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午前１０時００分
◎

開会

太郎君を指名をいたします。
◎

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８回足寄

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

町議会臨時会を開会をいたします。

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）
◎

日開催されました第８回臨時議会に伴う議会

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

本

町長安久津勝彦君か

運営委員会の協議の結果を報告いたします。
会期は、本日１日限りでございます。

ら招集のごあいさつがございます。

本日は、最初に町長から行政報告を受けま

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

議長のお許しをい

す。
次に、議案第１１３号から議案第１２０号

ただきましたので、第８回足寄町議会臨時会
招集に際してのごあいさつを一言申し上げま

までを即決で審議いたします。
以上で、議会運営委員会の協議の結果の報

す。
本臨時会に提案を申し上げます案件でござ

告を終わらせていただきます。

いますけれども、この後、議長のお許しをい

○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

ただいた後に行政報告、区画整理事業に関す

委員会委員長の報告を終わります。

る行政報告を１件。
◎

それから、条例の一部を改正する条例改正

会期決定の件

の件が１件、これは職員の給与に関する条例

○議長（吉田敏男君）

日程第２

の一部改正ということでございます。

の件を議題といたします。

会期決定

お諮りをいたします。

次に、補正予算につきまして各会計の補正

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

予算、これも中心的には給与の減額に伴う補
正予算ということになりますけれども、この

思いますが、御異議ございませんか。

補正予算の案件が７件ということになってご

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

ざいますので、よろしく御審議を賜りますよ

○議長（吉田敏男君）

うお願いを申し上げまして、簡単でございま

す。
したがって、会期は、本日１日間に決定を

すけれども、招集に際してのごあいさつにか

いたしました。

えさせていただきます。
◎

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

これから、本日の会

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

行政報告

を行います。

議を開きます。

町長から行政報告の申し出がありました。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

これを許します。

です。

町長安久津勝彦君。
◎

○町長（安久津勝彦君）

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

お許しをいただき

ましたので、土地区画整理事業にかかわる訴
訟等の現状について行政報告を申し上げま

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

す。

規定によって、５番木村明雄君、６番川上初
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平成２１年１１月１８日に執行された建物

収去土地明渡請求事件にかかわる強制執行の

報告させていただきましたが、本日現在、控

概要について御報告を申し上げます。

訴状及び控訴理由書がいまだ送達されていな

平成２１年１０月１５日、物件番号２プレ

い状況であります。

ハブ車庫の強制執行を行った以降、釧路地方

最後に、今般の強制執行隣接地北側の民地

裁判所帯広支部執行官と原告側代理人弁護士

についてですが、あしょろ銀河ホール２１駐

において協議を持った結果、１１月４日付

車場の機能充実を目的に、現在、土地の購入

で、残りの物件番号１車庫及び物件番号３温

に向けて検討を行っているところでありま

室について、執行官から債務者に対する催告

す。
以上、３点について行政報告をさせていた

と対象物件に公示書が掲示され、１１月１７

だきましたので、引き続いての御理解と御協

日までに建物を収去すべきとされました。
しかし、期日までに執行されなかったた

力を賜りますようお願い申し上げ、報告とさ

め、同月１８日午前１０時から、執行官の命

せていただきます。

による強制執行に着手しました。

○議長（吉田敏男君）

当日の強制執行内容は、建物収去物件着手

これで、行政報告を

終わります。

に支障となる動産の搬出及び移転作業で、執
◎

行官の指示に従い、町職員により午前１０時

諸報告

５０分から午後３時３０分まで実施いたしま

○議長（吉田敏男君）

した。

します。

この際、報告をいた

町長から提出の議案中、一部に誤りがあり

また、１１月１９日にはバリケード等の設

差しかえたいとの趣旨、文書をもって議長あ

置を行っております。
今後の強制執行については、１２月２０日

てに申し出がありましたので、本件につきま

までに当該物件の建物収去を行う予定で、１

しては、さよう差しかえることを御了承をい

１月２４日から本格的な収去工事を実施する

ただきます。

こととなっております。
◎

また、執行官による現地確認等は週１回程

議案第１１３号

度で、問題点等が発生した場合には、臨時的

○議長（吉田敏男君）

日程第４

議案第１

な立会をすることになっております。

１３号足寄町職員の給与に関する条例等の一

土地明け渡し時期については、当該２棟の

部を改正する条例の件を議題といたします。

物件の収去完了後、現地において、執行官か

本件について、提案理由の説明を求めま

ら代理人弁護士に対し、執行調書により土地

す。
総務課長大塚博正君。

の明け渡しがされることになっております。
なお、強制執行期間が１２月２０日までと

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

長期間となりましたことから、執行官の現地

なりました議案第１１３号足寄町職員の給与

確認に伴う費用に不足が生ずる見込みである

に関する条例等の一部を改正する条例につい

ため、補正予算を本臨時会に提案しておりま

て、提案理由の御説明を申し上げます。
御説明の前に、議案の差しかえをお願いし

すので、よろしく御審議のほどをお願い申し

てございます。大変御迷惑をおかけをいたし

上げます。
次に、平成２１年９月２９日釧路地方裁判
所において示された仮換地指定処分等取消請

ました。差しかえのほどよろしくお願いをい
たします。

求事件の判決に関し、１０月９日付にて原告

給与改正条例の本条例の改正でございます

側から代理人弁護士を通じて控訴状が提出さ

けれども、平成２１年度の国家公務員の人事

れた件につきましては、第３回定例会で行政

院勧告に準拠し給料及び手当の一部改正、月
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６０時間を超える時間外勤務手当の支給割合

くものでございます。
条文、詳細読み上げませんが、内容のみに

の引き上げと代休制度の新設など、改正をお

ついて説明をさせていただきますが、１ヵ月

願いするものでございます。
改定等につきましては、平均で給料マイナ

６０時間を超えた時間外に対して、支給割合

ス０.２％、期末勤勉手当は、６月の特別分

の増と代休制度の新設、再任用短時間勤務職

を含めまして０.３５ヵ月分の引き下げと

員の適用について定めているものでございま

なってございます。

して、第４項の内容でございますけれども、

改正条文につきまして御説明申し上げま

時間当たりの給与額に１００分の１５０を乗

す。
足寄町職員の給与に関する条例等の一部を

じた額を支給するものでございます。深夜勤
務におきましては１００分の１７５となって

改正する条例
第１条

１ヵ月６０時間を超えた時間外に対して、１

足寄町職員の給与に関する条例の

ございます。
次に、第５項の内容でございますが、１ヵ

一部を次のように改正する。
第１７条第２項中「１００分の１６０」を

月６０時間を超えた時間外勤務に対して代休

「１００分の１５０」に改め、同条第３項中

時間に指定した場合は、時間外数を計算いた

「１００分の１６０」を「１００分の１５

しまして相当分の時間外を支給しない規定と

０」に、「１００分の８５」を「１００分の

なってございます。
次に、ページの右側の方に行きますが、第

８０」に改める。
この改正内容でございますけれども、１２

６項でございますけれども、再任用の短時間

月支給の期末手当の支給割合の改正でありま

勤務職員が６０時間を超えて時間外を行った

して、職員は１００分の１６０から１００分

場合の、代休取得の減ずる割合を１００分の

の１５０に、再任用職員の支給割合を１００

１００とするというものでございます。
続きまして、４行目からでございますが、

分の８５から１００分の８０に改正する内容

第１７条第２項中「１００分の１４０」を

でございます。
次に、第１８条第２項第１号中「１００分

「１００分の１２５」に改め、同条第３項中
「１００分の１４０」を「１００分の１２

の７５」を「１００分の７０」に改める。
この内容につきましては、勤勉手当の支給

５」に、「１００分の７５」を「１００分の

割合の改正でありまして、１００分の７５か

６５」に、「１００分の８０」を「１００分

ら１００分の７０に改正するものでございま

の８５」に改めるというものでございます

す。

が、この内容につきましては、職員の６月支

次に、別表第１を次のように改める。

給の期末手当支給割合を１００分の１４０か

別表第１〜別紙

ら１００分の１２５に、再任用職員の６月支

別表第２中イ及びウを次のように改める。

給期末手当の割合を１００分の７５から１０

別表第２イ、ウ〜別紙ということになって

０分の６５にしまして、１２月の割合を１０

ございますが、３ページから６ページに改正

０分の８０から１００分の８５に改めるとい

後の行政職給料表、医療職給料表（二）

うものでございます。
第１８条第２項第２号中「６月に支給する

（三）を添付してございます。
次に、第２条

足寄町職員の給与に関する

場合においては」及び「、１２月に支給する
場合においては１００分の４０を削る」。

条例の一部を次のように改正する。

この内容につきましては、再任用職員の勤

第１２条に次の３項を加える。
次に、この３項でございますが、第４項、

勉手当の支給割合の改正でございまして、こ

第５項、第６項という３項を新たに加えてい

の改正条文によりまして、６月、１２月、と
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もに１００分の３５の支給割合となるもので

す。現在、任期付短時間勤務職員については

ございます。

適用してございませんので、本町には該当ご

次に、第３条

足寄町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を次のように改正す

ざいませんが、一応規定として設けておくと
いうものでございます。
次に、第５条

る。

足寄町職員の給与に関する

第８条の２の次に次の１条を加える。

条例の一部を改正する条例の一部を次のよう

第８条の３といたしまして、時間外勤務代

に改正する。

休時間の規定を加えるものでございます。こ

附則第７項中「給料月額に」を「給料月額

れも条文読み上げ省略させていただきます

（足寄町職員の給与に関する条例等の一部を

が、内容につきましては、１ヵ月に６０時間

改正する条例の施行の日において、同条例附

を超える時間外に対して代休指定することが

則第２項に規定する減額改定対象職員である

できる規定でございます。

者にあっては、当該給料月額に１００分の９

第２項は、代休指定された代休時間は勤務

９.７６を乗じて得た額とし、その額に１円
未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた

を要しないこととするものでございます。
次に、第１０条第１項中「（休日」を

額とする。）に」に、「なる職員」を「なる

「（第８条の３第１項の規定により時間外勤

もの」に改めるというものでございますが、

務代休時間が指定された勤務日等及び休日」

要約いたしますと、平成１９年、給料表の切

に改める。

りかえを行ってございますが、その際、減給

この内容でございますが、これまでは代休

補償されていた職員に対しまして、今般新た

につきましては、休日の勤務に対して代休制

な給料表で改正になりますが、減給補償の部

度というのがございましたけれども、６０時

分については改正がございませんので、この

間以上の時間外に対しても代休制度が新たに

減給補償を受けている職員に対しては０.２

できたということで、この字句等を追加をす

４％削減するという規定でございます。
附則でございますが、第１項は施行期日で

るものでございます。
次に、第４条

職員の育児休業等に関する

ありまして、この条例は、平成２１年１２月
１日から施行する。ただし、第２条、第３条

条例の一部を次のように改正する。
第１６条の表給与条例第１２条第３項の項

及び第４条の規定は、平成２２年４月１日か
ら施行するものでございます。

の次に次のように加える。
この表の追加でございますが、育児短時間

給与改定等につきましては１２月１日から

勤務職員等についての職員の給与に関する条

施行し、勤務時間外の６０時間を超える部分

例の特例として読みかえる規定でございます

等々のもの、それと６月の期末手当のものら

が、時間外勤務について６０時間以上を超え

につきましての第２条、第３条、第４条関係

る時間外の条項、条文等の読みかえの文言を

につきましては、平成２２年度からの適用と

追加するという内容になってございます。

いう内容の区分けとなってございます。

次、２ページをお願いをいたします。第１

第２項は、平成２１年１２月に支給する期

８条の表給与条例第１２条第３項の項の次に

末手当に関する特例措置でございまして、要

次のように加える。

約して説明させていただきますが、１２月の

これも表の中身の追加でございますけれど

期末手当において医療職給料表（一）と、こ

も、第１８条につきましては、任期付短時間

のページの右側の表にございます給料表、職

勤務職員についての職員の給与に関する条例

務の級、号給以外の職員などにつきましては

の特例として読みかえる規定として、時間外

減額改定対象職員と言ってございますけれど

勤務についての追加条文となってございま

も、これらの職員の４月１日の給料、管理職
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手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当

止になっているようなんですけれども、足寄

等の月額の合計に１００分の０.２４を乗じ

町では全くそれについて勘案されていない、

まして、４月から１１月までの８ヵ月分を調

これはどういうことなのか、お聞きしたいと

整額として手当から差し引き、減額支給する

思います。

というものの改正となってございます。

○議長（吉田敏男君）

さらに、右側の表の下、括弧でくくってま
す第２号でありますけれども、平成２１年６

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

月１日において減額改定対象職員であった者

職員の持ち家手当に関しましては、この間

に、同月に支給された期末手当及び勤勉手当

の議会でも何回か御質問をいただき、答弁を

の合計額に１００分の０.２４を乗じて得た

しているところでございますけれども、基本

額でございますが、これは６月に既にもう手

的には、給与等につきましては国家公務員に

当支給されてございますけれども、これにつ

準じてやっているわけでありますけれども、

きましても１００分の０.２４を減じるとい

とりわけ国家公務員と違うという部分が持ち

うことで、先ほどの１号の調整額とこの２号

家手当ということでございます。

の６月の手当分、合わせて調整額として１２

この持ち家手当は、これまでの議会でも答

月の期末手当から調整額として差し引くとい

弁させていただいているとおり、いわゆる職

うものでございます。

員住宅の整備の関係等々を含めて、これはこ

第３項は、規則への委任でございまして、

の間、政策的な判断のもと持ち家手当を創設

前項に定めるもののほか、この条例の施行に

をし、持ち家のこれを奨励をしていこうとい

関し必要な事項は、規則で定めることとして

うようなことで、この間ずっとやってきてい

ございます。

るところでございます。

この条例改正によります影響額、全会計で

以前にもお答えしているとおり、これ未来

３,１７８万６,０００円程度と見込んでござ

永劫に続けていくのかということであれば、

います。

当然それは別な形ということも頭の中にある

以上で、議案第１１３号足寄町職員の給与

ことも事実でありますけれども、今回の人事

に関する条例等の一部を改正する条例の提案

院勧告に合わせて、直ちにこの持ち家手当を

理由の説明とさせていただきます。

廃止をする考えはございませんので、御理解

なお、７ページから１２ページに新旧対照

を賜りたいなというふうに思います。

表を添付してございますので、御参照願いた

以上でございます。

いと思います。御審議のほどよろしくお願い

○議長（吉田敏男君）

を申し上げます。

君。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

矢野利恵子

確かに既得権は尊

重しなければならないという一般の常識があ

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

りますから、直ちに廃止ということにはなら
ないと私も思いますけれども、ただ、やはり

ませんか。
９番

○９番（矢野利恵子君）

９番

余りにも違うところから、たとえ月に１,０

矢野利恵子君。
この条例改正は、

００円でも２,０００円でも、国家公務員の

人事院の勧告に従って要するに年間のボーナ

よ う に ２ ,５ ０ ０ 円 い き な り 廃 止 で は な く

スを削減するというものですよね。

て、本当に１万８,５００円のうちの１,００

○９番（矢野利恵子君）

人事院では、ほかに持ち家手当、自宅にか

０円でも１,５００円でもいいかもしれない

かわる住居手当についても廃止するようにと

けれども、ちょっとずつ人事院の勧告に従っ

なっていて、これで見たら、国家公務員は廃

たやり方に近づけていく、そういう努力が必
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要ではないかなと考えるわけですけれども、

に残業手当を上げなくてもいいんじゃないか

それについては本当にどのように考えている

なと。もともとが高くて時給が２,０００

のかをお尋ねします。

円、３,０００円の世界だから、それ以上上

○議長（吉田敏男君）

げるということはいかがなものかなと。

町長、答弁。
これまでもお答え

ほかの本当に最高残業手当が１００万前後

しているとおり、それは当然改正ということ

ぐらいのそういう自治体だったら、こういう

も視野に入れながら、検討はしていきたいと

ことも、まあ多く働いた場合に残業手当の支

いうふうには思っておりますけれども、た

給割合を上げるということも考えられるかも

だ、やはりこの持ち家手当のところだけス

しれないけれども、事足寄町に関しては、そ

ポットを当てますとね、確かに違います。

れは通用させなくてもいいのではないか、そ

○町長（安久津勝彦君）

ですから、これもこれまでの議会でもお答
えしているとおり、仮にこれは持ち家手当で

れについてはどのように考えているのか、お
尋ねします。

なくて、職員が皆さんが仮に民間の借家に

そして、あわせて、ことしも残業手当、平

入った場合については、これは借家手当とい

成２１年度では一番多くもらっている人が３

うものが出るわけであります。これを換算し

４８万円、ことしももう年末近くなっていま

た場合は、それは支出割合は、一方的に手当

すけれども、最高にもらっている人はどれぐ

で支出ということになります。

らいになっているものなのか、ちゃんと町で

これは持ち家手当を奨励しようというの

は把握してこの支給割合増ということを打ち

は、やっぱり住宅を建てていただければ、当

出してきたのかどうか、そこをお尋ねしたい

然固定資産税ということで返ってきたり、あ

と思います。

るいは退職後の足寄町への継続した居住とい

○議長（吉田敏男君）

うこともこれは大いに期待ができるというこ

○町長（安久津勝彦君）

ともあります。

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

ですから、これは当然改正をするときに

ぜひとも整理といいますか、御理解いただ

は、そういったトータル的に町全体の経済も

きたいのは、この改正というのは、労働基準

含めて、もっと言えば、過去には職員住宅の

法なり、あるいは国家公務員なり、ともかく

整備もしてきたという経過もありますけれど

法律が制定をされたことを受けて改正をして

も、これもこれはもう一定の整備、これ以上

いくということでございますから、足寄町の

はしないということも含めて、そういう判断

職員だけがこの割り増し率を支給しないとい

のもとこういう手当の創設もされてきたとい

うことにはならないという、これは使用者責

うことでございますから、今後またそういっ

任としてそうはならないということ、ですか

たこととの兼ね合いも含めて検討をしてまい

らこれは法律に基づいてということですか

りたいというふうに考えておりますので、御

ら、ぜひともそこら辺の整理をまずお願いを

理解賜りたいというふうに思います。

したいなということでございます。
なお、参考までに、この時間外手当の割り

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

増し率というのは何かというと、これは言う
までもなくて、仕事については所定の勤務時

君。
それから、人事院

間内に終わらせるというのがこれは原則であ

勧告に従って１ヵ月６０時間を超えたら残業

ります。そこで終わらない場合については、

手当ですよね、支給割合というか、それをふ

時間外勤務を命じて時間外をさせることがで

やすということなんですけれども、事足寄町

きると、させた場合については割り増しを払

に関しては、たとえ６０時間過ぎてもそんな

いなさい。

○９番（矢野利恵子君）
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この割り増しの率が年々、年々といいます

ついて、反対いたします。

か、改正がされて上がってきているというの

○議長（吉田敏男君）

は、これは時間外については、できるだけ法

いませんか。
８番

では認められているけれどもさせるなと、あ

次に、賛成討論ござ

高橋幸雄君。

る意味時間外勤務の命令をした場合について

○８番（高橋幸雄君）

私は、今ただいまの

は、使用者側にペナルティーとしてそれだけ

人勧の給与費の関係で９番議員申し上げてお

の割り増し率を払いなさいというのがこの法

りました。特にこの関係の住宅手当の関係、

律の趣旨であります。

これは国家公務員の人勧に基づく遵守を地方

そういう中で、議員仰せの我が町における

公共団体が従来からずっと踏襲した経過あり

その時間外の状況を見ますと、これは私自身

ますけどね、この住宅手当だけはちょっと違

も決していい状況ではないというふうに思っ

うんでないかなと。
過般も我々総務委員会で道内調査をいたし

ております。
ただ、それには、この間何回も説明してい

ましたけど、その一つの調査項目の中に移住

るとおり、とりわけいろんなその年度年度の

の問題、定住の問題、これを４公共団体、２

いろんな特殊事情、いろんな大きなイベント

泊３日で調査をしてまいりました。公共団体

があっただとか、そういうことがあって時間

で一つの政策をしようするときに、一番のや

外勤務を命じてきているということでござい

はり難しい問題点は、現在、今までこの町に

ますから、これもぜひ御理解を賜りたいな。

いた方で頑張っている同業種の方が、新政策

単純に１人何百万、これこれだけの時間外

を導入しようとして町外から入ってくる場合

手当を払ってるんであれば、職員１人雇用で

の政策導入、この比較論が非常に難しいな

きるんではないかと、こういう見方もできる

と。

わけでありますけれども、やはり職員を１人

これは１０月上旬の東京段階の研修の中で

抱えるということになれば、これは生涯にわ

も、講師の先生からまちづくりということに

たっての人件費につながるわけでありますか

関して御講演を受けた経過がございましたけ

ら、そういったことも考慮をしながら、とり

ども、私は、そういう一つのいろんなことを

わけ職員数も抑制をこの間ずっとしてきてい

このまちづくりの中で考察をしたときに、特

るということもあるということも、ぜひ御理

に今の９番議員がおっしゃった、私も当然、

解を賜りたいなというふうに思います。

人勧で持ち家住宅関係、十二分に承知はして
おりますけどね、やはりもう少し多面的な観

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

点からやっぱり導入すべきでないのかなと。
過般の決算委員会の、まあ決算委員長でし

せんか。

たので質疑する機会はございませんでしたけ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

弁を聞いておって、つくづく感じておったと

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

なとなっておりますけど、国家公務員の持ち

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

ころですが、今回この条例ということを通し
て人勧遵守と、人事院勧告、国家公務員同様

ませんか。
９番

どね、るる委員、あるいは執行機関からの答

家ということと、それじゃあ地方公共団体

反対討論。

やはりこの給与改正に当たっては、人事院

が、その職員がその町に根づいて退職後もい

の勧告どおり持ち家手当についてもメスを入

るというこの定住ということからいきますれ

れるべきではなかったかなと。持ち家手当に

ばね、ちょっと意味合いが違うんでないだろ

ついて全く考慮されていないこの条例改正に

うかと、私はやっぱりその辺は一考察が必要
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題もありましょうしね、ただ単純に、法規範

でないかなと。
短絡的にただ人勧を遵守してないと、特に

上の問題は話は別といたしましてね、法律が

持ち家の今回の条例に限ってはね、首長は

そのようになってる場合は、それに準拠する

やってないじゃないかという、一つ一つの論

地方公共団体における条例改正はこれはあっ

理的な考え方を私は全く否定するわけではご

てしかるべきだけど、政策観点というのはま

ざいませんけれども、もう少し違った意味合

た、だから最近のテレビ報道でもって、民主

いの中から、我々もきちっとやっぱり考える

党の仕分け人のことが結構報道されてますよ

べきでないのかなということを、過般の道内

ね。過般の文科省関係の関係団体の女性の理

調査も踏まえてね、それから過日の決算委員

事長さん、立派な理事長さんがある議員さ

会の論議も踏まえてずっと考えておったとこ

ん、名前はちょっと差し控えますけどね、私

ろです。

にもきちっと話言わせてくださいと、一方的

特に今回、条例改正がその辺にどのように

に言わないでと言ってましたね。私はやっぱ

労使交渉がなされて理事者が決断をし、この

りそういういろんな時代を見ていって、時代

議会に条例改正案を通じて提案するのかなと

の移り変わりを見ていってそういう思いをい

いうことを私も注目をしておりました。その

たします。

間、先ほど申し上げましたような１議員とし

したがって、今回の条例改正等について、

という観点から

９番議員の一定の見識についても私は全く否

ずっと考えておって、仮にそうだとしたら、

定はしませんけども、一方でやっぱりそうい

違った政策はどういうことにあるのかなと。

う一つ見識も必要であるということを申し上

人事院勧告どおり持ち家をなくすると、そ

げて、本条例案、現段階、先に向けても一考

うなった場合、それじゃあ、したがってどん

察も二考察も必要であると、このように申し

な単なる、町長は先ほどの言葉の中で、雇用

上げて賛成討論といたします。

する形の福利厚生の一環としての職員住宅と

○議長（吉田敏男君）

か云々という投資のこともおっしゃってまし

せんか。

たけど、また違った観点からもやっぱり考察

２番

てね、先に見据えての

榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君）

する時代に入ったのかなって。

他に討論はございま

私ね、職員の方の他

これはどんどんどんどん職員減らしていっ

町から通勤されている方というのが、余り私

て、本来のまちづくりそのものの根幹をなす

もまだ数字的には把握しておりませんが、他

ね、一方で行政経費の節減につながるという

町ではあるところでは、やはり町職員の方

ことのオールマイティ的なものの発想でいい

は、そこに住まいを持っていただくというと

のかと、私はこの辺やっぱり熟慮をすべきと

ころもきちっとされている町もあるんですよ

ころではないのかなと。

ね。

したがって、先ほど答弁の中に、９番議員

だから、そういうところでそこで根づいて

から、先に向けて１万１,５００円が１,５０

いただくという趣旨があるんでしたら、やは

０円でも２,０００でもというお話がござい

りそういうこともきちっとしたことで決めて

ましたけどね、この辺はやっぱり慎重かつ適

おくというんですか、ことも必要ではないか

切に、総合的にやっぱり政策判断を私は必要

なと思っております。

でないかなと、そういうような気してまいり

そしてある町では、結局家族を置いて単身
でその町で町職員とて働いている方なんか

ますね。
したがって、いずれにしても角をためて牛

も、やはり家族で来てないということで、や

を殺すみたいなことで、ただ論理展開だけで

はり議会でも問題になったという例もありま

済むんでなくて、そこにやっぱり活性化の問

す。
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そういうことなんかもありますので、そこ

老人福祉費、介護サービス事業助成費、繰出

のところをやっぱりきちっと、町としては目

金におきまして、介護サービス事業特別会計

的をどういうふうにするかということをき

におきます人件費削減分８５４万９,０００

ちっと定めて、町職員の方の意識というのも

円を減額いたしました。

大切だと思いますので、そういうところも精

衛生費、水道費、繰出金におきまして、簡

査してこれから進めていっていただきたいな

易水道特別会計における人件費削減分といた

と思っております。

しまして４万６,０００円を減額計上いたし

○議長（吉田敏男君）

他に討論はございま

ました。
次に、衛生費、病院費、負担金補助及び交

せんか。

付金におきまして、国民健康保険病院におけ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

る人件費削減分といたしまして総額で７７５
万円を減額いたしました。

ります。
これから、議案第１１３号足寄町職員の給

次に、農林水産業費、農業費、畜産草地

与に関する条例等の一部を改正する条例の件

費、負担金補助及び交付金におきまして、大

を採決をいたします。

家畜特別支援資金利子補給費といたしまして

この表決は、起立によって行います。本件

９,０００円の減額、畜産経営維持緊急支援

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

資金利子補給費といたしまして５万１,００

起立願います。

０円を計上いたしました。
１０ページをお願いをいたします。土木

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

費、都市計画費、土地区画整理費、繰出金に

起立多数です。

したがって、議案第１１３号足寄町職員の

おきまして、足寄都市計画足寄市街地区土地

給与に関する条例等の一部を改正する条例の

区画整理事業特別会計におきます人件費削減

件は、原案のとおり可決されました。

分といたしまして３９万円を減額いたしまし
た。

◎

下水道費、繰出金におきまして、公共下水

議案第１１４号
議案第１

道事業特別会計繰出金におきまして人件費削

１４号平成２１年度足寄町一般会計補正予算

減分として４５万８,０００円を減額いたし

（第１１号）の件を議題といたします。

ました。

○議長（吉田敏男君）

日程第５

本件について、提案理由の説明を求めま

次に、まちづくり交付金事業費におきまし
て、事業費支弁といたしまして給料５,００

す。

０円、職員手当等１７万２,０００円、それ

総務課長大塚博正君。
ただいま議題と

ぞれ減額計上いたしました。共済費におきま

なりました議案第１１４号平成２１年度足寄

して１４万４,０００円を計上いたしてござ

町一般会計補正予算（第１１号）につきまし

います。

○総務課長（大塚博正君）

土木費、住宅費、住宅建設費におきまし

て、提案理由の御説明を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

て、事業費支弁といたしまして給料で２,０

２,１２８万７,０００円を減額し、歳入歳出

００円、職員手当等で１３万６,０００円を

予算の総額を歳入歳出それぞれ９２億１,６

それぞれ減額いたしました。共済費で７万

１３万６,０００円とするものでございま

３,０００円を計上いたしました。
職員費、職員給与費におきまして、給料、

す。
歳出から御説明申し上げます。

手当等、共済費など制度改正や異動分の人件

８ページをお願いをいたします。民生費、

費精査いたしまして、総額でございますが４
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０３万８,０００円の減額となってございま

○議長（吉田敏男君）

す。

疑はございませんか。

第１３款職員費、質

（「なし」と呼ぶ者あり）

１４ページから２８ページに給与費明細書
等を添付してございますので、御参照願いた

○議長（吉田敏男君）

いと存じます。

ります。

以上で、歳出を終わ

６ページ、歳入に入ります。歳入一括で行

次に、歳入について申し上げます。
６ページにお戻りをいただきたいと思いま

います。質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

す。道支出金、道補助金、農林水産業費道補
助金、農業道補助金におきまして、大家畜特

○議長（吉田敏男君）

別支援資金道補助金といたしまして６,００

せんか。

次に総括、ございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

０円を減額、畜産経営維持緊急支援資金道補
助金といたしまして３万３,０００円を計上

○議長（吉田敏男君）

いたしてございます。

ださい。第２表債務負担行為補正、追加２

次に、繰入金、基金繰入金におきまして、

件、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

財政調整基金繰入金といたしまして２,１３
１万４,０００円を減額し、財源調整を行っ

○議長（吉田敏男君）

てございます。

ります。

２ページにお戻りください。第２表債務負

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

以上で、議案第１１４号平成２１年度足寄
町一般会計補正予算（第１１号）の提案理由

これで、質疑を終わ

総括、ございませんか。

担行為補正、追加２件をお願いをしてござい
ます。

２ページにお戻りく

これから、討論を行

います。討論はございませんか。
９番

矢野利恵子君。

の説明とさせていただきます。御審議のほど

○９番（矢野利恵子君）

よろしくお願いを申し上げます。

手当のところで、やはり人事院勧告を全く無

○議長（吉田敏男君）

視したこのやり方はまずいのではないか。

これをもって、提案

職員給与費の住居

もしこれ３０歳で家を建てた場合、５年間

理由の説明を終わります。
これから、議案第１１４号平成２１年度足

は毎月１万８,５００円、その後は毎月１万

寄町一般会計補正予算（第１１号）の件の質

６,０００円を退職するまで、これ合計する

疑を行います。

と５９１万円にもなってしまうと、余りにも

８ページをお開きください。歳出から始め
ます。款で進めます。第３款民生費、質疑は

します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
第４款衛生費、ござ

８番

（「なし」と呼ぶ者あり）
第６款農林水産業

他に討論はございま

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

先ほど条例案改正の

中で賛成討論の論旨を述べさせていだいたと

費、ございませんか。

ころですが、今回この補正予算について、９

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）
せんか。

いませんか。
○議長（吉田敏男君）

そのことから、この住居手当、人事院勧告
に従わない住居手当のことについて反対いた

ございませんか。
○議長（吉田敏男君）

やはり一般町民とかけ離れた制度だ。

第８款土木費、質疑

はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

番議員が住居手当等に関しての意味合いで反
対討論をいたしました。
議会の権能として、一定の見識をやっぱり
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示した中で一定の結論を出すというのが原則

使っていただけるのに民間はという、こうい

かなと、そういう意味合いでは、私でなく

う比較論の話を往々にして出ることあります

て、副議長さんとか上席の方がやってる議会

よ。それはその極論的な議論だと私は思うん

もありますけど、私の方から、どなたもない

だよ、全体的に、極論的議論。

んであれば私の方からという思いで、今

例えば引用すると、他の公共団体の絡みの

ちょっと本予算案に対して賛成討論をさせて

中で迷惑施設めいたものね、ただそれだけと

いただきます。

らえれば確かにそうですよね。だけどそれを

確かに９番議員さん言うように、５ヵ年で
１万６,０００円に２,５００円オンして５ヵ

トータル的に考えたときにどうなんだろうと
いう議論ですね。

年間、それを通常の住居手当１万６,０００

先ほど申し上げましたように、私の委員会

円ということで、トータルで一定の在職年数

の皆さん、それから管理職の一部の皆さん

を掛ければそういう数字になることは否めな

も、移住・定住促進の各公共団体の調査をど

い事実ですね。

のようにね、どんどんどんどん人口が減って

だけど一方で、やっぱり先ほど申し上げま

いくと、紋別だって、４万あった人口が今２

したように福利厚生の観点からいくと、１万

万５,０００だというんですよ、どんどんど

６,０００円ということはあるわけで、持ち

んどん減っていって、いろんなことをやって

家の分だけでは２,５００円の分ですね、５

いかなければ町が生き残りをできないとい

ヵ年で。でも、その辺やっぱり政策見地で人

う。
昨晩もそうですよね、昨晩のテレビ報道あ

勧、よくこういうケースありました。
私も３５年在職してて、あるときは人勧に

たりでも、テレビタックルをごらんなのかど

遵守だ人勧遵守だというね、今のそこの前に

うかわかりませんけど、亀井大臣と出てまし

お二人が座ってる方が労働組合の大幹部のこ

てね、ある職業の方も出てらっしゃって、そ

ろやってて、自分たちに不利益になったら違

の町の推移、商店街が衰退していく状況です

うことをおっしゃるケーも間々あったことと

よね。
だから、そこはやっぱりもうきちっとし

思いますよね。
私はね、今現時点でどうなんでしょうか、

た、しっかりとしたやっぱり根拠を持ちなが

本当に自分のまちづくりというのは、法律に

ら、全体にまた違った一面の中で住民と他

準拠して条例を改正しなきゃならんような地

の、町の職員でない住民とのかかわり合い、

方公共団体の場合はこれは例外です。全然も

それと町の職員というのも住民の１人である

う議論の余地全くありません。ただ地方税法

し、また一方では、足寄町があなた方にお願

の改正に伴う問題とか一連の特別法関係に伴

いして雇用をしている雇用主でもあるんです

う条例改正、これはもう議論の余地全くない

よね。だからいろんな促進の中で、一定の

ですね。

やっぱり考え方をあってしかるべきかなとい

だけど、これ裁量権のあるもの、つまり自

う思いはいたしてます。

分の町のまちづくりによってどういうポジ

ただ、どちらかというと、どちらかという

ションをとって、どういうまちづくりをしな

と、議会は仮に賛成多数で、仮にどうなるか

きゃならんかということを考えたときに、私

わかりませんけど、仮にそういうことが了と

はそれは十分裁量権あってしかるべきだと思

されても、一般の町民のこれだけ経済冷え込

うんですよ。

んだ思いからいたしますれば、９番議員の

ただ、こういうことを言いますよね、町の

おっしゃってることがインパクトあるのかも

職員は在職年数掛けたら、９番議員の論法で

しらん、そういう意味では。それも一つのポ

いくとね、６００万もたかって町民の税金

ジションを指定した場合はですね。
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しかしながら．少なくても我々公人として

３４ページお願いいたします。補正内容に

今後のまちづくりを考えたときに、やっぱり

つきましては、一般会計同様、職員給与改定

今回の条例を改正案が解決し、そして今回の

及び共済費等にかかわります負担金率の改定

それに基づく補正予算をやっぱり賛成をして

等によるものでございます。

可決するという一つのあり方が、公人の１人

内訳について申し上げます。総務費、総務

としての選択肢であるのかなと、こんな思い

管理費、一般管理費、給料、職員給におきま

を申し上げて賛成討論の論旨といたしたいと

して２,０００円の減額、職員手当等におき

存じます。

まして１２万６,０００円の減額、共済費８

○議長（吉田敏男君）

他に討論ございませ

万２,０００円を計上し、計４万６,０００円
の減額でございます。

んか。

なお、３６ページから４１ページに給与費

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

明細書を添付しておりますので、御参照のほ
どお願いいたします。

ります。
これから、議案第１１４号平成２１年度足

歳入につきましては、繰入金、他会計繰入

寄町一般会計補正予算（第１１号）の件を採

金、一般会計繰入金にて、歳出における減額

決をします。

分４万６,０００円同額を計上してございま

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

す。
以上で、議案第１１５号平成２１年度足寄
町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の説

起立願います。

明を終わらせていただきます。御審議のほど

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

よろしくお願いいたします。

起立多数です。

したがって、議案第１１４号平成２１年度
足寄町一般会計補正予算（第１１号）の件

○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。
２９ページをお開きください。これから、

は、原案のとおり可決されました。

議案第１１５号平成２１年度足寄町簡易水道
◎

特別会計補正予算（第１号）の件の質疑を行

議案第１１５号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

議案第１

１５号平成２１年度足寄町簡易水道特別会計
補正予算（第１号）の件を議題といたしま

３４ページ、歳入歳出一括で行います。質
疑はございませんか。
９番

す。
本件について、提案理由の説明を求めま

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

この簡水の予算の

中には、これは持ち家手当をもらっている方

す。

はいないということですか。ただこれ条例は

建設課長南岡雄二君。
○建設課長（南岡雄二君）

います。

ただいま議題と

適用されるけれども、そういうことでしょう

なりました議案第１１５号平成２１年度足寄

か。

町簡易水道特別会計補正予算（第１号）につ

○議長（吉田敏男君）

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

○建設課長（南岡雄二君）

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

建設課長、答弁。
給与明細書の欄

で一般職の総括の中で１名、３０万６,００

４万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の

０円というものを計上してございます。

総額を歳入歳出それぞれ６,８９５万８,００

○議長（吉田敏男君）

０円とするものであります。

せんか。

他に質疑はございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

歳出から申し上げます。
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○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

ただいま議題と

なりました議案第１１６号平成２１年度足寄

か。

町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

号）について、提案理由の御説明を申し上げ
ます。

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
４５万８,０００円を減額し、歳入歳出予算

ませんか。
９番

○建設課長（南岡雄二君）

の総額を歳入歳出それぞれ４億２,８５９万

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

人数少ない多いと

８,０００円とするものでございます。

かには関係なく、やはりこの条例が適用され

歳出から申し上げます。

ていくというわけですから、やはり持ち家手

４８ページをお願いいたします。補正の内

当については、いきなり全額廃止ということ

容につきましては、一般会計同様、職員給与

ではなく、たとえ月５００円でも１,０００

費及び共済組合負担金等を含めまして制度改

円でもという形で、徐々に将来的に減らして

正によるものでございます。

いくというそういう形をとるべきではない

歳出の内訳は、事業費、給料にて５万３,

か。そういう理由から、この持ち家手当の分

０００円の減額、職員手当等各種手当８３万

について反対いたします。

５,０００円の減額、共済費におきまして４

○議長（吉田敏男君）

３万１,０００円の増、負担金補助及び交付

他に討論はございま

金にて１,０００円の減を含めまして４５万

せんか。

８,０００円の減額でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

なお、５０ページから５５ページに給与費
明細書を添付してございますすので、御参照

ります。
これから、議案第１１５号平成２１年度足
寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の

を願います。
歳入につきましては、繰入金、他会計繰入
金、一般会計繰入金にて、歳出における減額

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

分４５万８,０００円同額を計上してござい
ます。
以上で、議案第１１６号平成２１年度足寄

起立願います。

町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

号）の説明を終わらせていただきます。御審

起立多数です。

したがって、議案第１１５号平成２１年度

議のほどよろしくお願いいたします。

足寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

の件は、原案のとおり可決されました。

理由の説明を終わります。
４３ページをお開きください。これから、

◎

議案第１１６号平成２１年度足寄町公共下水

議案第１１６号

○議長（吉田敏男君）

日程第７

議案第１

１６号平成２１年度足寄町公共下水道事業特
別会計補正予算（第１号）の件を議題といた

道事業特別会計補正予算（第１号）の件の質
疑を行います。
４８ページ、歳入歳出一括で行います。質
疑はございませんか。

します。

（「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。
建設課長南岡雄二君。

○議長（吉田敏男君）
か。
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総括、ございません

といくのかなという思いを常にしているわけ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

だから、恐らくこの先２０年もたたないう

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

ちに、足寄町の出身の職員は本当にごく一部
になるんでないだろうかなと、１０％も残る

ませんか。
９番

ですね。

んだろうかなという思いをしてるんですよ。

矢野利恵子君。
また持ち家手当の

過日、今はちょっと私、事情があって喫煙

ことですけれども、持ち家手当を出さなけれ

ルームへ出入り禁止になってるんですが、そ

ば職員住宅にお金をかけることになるから、

こで出入りしていた際にいろいろな職員と会

結局は同じことになるということでしたけれ

話をしたときに、どこの町の出身の職員が多

ども、栄町にある職員住宅、あれ４棟入るや

いかなと。

○９番（矢野利恵子君）

つ下２棟、だれも入ってなくてあいていまし

音更が多いのかな、上士幌かな本別かな、

た。そういう状況の中でやはり持ち家手当は

いろんな議論をしていろんなことで、持ち家

まずいのではないか。この人事院勧告を全く

のことを単刀直入にお話した経過はございま

無視している持ち家手当支給のことに対し

せんけどね、そういうところに思いをいたし

て、反対いたします。

たときに、単純に、先ほども条例案改正、あ

○議長（吉田敏男君）

他に討論はございま

旨といたしたところですけどね、私はこの辺

せんか。
８番

るいは一般会計予算補正の段階でも討論の論
も、９番議員の言ってることも、私はその人

高橋幸雄君。
考え方、見解の相違

事院勧告というのは、従来、先ほどあなた

なんですが、当予算案に賛成の論旨を述べる

方、つまり町長、副町長が労働組合の大幹部

わけですが、論点は９番議員と全く反対の考

のとき、自分らにとって都合のいいことは人

え方を示唆するわけです。

事院勧告遵守と言うし、違うときはそうでな

○８番（高橋幸雄君）

私は本会議場で一度申し上げたことあった
んですけども、若い職員が住宅を建てられ
て、こんなうれしいことないという話をした

いということをお話し申し上げました。私は
それでいいと思うんですよ、基本的には。
それはなぜかというと、地方公共団体に一
定の人事院会等、これ地方自治法上の問題で

ことございますね、質疑の際に。
特に一般論で言わせていただければ、この

すけどね、が改定すると準拠するということ

隣接に御両親がお住まいになってる方、もと

が従来の慣例とされてましたよね。今はこの

もと隣接が出身の方、言いかえればね、そう

人事院会もどうなるのかちょっとね、総裁、

すると土地もあるわけですから何十年もそこ

新しい方、官僚の方がお座りになったようで

にお住まいになって、御両親が健在だろうと

すけどね、でも、やっぱりまちづくりという

健在でないだろうと、それでもうちの町に奉

のは独自なんですよ、独自の。

職して足寄町に家を建てると、こんなうれし

ある町の町長さんなんか、この間視察に

いことないなという思いなんですよ。それは

行った先でお聞きしましたらね、たまたまき

先ほど申し上げた定住の問題ですね。

のうテレビにも出ましたけど、町長が、そこ

そういうやっぱり観点と今の持ち家の２,

の村の村長が出

、違った番組で犬の番組

５００円の５年間、お金にして１５万です

の中でその村が出たんですよね。村の名前は

か、５年間ですから、その歳出とのいろいろ

ちょっと申し上げませんけども。非常にこの

な兼ね合いを考えたら、２,５００円の上乗

間視察先で聞いて視察に行った副議長さんの

せ分ので計算してるの、私はね。そういうこ

話によると、非常にやっぱり異色な村運営を

とを考えたとき、果たして単純にそういうこ

されてるという、この時代ですから。私はそ
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れであってしかるべきかなと思ってるんです

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

したがって、議案第１１６号平成２１年度

よ。
したがって、すべてが人事院勧告に見習え

足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

ということにはならんだろうと。全く事情、

１号）の件は、原案のとおり可決されまし

私違うと思うんですよ。それを遵守するとい

た。

う一つの目安ということは私も承知してます
◎

けども、それはやっぱり違うのかなという思

議案第１１７号

○議長（吉田敏男君）

いもしてるんです。

日程第８

議案第１

特にこの持ち家に関してはね、全く事情が

１７号平成２１年度足寄町足寄都市計画足寄

違うじゃありませんか。一握りの高級官僚で

市街地区土地区画整理事業特別会計補正予算

しょう、恐らく、転勤も何もなくて。そうい

（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

うことを考えてみましたら、やっぱりそうい

す。

う意味合いではどうかな。
私的財産形成の中で公金、税金を使う、

建設課長南岡雄二君。

タックスを使ってそれをカバーリングすると

○建設課長（南岡雄二君）

いうことのやっぱり問題点を今惹起されてる

なりました議案第１１７号平成２１年度足寄

のかなという、この時代背景を受けてね。

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

しかし、やっぱり地域のまちづくりを考え
たときに、やはりあってしかるべきことも必

ただいま議題と

業特別会計補正予算（第６号）について、提
案理由の御説明を申し上げます。

要なのかなと、それが政策なのかな、その中

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

で全体住民形成されて、そしたら他の関係の

２４万６,０００円を減額し、歳入歳出予算

ないとこにどういう政策が届く、同じような

の総額を歳入歳出それぞれ１０億７,４６８

不公平感のないようなことが届けれるのかな

万７,０００円とするものでございます。

と、そういうとこに帰するのかなという思い

歳出から申し上げます。

をしてますね。

６２ページお願いいたします。補正の主な

したがって、これ以上長く論理展開いたし

内容としまして、一般会計同様、職員給与並

ますと時間の浪費につながりますので、この

びに共済組合負担金等、制度改正等に伴うも

辺で論旨を閉じたいと思いますが、以上申し

のでございまして、事業費、事業費、給料１

上げまして本予算案に賛成の討論をいたすも

万５,０００円の減額、職員手当等９０万円

のでございます。

の減額、共済費５２万５,０００円の増額を

○議長（吉田敏男君）

他に討論ございませ

含め差し引き額３９万円を減額いたしまし
た。

んか。

先ほど町長から行政報告いたしました釧路

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

地方裁判所帯広支部執行官の現地調査等にか
かわる費用につきまして、既定予算額２４万

ります。
これから、議案第１１６号平成２１年度足

８,０００円に対しまして１４万４,０００円

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

不足分がありましたので、計上をさせていた

号）の件を採決をします。

だきました。役務費になります。

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）

歳入について申し上げます。
繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金に
て、職員給与改定等に伴います給与、職員手
当等、共済費の減額分３９万円相当額を計上
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のだったんですか。

させていただきました。
諸収入につきまして申し上げます。先ほど

○議長（吉田敏男君）

建設課長、答弁。

歳出の欄で御説明させていただきました事業

○建設課長（南岡雄二君）

費、役務費１４万４,０００円を、民事訴訟

のは、裁判所の職員ではございません。裁判

執行法第４２条の規定に基づき執行費用が債

所から選任をされた方が執行官となるわけで

務者負担となっていることから、諸収入、雑

ございまして、費用につきましては、執行官

入、納付金、弁償金にて同額計上いたしてお

の手数料及び費用に関する規則というのがご

ります。

ざいまして、それにのっとって執行官に支給

以上で、議案第１１７号平成２１年度足寄

執行官というも

をしていくと、支払いをしていくということ

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

で御理解をお願いいたします。

業特別会計補正予算（第６号）の説明を終わ

○議長（吉田敏男君）

らせていただきます。御審議のほどよろしく

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

お願いいたします。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

か。

理由の説明を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

５７ページをお開きください。これから、
議案第１１７号平成２１年度足寄町足寄都市

○議長（吉田敏男君）

計画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計

ります。

補正予算（第６号）の件の質疑を行います。
６２ページ、歳入歳出一括で行います。質

ませんか。
矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

矢野利恵子君。

これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。討論はござい
９番

疑はございませんか。
９番

他に質疑はございま

この裁判所から選

ここに執行官の現

任された人に払うお金ですけれども、やはり

地確認に伴う費用とありますけれども、これ

そんな余分なお金を使ってまで、無理やり足

は現地確認する際に弁護士さん来てもらうか

寄町をがらあきの町にしてくことはないな、

ら、その方に払うお金のことですか。

この執行官に対する手数料について反対いた

○議長（吉田敏男君）

します。

○９番（矢野利恵子君）

建設課長、答弁。
これにつきまし

それと、もちろん先ほどから言っている人

ては、先ほど町長より行政報告いたしました

事院勧告に従っていない住居手当の支給に対

が、１１月の１８日から１２月の２０日まで

して、この２点について反対します。

建物の強制執行を行っております。その期間

○議長（吉田敏男君）

中において執行官、帯広裁判所でございます

んか。

けれども、その方がお見えになる旅費並びに

２番

○建設課長（南岡雄二君）

他に討論ございませ

榊原深雪君。

日当、それから明け渡しの手数料ということ

○２番（榊原深雪君）

で計上をさせていただきました。

ことに関して、今、がらあきの町にすること

○議長（吉田敏男君）

はないというお話もありましたけれども、私

９番

矢野利恵子

土地区画整理事業の

は、これは今やらなければならない事業とい

君。
これ執行官に対す

うことで、私たちの町が今できることは何か

るお金というのは、こちらで払わなければな

というと、やはり長年の希望でありましたや

らないものだったんですか。執行官といえば

はり歩道の拡幅ですね、そういうことやら、

裁判所の職員ですよね、そこからお金が出る

今までの数十年前からの住民の希望であった

のではなくて、足寄町がこれは負担すべきも

ことを、今実現させていこうとしているわけ

○９番（矢野利恵子君）
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◎

です。
土地区画整理事業の本来の目的は、まちづ

議案第１１８号

○議長（吉田敏男君）

日程第９

議案第１

くりということですよね。それは町長がいつ

１８号平成２１年度足寄町介護サービス事業

も掲げている協働のまちづくり、やはり町民

特別会計補正予算（第２号）の件を議題とい

の方の協力を得なければできない事業であり

たします。
本件について、提案理由の説明を求めま

ますね。
それがやはり自分の思ったようにならない

す。

ということで、なかなか賛成をしていただけ

福祉課長堀井昭治君。

ないという方も中にはいらっしゃいますけれ

○福祉課長（堀井昭治君）

ども、やはり本来の目的であるまちづくりと

なりました議案第１１８号平成２１年度足寄

いうことで、大きな目線でやはり町民の方も

町介護サービス事業特別会計補正予算（第２

協力していただいて、そしてやはりマイナス

号）につきまして、提案理由の御説明を申し

の面ばかりを見るんではなくて、やはり親の

上げます。

ただいま議題と

事業を引き継いでこれからやっていこうとい

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

う方もたくさんいらっしゃいます。そしてや

８５４万９,０００円を減額し、歳入歳出予

はり足寄町に夢を持って帰ってくるというこ

算の総額を歳入歳出それぞれ３億１,０５８

とも、将来持っている方も多々あろうかと思

万３,０００円とするものでございます。
歳出から主な事項について御説明いたしま

います。
その方たちのためにも、今できる事業は何

す。

かといったら、やはりこれを今やっておかな

７６ページをお願いいたします。足寄町職

いとだめだと思っております。だから本来の

員の給与に関する条例等の一部改正等に伴い

目的に向かって頑張っていただきたいなと、

まして、総務費、総務管理費、一般管理費に

私は賛成討論いたします。

おきまして、一般職給料３５５万９,０００

○議長（吉田敏男君）

円を減額いたしました。

他に討論ございませ

職員手当等におきまして、扶養手当１２万

んか。

４,０００円、児童手当８万円を計上いたし

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

ました。
期末勤勉手当といたしまして３８３万９,

ります。
これから、議案第１１７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６号）の件を採決

０００円を減額いたしました。
共済費におきまして、共済組合負担金７３
万８,０００円を計上いたしました。
次に、歳入でありますが、一般会計繰入金

をします。
この表決は、起立によって行います。本件

８５４万９,０００円を減額いたしました。

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

以上で、議案第１１８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２

起立願います。

号）の提案理由の御説明とさせていただきま

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

す。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

起立多数です。

したがって、議案第１１７号平成２１年度

す。

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

○議長（吉田敏男君）

理事業特別会計補正予算（第６号）の件は、

理由の説明を終わります。

原案のとおり可決されました。

これをもって、提案

７１ページをお開きください。これから、
議案第１１８号平成２１年度足寄町介護サー
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ビス事業特別会計補正予算（第２号）の件の

も論旨の中で申し上げた、退職ＯＢの方がこ

質疑を行います。

の町を去るということも御指摘ございました

７６ページ、歳入歳出一括で行います。質

しかしながら、先ほどさきの予算で申し上

疑はございませんか。

げましたように、もともと他の町にお住まい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

になって我が町の役場に奉職された方が、住
居を構え住みかを構えていたという職員に、

か。

私自身は喜びを感じるというお話を申し上げ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ました。
その後、リタイアするときにそういうケー

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

スは、やっぱり人生さまざまなケースがあり
ますんでね、しかしながら、その間における

ませんか。
９番

けども、これも事実でございます。

何十年というのは、固定資産税もきちっとい

矢野利恵子君。
また持ち家手当で

ただいて、一定の住民としての使命を果たし

すけれども、退職してからその家を売って町

ていただいてるんではないかなと、このよう

外へ出ている人も何人かいる、私が知ってる

に常日ごろ思っておりますし、また、同様に

範囲では５〜６人ぐらいなんですけれども、

職員の方もね、今回の商品券等も含めて今回

１件２件ぐらいだったら目立たないかもしれ

の補正予算、今回の人勧で３,１７８万６,０

ないけれども、それぐらい５〜６件もあると

００円、これだけの減額になってるんです、

なると、退職したらみんな、優遇されていて

全体的な収益。

○９番（矢野利恵子君）

２軒買えるだけのお金があるから、その１軒

もちろん職員組合の方ばかりでございませ

売って町外へ出てしまうねというふうにイ

ん、管理職の方もいらっしゃいますけどね、

メージとして町民の間に浸透してしまってい

しかし一方で、この町の状況を憂いて一定の

る。

やっぱりスタンスをとってるんですね、職員

やはりそのことから考えても、中には、退

の方も我が町のことを考えて。

職してもここに住みたかったんだけれども、

やっぱりそういうことを総体的には評価し

介護する人の関係で、ここにいられなくて町

てあげなきゃ、やっぱり一部の状況にポイン

外へ出ざるを得なかったという人もいる。

トを合わせてね、それをやっぱり針小棒大に

やはり持ち家手当でお金使うよりも、年を
取って介護する人がいなくても安心して足寄

示唆するというのは、私はいかがなもんだろ
うか。

町で住めるような、そういう体制をつくるこ

言ってる論理感覚は私はわかります。人勧

とにお金を使っていった方がいいのではない

を遵守してないというこの１点だけは。しか

か、そのことから、この持ち家手当に対して

し、先ほどから何回も申し上げますように、

反対いたします。

また次の議案、次の議案、また反対討論すれ

○議長（吉田敏男君）

他に討論はございま

うに思ってますけどね、しかしながら、やは

せんか。
８番

ば賛成討論はやはりやむなきかなと、このよ
りそういう視点の見詰め方もあってしかるべ

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

私は本補正予算に賛

きでないかなと、こういう観点を論旨に述べ
て、賛成討論といたすところでございます。

成の論旨をいたすものでございます。
これも９番議員同様、９番議員の一つの論
理感覚が誤りだなんていうことを、そういう

○議長（吉田敏男君）

他に討論はございま

せんか。

思い上がったつもり毛頭ございませんが、今
― 20 ―

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

計３９１万５,０００円の減額でございま
す。

ります。
これから、議案第１１８号平成２１年度足

なお、９２ページから９６ページにかけま

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

して給与費明細書を添付しておりますので、

２号）の件を採決をします。

御参照を願います。

この表決は、起立によって行います。本件

続きまして、歳入について申し上げます。

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

８８ページをお願いいたします。収入につ
きましては、水道事業収益、営業収益、給水

起立願います。

収益、水道料金にて、支出における減額分３

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

９１万５,０００円を収入支出同額調整措置

起立多数です。

したがって、議案第１１８号平成２１年度

を図りました。

足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

以上で、議案第１１９号平成２１年度足寄

（第２号）の件は、原案のとおり可決されま

町上水道事業会計補正予算（第３号）の説明

した。

を終わらせていただきます。御審議のほどよ
ろしくお願いいたします。
◎

○議長（吉田敏男君）

議案第１１９号

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

議案第

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

１１９号平成２１年度足寄町上水道事業会計

８５ページをお開きください。これから、

補正予算（第３号）の件を議題といたしま

議案第１１９号平成２１年度足寄町上水道事

す。

業会計補正予算（第３号）の件の質疑を行い

本件について、提案理由の説明を求めま

８８ページから９１ページまで、収益的収

す。

入及び支出一括で行います。質疑はございま

建設課長南岡雄二君。
○建設課長（南岡雄二君）

ます。

ただいま議題と

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

なりました議案第１１９号平成２１年度足寄
町上水道事業会計補正予算（第３号）につい

○議長（吉田敏男君）

て、提案理由の御説明を申し上げます。

か。

総括、ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

平成２１年度足寄町上水道事業会計予算第
３条に定めた収益的収入及び支出額から３９

○議長（吉田敏男君）

８５ページにお戻り

１万５,０００円を減額し、収益的収入及び

ください。第３条

支出の額をそれぞれ１億１,１００万３,００

の議決を経なければ流用することのできない

０円とするものでございます。

経費でございます。質疑はございませんか。

予算第６条に定めた議会

（「なし」と呼ぶ者あり）

支出から申し上げます。
９０ページをお願いいたします。補正内容
につきましては、一般会計同様、職員給与、

○議長（吉田敏男君）
か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それから共済費負担率の制度改正等に伴うも

○議長（吉田敏男君）

のでございます。
支出については、水道事業費用、営業費
用、総係費、給料から１４８万１,０００円
を減額、手当２０１万８,０００円減額、法
定福利費１３万９,０００円の減額、負担金
といたしまして２７万７,０００円の減額、

総括、ございません

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。
９番

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）
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また持ち家手当の

ことについてですけれども、足寄町で個人住

割ですから、もうそれを皆さん相当払ってる

民税をかけられている要するに住民税を払う

方いらっしゃるのね。あるいはそれで相続す

ことができる人たち、その半分以上の人が年

るのに非常に納税に困っている方いらっしゃ

間２００万円以下の所得でやっている。

ると。

そんな中でこんな高額な持ち家手当を支給

一方で、お金なくて、派遣社員で切られて

しているということになっていくと、これ今

生活保護受けるという方もいて、人生さまざ

に役場職員だけの町になるねと、こう言って

まですよね。しかし、それを総体的にまちづ

いる人もいる。やはり余りにも一般町民とか

くりの中で、どこに焦点を合わせながら政策

け離れたこの制度はよくないのではないか。

を展開することに、私は難しさあるのかな

いきなり廃止ではなくて、本当に徐々に廃

と。

止するということを考えていかなければなら

私は魔女狩りみたいことしたくありませ

ないのではないかなと。そのことから、この

ん。やっぱりトータル的にね、ただ、知らな

持ち家手当について反対いたします。

い方が聞いて一点集中で聞いたら、非常に美

○議長（吉田敏男君）

辞麗句に聞こえましょうけども、しかし、総

８番

他に討論は。

体的に考えた場合難しい、いろんな難しい問

高橋幸雄君。
今、補正予算案第１

題あるのかなと、こんな思いをしながら３５

１９号が計上されたわけですけど、持ち家手

年、議員を経験したわけですが、今現職議員

当に反対すると、条例の審議ではございませ

としてね、やっぱりその節目節目で一定の見

んけどね、９番議員は持ち家手当、条例改正

識をやっぱりきちっとして、自分の利害にと

に反対されたから、それにかかわる予算につ

らわれず示すべきが公人としての使命かな

いても反対討論をしてると、こういう趣旨と

と、この思いを込めて今、本予算案に賛成の

いうふうに理解しております。

論旨を述べるところでございます。

○８番（高橋幸雄君）

私もね、９番議員さんのおっしゃってるこ

以上です。

とも一理あると思いますが、しかし、私は

○議長（吉田敏男君）

やっぱり政策というものは総合的に判断しな

せんか。

他に討論はございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

きゃならんなと。
今回、民主党政権になっていろいろとマス
コミ報道等で見てね、非常に一生懸命頑張っ

○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

ります。

てるなと思う反面、政策的に経済そのものが

これから、議案第１１９号平成２１年度足

今どうなっていくのかなという非常に懸念を

寄町上水道事業会計補正予算（第３号）の件

しながら、デフレを脱却できるのかどうか、

を採決をします。

問題は円高ですね、そして国際信用力落ちて

この表決は、起立によって行います。本件

るという、そういうふうに非常に難しいこと

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

あるのかなという思いをしております。

起立願います。
（賛成者起立）

特に我が町のこういう一つの政策も、今９
番議員のおっしゃった論旨もわからんわけで

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

はないけど、一方で、たくさん土地を持って

したがって、議案第１１９号平成２１年度

固定資産税をたくさん払っていらっしゃる方

足寄町上水道事業会計補正予算（第３号）の

いるんだよ。

件は、原案のとおり可決されました。

私なんかきょう、あすですよ、固定資産税
◎

の納付日、分割で１１月２５日、あすなんで
すよね。わずか８,０００円ですけども、分

議案第１２０号

○議長（吉田敏男君）
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日程第１１

議案第

１２０号平成２１年度足寄町国民健康保険病

行います。質疑はございませんか。

院事業会計補正予算（第２号）の件を議題と

（「なし」と呼ぶ者あり）
○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

総括、ございません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

す。

○議長（吉田敏男君）

病院事務長高田安春君。
○病院事務長（高田安春君）

それでは、議

ください。第３条

９７ページにお戻り

予算第７条に定めた議会

案９７ページをお願いしたいと思います。議

の議決を経なければ流用することのできない

案第１２０号平成２１年度足寄町国民健康保

経費、これについて質疑はございませんか。

険病院事業会計補正予算（第２号）につい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

て、提案理由を御説明いたします。
収益的収入及び支出からそれぞれ１,２６

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

９万６,０００円を減額し、収益的収入及び
支出の額を１１億３９万１,０００円にお願

○議長（吉田敏男君）

いするものでございます。

ります。

次に、第３条関係でございますが、予算第
７条に定めた議会の議決を経なければ流用す
ることができない経費中職員給与費から１,

総括、ございません

これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
９番

矢野利恵子君。

２６９万６,０００円を減額し、当該経費の

○９番（矢野利恵子君）

持ち家手当につい

総額を６億７,６９９万８,０００円に変更を

て、仮にこの１万８,５００円のうち毎年５

お願いするものでございます。

００円ずつ下げていったとして、１万８,５

次に、１００ページから１０１ページをお

００円を次の年は１万８,０００円、次は１

願いいたします。収益的収入及び支出の内容

万７,５００円というふうに毎年５００円ず

等について御説明申し上げます。

つ下げていったとして、３７年間でそれがな

支出から申し上げます。支出につきまして

くなっていくと。

は、人事院勧告によります給与改定経費及び

人事院勧告では、すぐに廃止しなさいよと

職員の異動等に伴う給与費等といたしまし

いうことだけれども、足寄町として３７年間

て、給料ほか１,２６９万６,０００円の減額

かけて廃止に向けて努力していこうかなとい

計上をお願いいたしました。

う、そういう姿勢があってもいいのではない

収入につきましては、支出経費に関連した

か。その姿勢が全く見られないこの持ち家手

負担区分に基づく一般会計負担金及び外来収

当に対して、反対いたします。

益の減額を計上をお願いいたしました。

○議長（吉田敏男君）

以上のとおり御提案申し上げますので、御
審議賜りますようよろしくお願い申し上げま
○議長（吉田敏男君）

か。
８番

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

す。
これをもって、提案

他に討論ございます

９番議員の論点をし

ているところを含めて、本予算案に賛成討論
の論旨を述べることでございますけども、

理由の説明を終わります。
９７ページをお開きください。これから、

ずっと本日、９番議員反対、私賛成討論と、

議案第１２０号平成２１年度足寄町国民健康

相当年数前、９番議員のお父上と反対討論で

保険病院事業会計補正予算（第２号）の件の

やったことを思い浮かべながらね、非常に９

質疑を行います。

番議員の父上さん優秀な議員さんでいらっ

１００ページ、収益的収入及び支出一括で

しゃって、私まだ新人１〜２年目のころでし
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たから、それ相当に勉強しなければ、本当に

したがって、９番議員おっしゃるように三

賛成討論の論旨になり得るのかということを

十何年もかけてなんて、そんなことではなく

思いつつ、賛成討論をさせていただいた経過

て、一定のそれは職員の皆さんも、同じ住民

が今思い出されております。

の１人としてまちづくりを考えた上で、どの

特に、この議会の中で当選したときに、反

ことのことがね、政策がチョイスすべきなの

対討論の方が非常に優秀な議員さんいらっ

か、あるいは得ているものを出すべきなの

しゃって、論旨もきちっとしていて一つのポ

か。

リシーがありアイデンティティがあり、しか

だって考えてごらんなさい、あなた方大幹

しながら、それでいて賛成多数で何回も議会

部やってたころ、もう手当って、何だか特殊

が多数議決をされた、そこには非常に若い議

勤務手当、たくんさん通って支持したじゃあ

員としてね、非常にそれでいいのかと、住民

りませんか。前の３番議員さんの関係という

に説明がつくのかという思いでね。

のね。だけども今はほとんどないですよね。

だから議長も過般言ってるように、そうで

当時、財務をやっていたときに、勤務手当

ないときは、議席に在住する副議長がそのこ

のネーミングを覚えるのに苦労したぐらい数

とを状況を政治判断をして討論してるという

あったんですよ。そうですよね。何でこの職

ことをね、それはとりもなおさず議会の権能

場に最初に入っててそんな手当が出るのって

なんですよ、やっぱりね、立場の違いはあっ

いう思いで、そしたら我々だって、生きてた

ても。

ら生存手当だっていただかなきゃならんぐら

今、持ち家手当の論旨の中に９番議員も

いだ、何も仕事しなくたって。それが生活保

おっしゃってましたけどね、５００円ずつ落

護になるのかどうか、私よくわかりませんけ

としていってという話ですね。先ほど答弁聞

どね、そのぐらい手当ありましたよね。

いてて町長の答弁では、未来永劫そんなこと

それは時代の要求とやっぱり財政状況と

を支持するなんていうことをおっしゃってま

ね、やっぱり住民の経済、もろもろ含めて政

せんよね。そんな三十何年なんていうことを

治判断するんですよ。それはやっぱり労働組

かける自体が、もう今はそんな時代でありま

合、職員労働組合の皆さん方もきちっと政策

せん。

判断してる。

やっぱりこれは一定の中での職員の皆さん

したがって、今の論点にしているこの問題

方も、やっぱり時代のニーズに応じて恐らく

だって、そんな三十何年でなくたって、もう

そういう種のもの、人事院勧告があろうとな

それははっきり一定の結論は、片方で表現は

かろうとね、きちっとやっぱり政策整理すべ

適切でないことを重々申し上げて、得るもの

きものだし、すべきことだと私は思うんです

が金額に換算することよりも、例えばこの状

よ。

況の中で地域振興がないったら、商品券だっ

理事者もその辺は、先ほど答弁ずっと聞い

てどっと、これは人勧の問題先に出てました

要するに労使合

んで、一定の給料下げられるよ、期末手当も

意に至らず、今回の人事院勧告を遵守せず提

勤勉手当も下げられるよってわかってるわけ

案したという経過でしたけども、９番議員の

ですから、それでもその先手を打って、やっ

質疑に答弁に答えては、そんな何だかんだ守

ぱり職員組合の皆さんは適切に対応してると

らなきゃならんとか、未来永劫、少なくとも

いうことを考えたときに、私はやっぱり政策

私が首長やってる間って、そういう言い方は

というのは、ともに総合的に政策判断を私は

一切おっしゃってませんで、むしろ９番議員

あってしかるべきだなと、このように思って

の指摘に対してね、柔軟に、かつ適切に答弁

るんですよ。

ておりましたら、今回の

されたのかなという認識しております。

したがって、今回の場合はそういう状況に
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まだ至っておりませんけども、そういうこと
を総合判断して国保議案に対して賛成討論の
論旨を述べてますので、これ以上詳細に述べ
ませんが、以上申し上げて、本予算案に対す
る賛成の論旨といたすところでございます。
○議長（吉田敏男君）

他に討論ございませ

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１２０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
２号）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
起立願います。
（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

したがって、議案第１２０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２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８回足寄町議会臨時会を閉会
をいたします。
午前１０時４５分

閉会
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