛成

号）の提案理由を御説明させていただきまし
た。御審議のほどをよろしくお願い申し上げ

の方は起立願います。

ます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

したがって、議案第７７号平成２１年度足

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

２７ページをお開きください。

事業特別会計補正予算（第３号）の件は、原

これから、議案第７８号平成２１年度足寄
町介護サービス事業特別会計補正予算（第１

案のとおり可決されました。

号）の件の質疑を行います。
◎

まず、３２ページ、歳入歳出一括で行いま

議案第７８号

○議長（吉田敏男君）

日程第７

議案第７

す。質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

８号平成２１年度足寄町介護サービス事業特
別会計補正予算（第１号）の件を議題といた

○議長（吉田敏男君）

します。

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

本件について提案理由の説明を求めます。
福祉課長

○議長（吉田敏男君）

堀井昭治君。

○福祉課長（堀井昭治君）

ただいま議題と

なりました議案第７８号平成２１年度足寄町
介護サービス事業特別会計補正予算（第１

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）
○議長（吉田敏男君）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

これで、質疑を終わ

ります。

号）について、提案理由の御説明を申し上げ
ます。

総括でございません

これで、討論を終わ

ります。

４,３５１万８,０００円を追加し、歳入歳出

これから、議案第７８号平成２１年度足寄

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１,９１

町介護サービス事業特別会計補正予算（第１

３万２,０００円とするものでございます。

号）の件を採決します。

歳出から御説明いたします。３２ページを

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

お願いいたします。
国の平成２１年度第１次補正予算により本

の方は起立願います。
（賛成者起立）

町に交付されます地域活性化・経済危機対策
臨時交付金の事業といたしまして、総務費、

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

総務管理費、一般管理費におきまして、スプ

したがって、議案第７８号平成２１年度足

リンクラー設置工事経費といたしまして３,

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

８５１万４,０００円を計上いたしました。

１号）の件は、原案のとおり可決されまし
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帯広市内の民間病院から派遣を受けておりま

た。

す整形外科医の派遣が北海道の緊急臨時的医
◎

師派遣事業、この構成は北海道、北海道医師

議案第７９号
議案第７

会、北海道病院協会の３者で構成する運営委

９号平成２１年度足寄町国民健康保険病院事

員会から派遣されるものでございますけれど

業会計補正予算（第１号）の件を議題といた

も、この制度の中の派遣に変更となるため、

します。

同委員会の構成員である北海道病院協会に加

○議長（吉田敏男君）

日程第８

本件について提案理由の説明を求めます。

入する必要が生じましたので、諸経費の中に

病院事務長

北海道病院協会負担金といたしまして、加入

高田安春君。

○病院事務長（高田安春君）

それでは、議

案の３５ページをお願いしたいと思います。

金、年会費を含めまして１１万円の計上をお
願いいたしております。

議案第７９号平成２１年度足寄町国民健康

収入につきましては、支出に関連した負担

保険病院事業会計補正予算（第１号）につい

区分に基づく研究・研修にかかわる一般会計

て、提案理由を御説明いたします。

補助金１２万３,０００円、及び外来収益を

既決の収益収入及び支出にそれぞれ４３万

計上させていただきました。

６,０００円を追加し、収益的収入及び支出

次に、資本的収入及び支出の補正の内容で

の額を１１億１,３０８万７,０００円にお願

ございますが、支出におきましては、治療・

いするものでございます。

検査用医療機器等購入費として１,４２１万

次に、資本的収入及び支出でございます

７,０００円の計上をお願いいたしました。

が、収入及び支出にそれぞれ１,４２１万７,

なお、内訳等は、４１ページの予算説明資料

０００円を追加し、資本的支出の額を４,５

を御参照いただければと思います。

７０万１,０００円に、資本的支出の額を６,

収入につきましては、一般会計からの繰入

３２１万３,０００円にそれぞれ変更をお願

金といたしまして、国の第１次補正予算によ

いするものでございます。

る地域活性化・経済危機対策臨時交付金１,

なお、資本的収入及び支出に係る収支不足

４２１万７,０００円をお願いいたしており
ます。

額につきましては、変更はございません。
次に、第４条関係でございますが、予算第

以上のとおり御提案申し上げますので、御

８条に定めました研究研修費に対する他会計

審議賜りますよう、よろしくお願いいたしま

からの補助金の額に１２万３,０００円を追

す。

加し、当該金額を１０６万７,０００円にお

○議長（吉田敏男君）

願いするものでございます。

理由の説明を終わります。

これをもって、提案

次に、３８ページをお願いいたします。

３５ページをお開きください。

収益的収入及び支出のうち、支出の内容に

これから、議案第７９号平成２１年度足寄
町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１

ついて御説明申し上げます。
医師の交代等により産業医の資格取得が必

号）の件の質疑を行います。

要となったため、その取得経費といたしまし

３８ページ、収益的収入及び支出、資本的

て病院事業費用、医業費用、経費、諸経費の

収入及び支出、一括で行います。質疑はござ

各種会議・研修会負担金に８万円を、同じ医

いませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

業費用、研究研修費の旅費、医師、看護師、
医療技術職員等研修旅費に２４万６,０００

○議長（吉田敏男君）

円の計上をお願いいたしました。

ませんか。

前後いたしましたけれども、次に、現在、
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次に、総括でござい

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

次に、３５ページに

お戻りください。
第４条、他会計からの補助金、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）

総括でございません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

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）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

ります。
これから、議案第７９号平成２１年度足寄
町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１
号）の件を採決します。
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
の方は起立願います。
（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７９号平成２１年度足
寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第
１号）の件は、原案のとおり可決されまし
た。
◎

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

これをもって、本臨

時会に付議されました案件の審議は全部終了
をいたしました。
これで、本日の会議を閉じます。
平成２１年第６回足寄町議会臨時会を閉会
をいたします。
午前１１時５８分

閉会
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