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◎議事日程
日程第１

議案第１３５号

足寄町火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例＜Ｐ３
〜Ｐ４＞

日程第２

議案第１３０号

平成２１年度足寄町一般会計補正予算（第１２号）＜Ｐ４〜
Ｐ３１＞

日程第３

議案第１３１号

平成２１年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
３号）＜延会＞

日程第４

議案第１３２号

平成２１年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第３号）＜
延会＞

日程第５

議案第１３３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７号）＜延会＞

日程第６

議案第１３４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
３号）＜延会＞
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午前１０時００分

開議

場合は住民外として取り扱っていたことが判
明しましたので、訂正し、おわび申し上げま

◎

す。

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

続きまして、ただいま議題となりました議

全員の出席でござい

案第１３５号足寄町火葬場設置及び管理条例

ます。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

の一部を改正する条例の提案理由を御説明申
し上げます。

です。

足寄町火葬場設置及び管理条例（昭和３０
◎

年条例第２１号）の一部を次のように改正す

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

るものであります。
この改正は、足寄町火葬場の新築に伴い、

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

火葬場使用料の見直しを図るものでありま

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

昨

す。

日１２月９日に開催されました第４回定例会

火葬場におけるランニングコストの計算と

に伴う議会運営委員会の協議の結果を報告い

しては、１年間の契約基本料を含む電気料、

たします。

暖房料、暖房用燃料費、火葬燃料費、人件

本日は、最初に議案第１３５号の提案説明

費、浄化槽保守管理業務等経費等の実費費用

を受けた後、文教厚生常任委員会に付託し、

を、年間予想火葬件数で除して積算しており

会期中の審査といたします。

ます。

次に、議案第１３０号から議案第１３４号

内容としては、第３条の表の区分を「住民

までの補正予算案の提案説明を受けた後、即

等」と「以外」に分けまして、第３条に２項

決で審議をいたします。

を加えるものであります。
区分の住民等とは、死亡者または死亡者の

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

火葬許可申請者が本町の住民基本台帳に登録
されている者または外国人登録原票に登録さ

委員会委員長の報告を終わります。

れている者とし、料金につきましては、平成
◎

１８年に条例改正がされ、自律プランにより

議案第１３５号
議案第１

一定の使用者負担が求められておりますが、

３５号足寄町火葬場設置及び管理条例の一部

足寄町に住んでいて人生最後の尊厳の場であ

を改正する条例の件を議題といたします。

り、今までの御苦労に感謝申し上げ、料金を

○議長（吉田敏男君）

日程第１

本件について、提案理由の説明を求めま

据え置くこととするものであります。
次に、区分の上記以外ですが、火葬場使用

す。

料としては、管内町村を勘案した場合、隣の

住民課長中鉢武美君。
○住民課長（中鉢武美君）

提案説明の前

陸別町が３万円、上位の士幌町で３万５,０
００円となっており、人件費を除く費用負担

に、訂正・おわびを申し上げます。
１２月１日提案の議案第１２７号の質問の

として、１５歳以上を３万円、１５歳未満を

中で、８番高橋議員の答弁において、「うち

２万円、死体児を１万円と改正するものであ

の福祉施設特別養護老人ホームにすべての方

ります。
また、死体児の場合は、当該死体児の母親

が入れないということで町外の施設に入って
いる方もおりますので、そういった場合につ

の区分によるものとします。

いては住民と同等の扱いをしている」と言い

なお、今まで取り扱っております中で、人

ましたが、再度内容を確認したところ、その

体の一部、または改葬の場合ですが、無料と
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一般会計補正予算（第１２号）から議案第１

するものであります。
附則として、この条例は、公布の日から施

３４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３号）まで、一括提案

行するものでございます。

理由の御説明を申し上げます。

以上で、提案理由の説明を終わります。
なお、次ページ右の欄に新旧対照表を添付

１ページをお願いいたします。議案第１３

しておりますので、御参照をお願いいたしま

０号平成２１年度足寄町一般会計補正予算

す。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

（第１２号）について御説明申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

す。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

１,４２６万５,０００円を追加し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ９２億３,０

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

４ ０ 万 １ ,０ ０ ０ 円 と す る も の で ご ざ い ま
す。

ませんか。

補正のほとんどが事業執行残によるもので

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

ありますが、歳出の主な事項から御説明を申
し上げます。

す。これで、質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第１３

１８ページをお願いいたします。民生費、

５号足寄町火葬場設置及び管理条例の一部を

社会福祉費、社会福祉総務費、委託料におき

改正する条例の件は、文教厚生常任委員会に

まして、共生型自立支援ハウス入居者支援業

付託し会期中の審査にすることにしたいと思

務といたしまして２７１万２,０００円を減

います。これに御異議ございませんか。

額いたしました。
２０ページをお願いいたします。扶助費に

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

おきまして、障害者介護給付費といたしまし
て２９９万１,０００円を計上いたしまし

す。
したがって、議案第１３５号足寄町火葬場

た。

設置及び管理条例の一部を改正する条例の件

国民健康保険助成費、繰出金におきまし

は、文教厚生常任委員会に付託することに決

て、国民健康保険事業特別会計繰出金といた

定をいたしました。

しまして４４４万３,０００円を減額いたし

なお、本件は、会期中の休会中に審査の

ました。
老人福祉費、老人福祉総務費、扶助費にお

上、報告をお願いをいたします。

きまして、老人保護措置費といたしまして２
◎

２０万８,０００円を減額いたしました。

議案第１３０号〜議案第１３４号
議案第１

介護保険助成費、繰出金におきまして、介

３０号平成２１年度足寄町一般会計補正予算

護保険特別会計繰出金といたしまして２１０

（第１２号）の件から日程第６

万６,０００円を計上いたしました。

○議長（吉田敏男君）

日程第２

議案第１３

４号平成２１年度足寄町国民健康保険病院事

２２ページをお願いいたします。児童福祉

業会計補正予算（第３号）までの５件を一括

費、児童福祉総務費、扶助費におきまして、

議題といたします。

児童手当といたしまして２００万円を減額い

本件について、提案理由の説明を求めま

たしました。
児童医療費、扶助費におきまして、乳幼児

す。

医療費といたしまして２０２万９,０００円

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

ただいま議題とな

を減額いたしました。

りました議案第１３０号平成２１年度足寄町
― 4 ―

子育て支援費、委託料におきまして、家庭

的保育業務といたしまして２３０万円を減額

した。
住宅費、住宅建設費、工事請負費におきま

いたしました。
衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費、貸

して、北団地公営住宅団地周辺整備工事とい

付金におきまして、医師等修学資金貸付金と

たしまして２７２万８,０００円を減額いた

いたしまして２４０万円を減額いたしまし

しました。
３２ページをお願いいたします。消防費、

た。
２４ページをお願いいたします。清掃費、

消防施設費、負担金補助及び交付金におきま

じん芥処理費、負担金補助及び交付金におき

して、池北３町行政事務組合消防負担金とい

まして、池北３町行政事務組合じん芥負担金

たしまして４４２万７,０００円を減額いた

といたしまして４８９万６,０００円を減額

しました。
災害対策費、工事請負費におきまして、全

いたしました。
病院費、負担金補助及び交付金におきまし

国瞬時警報システム整備工事といたしまして

て、救急医療確保経費負担金といたしまして

８７１万１,０００円を計上いたしました。

２９９万４,０００円を計上いたしました。

以上で歳出を終わり、次に、歳入について

農林水産業費、農業費、農業振興費、負担

御説明申し上げます。

金補助及び交付金におきまして、新規就農者

１０ページにお戻りください。国庫支出

経営開始奨励金といたしまして２００万円を

金、国庫補助金、農林水産業費国庫補助金、

計上、防衛施設関連農業用施設設置事業補助

農業費国庫補助金におきまして、防衛施設関

金といたしまして１,０１９万円を減額いた

連農業用施設農業機械設置事業国庫補助金と

しました。

いたしまして１,０１９万円を減額いたしま

２６ページをお願いいたします。林業費、

した。

水源林造林事業費、役務費におきまして、手

土木費国庫補助金、都市計画費国庫補助金

数料といたしまして３,３３７万５,０００円

におきまして、まちづくり交付金事業国庫交

を計上いたしました。

付金といたしまして６００万円を計上いたし

工事請負費におきまして、作業道整備工事

ました。
教育費国庫補助金、小学校費国庫補助金に

といたしまして２,０４７万５,０００円を計

おきまして、足寄小学校改築事業国庫交付金

上いたしました。
２８ページをお願いいたします。土木費、
土木管理費、地籍調査費、委託料におきまし

といたしまして２,１９５万円を計上いたし
ました。
消防費国庫補助金におきまして、防災情報

て、地籍測量業務といたしまして３９８万

通信設備整備事業国庫交付金といたまして７

４,０００円を減額いたしました。
都市計画費、土地区画整理費、繰出金にお

０１万３,０００円を計上いたしました。

きまして、足寄都市計画足寄市街地区土地区

１２ページをお願いいたします。寄附金、

画整理事業特別会計繰出金といたしまして５

総務寄附金、総務管理寄附金におきまして、

５０万６,０００円を減額いたしました。

総務寄附金といたしまして財団法人北海道薬

３０ページをお願いいたします。まちづく
り交付金事業費、工事請負費におきまして、

効植物研究所からの３６２万４,０００円を
計上いたしました。
繰入金、基金繰入金におきまして、財政調

高質空間形成施設工事といたしまして３６９

整基金繰入金といたしまして４,５２８万９,

万６,０００円を計上いたしました。
補償補てん及び賠償金におきまして、まち
づくり交付金事業に伴う移転補償費といたし

０００円を減額、農業振興基金繰入金といた
しまして２００万円を計上いたしました。

まして４１８万４,０００円を減額いたしま
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１４ページをお願いいたします。諸収入、

雑入におきまして、水源林造林事業収入とい

予算の総額を歳入歳出それぞれ６億８,７９

たしまして５,５１０万６,０００円を計上い

０万円とするものでございます。
補正の内容でございますが、歳入歳出とも

たしました。
高額医療費等納付金におきまして、重度心
身障害者高額医療費等納付金といたしまして

特に説明すべき事項がございませんので、説
明を省略させていただきます。
次に、６５ページをお願いいたします。議

３００万円を減額いたしました。
町債、土木債、都市計画債におきまして、

案第１３３号平成２１年度足寄町足寄都市計

まちづくり交付金事業債といたしまして１,

画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計補

１８０万円を減額いたしました。

正予算（第７号）について御説明を申し上げ

教育債、小学校債におきまして、足寄小学

ます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

校改築事業債といたしまして１,３７０万円

７,４６３万８,０００円を減額し、歳入歳出

を減額いたしました。
以上で、歳入を終わらさせていただきま

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億４万
９,０００円とするものでございます。

す。

歳出の主な事項から御説明申し上げます。

４ページにお戻りください。第２表繰越明

７２ページをお願いいたします。事業費、

許費２件をお願いいたしました。
第３表債務負担行為補正、変更１件をお願

委託料におきまして、事業区域地区界分筆業
務といたしまして２０１万６,０００円、区

いいたしました。
第４表地方債補正、変更２件をお願いいた

画道路調査設計業務といたしまして２００万
６,０００円、附帯事業調査設計業務といた

しました。
以上で、平成２１年度足寄町一般会計補正
予算（第１２号）についての説明を終わらさ

しまして２２８万９,０００円をそれぞれ計
上いたしました。
補償補てん及び賠償金におきまして、土地

せていただきます。
次に、特別会計について御説明いたしま

区画整理事業に伴う移転補償といたしまして
７,９３２万１,０００円を減額いたしまし

す。
３９ページをお願いいたします。議案第１

た。
以上で歳出を終わり、次に、歳入について

３１号平成２１年度足寄町国民健康保険事業
特別会計補正予算（第３号）について御説明

御説明申し上げます。
７０ページにお戻りください。保留地処分

を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５
８万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の

金といたしまして２０５万７,０００円を計
上いたしました。
繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金と

総額を歳入歳出それぞれ１２億１４万７,０

いたしまして５６０万６,０００円を減額い

００円とするものでございます。
補正の内容でございますが、歳入歳出とも

たしました。
町債、土地区画整理事業債におきまして、

特に説明すべき事項がございませんので、説

地方道路等整備事業債といたしまして９２０

明を省略させていただきます。
次に、４９ページをお願いいたします。議

万円、地方道路等整備事業債、地方特定道路

案第１３２号平成２１年度足寄町介護保険特

といたしまして６,２２０万円をそれぞれ減

別会計補正予算（第３号）について御説明を

額いたしました。
次に、６６ページにお戻りください。第２

申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
１,８００万５,０００円を追加し、歳入歳出

表地方債補正、変更１件をお願いいたしまし
た。
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次に、７５ページをお願いいたします。議

いたしました。

案第１３４号平成２１年度足寄町国民健康保

次に、収入について申し上げます。

険病院事業会計補正予算（第３号）について

病院事業収益、医業収益、外来収益におき
まして、一般外来収益といたしまして７９１

御説明を申し上げます。
収益的収入及び収益的支出の総額からそれ

万４,０００円を減額いたしました。

ぞれ４２１万８,０００円を減額し、収益的

その他医業収益、他会計負担金におきまし

収入及び収益的支出の総額をそれぞれ１０億

て、救急医療確保経費に対する一般会計負担

９,６１７万３,０００円とするものでござい

金といたしまして２９９万４,０００円を計

ます。

上いたしました。

次に、資本的収入の総額に７３万円を追加

医業外収益、負担金交付金、他会計負担金

し資本的収入額を４,６４３万１,０００円と

におきまして、インフルエンザ医薬品備蓄経

し、資本的支出の総額に１４６万円を追加し

費に対する一般会計負担金といたしまして１

資本的支出の総額を６,４６７万３,０００円

５１万円を計上いたしました。
次に、８０ページをお願いいたします。資

とするものでございます。
資本的収入額が資本的支出額に対して不足
する補正後の額１,８２４万２,０００円は、

本的収入及び支出でございますが、支出から
申し上げます。
資本的支出、建設改良費、有形固定資産購

過年度分損益勘定留保資金で補てんするもの

入費、機械備品購入費におきまして、医事検

であります。
次に、第４条で、議会の議決を経なければ
流用することができない経費といたしまし

査等システム接続装置一式といたしまして１
４６万円を計上いたしました。

て、職員給与費１１万２,０００円の減額補

次に、収入について申し上げます。

正をお願いしております。

資本的収入、一般会計出資金、負担区分に

次に、第５条で、棚卸資産の購入限度額を

よる一般会計出資金、他会計出資金におきま

１億１,５６２万３,０００円に変更をお願い

して、建設改良費に対する一般会計出資金と

してございます。

いたしまして７３万円を計上いたしました。
以上で、議案第１３０号平成２１年度足寄

補正の内容について申し上げます。
７８ページをお願いいたします。収益的収

町一般会計補正予算（第１２号）から議案第

入及び支出でございますが、支出から申し上

１３４号平成２１年度足寄町国民健康保険病

げます。

院事業会計補正予算（第３号）まで一括提案

病院事業費用、医業費用、給与費、賃金に

理由の御説明とさせていただきますので、御

おきまして、整形外科臨時医師賃金といたし

審議賜りますようお願いを申し上げます。

まして１６１万５,０００円を計上、眼科臨

○議長（吉田敏男君）

時医師賃金といたしまして２００万円を計

理由の説明を終わります。

これをもって、提案

上、一般臨時医師賃金といたしまして７０９

これから、議案第１３０号平成２１年度足

万円を減額、休日当直臨時医師賃金といたし

寄町一般会計補正予算（第１２号）の件の質

まして３０２万３,０００円を計上いたしま

疑を行います。
１６ページをお開きください。歳出から始

した。
材料費、医薬品におきまして、診療用医薬
品といたしまして８８０万３,０００円を減

めます。款で進めます。第１款議会費、質疑
はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

額いたしました。
給食材料費におきまして、患者用給食材料
といたしまして３５８万８,０００円を計上

○議長（吉田敏男君）
はございませんか。
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第２款総務費、質疑

なっておりまして、設計額につきましては４

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第３款民生費、質疑

８３万８,０００円のところ契約執行額が３
５１万７,０００円ということで、１３２万

はございませんか。

１,０００円が執行残となっております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

４点目のパワーハロウでございますが、こ

第４款衛生費、質疑

れも２台なんですが、１９６万の設計のとこ

はございませんか。

ろ１７８万５,０００円ということで、１７

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第６款農林水産業

万５,０００円が執行残となっております。
となっておりまして、それぞれの導入機械

費、質疑はございませんか。
９番

の減額となった理由につきましては、まずト

矢野利恵子君。
この農林水産業費

ラクターにつきましては、設計額算出の根拠

の中の防衛施設関連農業用施設設置事業が

につきましては、特定特殊自動車排出ガスの

１,０００万強減額になっているわけですけ

規制に関する法律の施行に伴いまして、トラ

れども、これはなぜなのか、お尋ねします。

クターについても排ガス規制の適用を受ける

○議長（吉田敏男君）

こととなったことから、各社とも排ガス規制

○９番（矢野利恵子君）

○経済課長（鈴木

経済課長、答弁。

泉君）

お答えいたしま

に伴うエンジン規格等の変更が生じまして、
また当時、鋼材価格も上昇していた現状をか

す。
補正の理由としましては、防衛施設関連農

んがみまして、さらには設計時点において

業用施設、農業機械なんですが、設置事業の

メーカーから正式な価格が発表されてなかっ

国庫補助金に伴う農業用機械導入について

たというような状況もございまして、総合的

は、当初予算計上額に対しまして執行残が発

に勘案し、設計金額が交付申請時の見積もり

生した理由としましては、昨年１２月時点で

価格より下回ることのないような金額で設計

実施設計をしておりまして、事業実施主体で

しておりましたが、結果、見込んだ額の価格

あります足寄町農協において３社の仮見積書

には至らなかったものであります。

を徴収しまして、設計書に基づきまして当初

次のビートハーベスターにつきましては、

予算計上をさせていただいたところでござい

実施設計時に導入予定機種が１月にかけて値

ます。

上げされる予定でありましたが、値上げ予想

その中で、導入農業機械につきましてはト

分と当時の鋼材価格の上昇分等を見越して設

ラクターが４台であります。設計費につきま

計しておりましたが、予想より値上げ幅が小

しては２,８０９万９,０００円でありまし

さく、また、先ほども申し上げたとおり鋼材

て、契約執行額につきましては２,０９０万

価格が落ちつきを取り戻したことから、結果

７,０００円となっておりまして、トラク

として執行残が発生したものでございます。

ターの執行残が７１９万２,０００円となっ

次のリパシブルプラウにつきましては、実
施設計段階ではハロウ装置というものを想定

ております。
続きまして、ビートハーベスターでござい

しておりましたが、その後、移動時に損傷し

ますが、これも４台でございますが、これに

やすいとの事例が判明したことから、導入後

つきましても設計額が１,２１６万８,０００

にむだな修理経費がかさむこと等を考慮し、

円のところ契約執行額が１,０６６万６,００

ハロウ部分を取り外した形で導入するに至っ

０円ということで、１５０万２,０００円の

たこと。
さらには、実施設計時における先ほども申

執行残となっております
三つ目のリパシブルプラウの関係でござい

しましたように鋼材価格の上昇とその後の推

ますが、これについても２台を購入すると

移を予想して設計額を算出しておりました
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午前１１時２１分

が、その後、価格が安定したため、結果とし
て実施設計価格を下回ったものでございま

○議長（吉田敏男君）

す。

再開をいたします。

再開

休憩を閉じ、会議を

最後のパワーハロウにつきましては、実施
◎

設計時における鋼材価格の上昇とその後の推

議運結果報告

移を予想して設計額を算出しておりました

○議長（吉田敏男君）

が、その後、価格が安定したため、結果とし

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

て実施設計価格を下回ったものでございま

議会運営委員会委員
井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

す。

議中会議の中断をいたしまして、まことに申

以上、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

９番

審

矢野利恵子

しわけございませんでした。
ただいま議会運営委員会の協議をさせてい

君。
○９番（矢野利恵子君）

とてもわかりやす

ただきまして、予算の審議の進め方について
整理をさせていただきました。

かったです。
○議長（吉田敏男君）

ます。歳出の最後の款の質疑が終了した後、

質疑はございませんか。

歳出における総括質疑を行います。次に歳入

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

審議は、歳出より款によって進めてまいり

他に農林水産業費、

次に、第８款土木

一括の質疑の後、歳入総括質疑を行います。
なお、第２条以降のある場合は、それぞれ

費、ございませんか。

の質疑を受け、それが終了後、全体に対する

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第９款消防費、ござ

総括質疑を行います。
なお、質疑のあり方について、総括につい

いませんか。

ては、原則として款ごとの関連のある質疑を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第１０款教育費、質

行うことといたします。
大変御迷惑をおかけいたしまして、ただい

疑はございませんか。

まの議会運営委員会の協議の結果を報告させ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

以上で、歳出を終わ

ていただきました。よろしくお願いいたしま
す。

ります。
８ページをお開きください。歳入に入りま
す。歳入一括で行います。質疑はございませ

○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

んか。
◎

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

○議長（吉田敏男君）

それでは、続行をい

たします。

か。
４番

議案第１３０号〜議案第１３４号（続）

歳入の総括のところでとまっておりますか

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

消防費の中の工事請

負費の中で、全国瞬時警報システム整備とい

ら、ここから始めたいと思います。歳入の総
括、ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

う工事の項目でちょっとお伺いをさせていた
だきたいと思いますけど、よろしいですか。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

ださい。第２表繰越明許費２件、これに質疑

暫時休憩いたしま

４ページにお戻りく

はございませんか。

す。
午前１０時３７分

休憩
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

第３表債務負担行為

の提案はわかりましたけど、その関連は減に

補正、変更１件、質疑はざいませんか。
８番

なってますでしょう、３２経営体が１８経営

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

経営体から１４経営体減ってますよね。今回

第３表の債務負担行

体で、今提案されているのは、確定したのは
８経営体で、残りはこれから、まだ確定して

為補正についてお尋ねいたします。
これは過般の１１月の臨時議会にも同様な

ないけど３億強が予想されますよと、この辺

関係の補正予算、債務負担行為補正がされま

はわかるんですけども、この辺の経営体数の

したけども、今回この内容を見ますと、６,

変更、この関係と、もう一つは、先ほど第１

０００万が増となって限度額が増されて補正

回目にお尋ねいたしましたように１１月補正

でございますけど、約でございますけど、こ

との絡み、その時点はこの状況はまだ、もっ

の内容についてね、それから１１月のことも

とも１０経営体が確定してないというんだか

含めてその関連について。

ら、ぎりぎり定例会まで引っ張ったという表

その時点ではこの債務負担補正が出せな

現が適切かどうか、ぎりぎりの段階までこの

かったのかどうか、現時点の補正の正当な理

ことがあったのかなと、執行上ね、そういう

由が何かあったのかどうか、内容もあわせ

ことは予測されますけども、しからば、１１

て、この提案のあり方等も含めてお尋ねをし

月末の臨時会の絡みの中でこれが仮に出る可

たいと存じます。

能性はあったのか、それからこれが同時に出

○議長（吉田敏男君）
○経済課長（鈴木

経済課長、答弁。

泉君）

答弁申し上げま

なかったその理由、何か相関関係あるんで
しょうか。
○議長（吉田敏男君）

す。
第３表の債務負担行為補正につきまして
は、スーパーＬ資金の貸し付けということで

○経済課長（鈴木

経済課長、答弁。

泉君）

お答えいたしま

す。

ございます。それで今回の変更につきまして

最初の変更前の３２経営体につきまして

は、当初８件、３２経営体ということで進め

は、当初計画の中で農協と協議した結果、予

ておりましたが、確定している分につきまし

想される経営体ということの３２経営体とい

ては８件の８経営体でございまして、残りこ

うことで当初進めてございましたけれども、

れから年度内に、１０経営体を年度内に貸し

ここに至って、今先ほど申しましたように１

付けを実行するという予定でございまして、

８経営体ということでそれが支持されたとい

当初計画したものから変更がございまして、

うことでございます。

それに貸付額の増額も加えられたことにより

それで前回においては、まだその中身につ

まして、今回、変更補正ということでござい

きましては、前回の段階ではまだこういった

ます。

ことが見えてないということもありまして、

それで、今申しましたように８経営体のう

前回につきましてはその段階のものを提案し

ちの既に確定している分につきましては５,

たものでございまして、今回さらに３２から

０１８万円となっておりまして、今後予定さ

１８経営体に変わったということにつきまし

れるものが３億３４万５,０００円というこ

て、今回提案するものでございます。

とで、トータル３億５,０５２万５,０００円

以上でございます。

ということに対する利子補給ということで限

○議長（吉田敏男君）

８番

度額を設定した中でございます。

○８番（高橋幸雄君）

問題は懸念するもの

高橋幸雄君。

は、確定しない１０経営体ですよね。今回債

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

務負担行為補正になってる３億強、これ金額

○８番（高橋幸雄君）

それで変更前の３２

ももちろん以内でございますんでね、もちろ
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んふえることは全くないんでしょうけども、

は、当初で議決されているものでございまし

この辺はなかなかあれですか、この定例会ま

て、随時貸し付けがございますということも

でなかなか読めないという問題があるんです

予想されまして、そういったことで当初で議

か。

決を得ているものでございます。

もちろん町が実際執行してるわけじゃござ

次に、基準金利でございますが、日本政策

いませんのでね、農業団体の絡みもあって、

金融公庫の貸付利率につきましては、一番高

そういうすくみの中でこの提案がなされてく

いというか、率の高いところでいきますと、

るということなんでしょうけども、これもう

１７年から２５年以下というところなんです

一つ、０.５％以内というんですけども、エ

が２.２５％となってございまして、そして

ンドユーザーという立場に立って、つまりそ

今回０.５％以内というのは上限でして、今

の経営体の実際町民ですよ、農業者ですよ

現在のところは０.３２％ということで進ん

ね、そうなったときの実質の利子補給という

でございまして、そのうち町が０.１６％、

のはどんなことになってるんでしょうか。

道が０.１６％ということでございまして、

今 、 提 案 さ れ た の は ０ .５ と わ か り ま す
よ、以内ですけど。実態エンドユーザーサイ
ドに立った場合は、どういう利子補給される

０.５％の根拠につきましてはそういったこ
とでございます。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

状況になってるのか、その辺は。
１１月の場合はこれ道の関係もありました

他に質疑はございま

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

んでね、今回は全くそういうことは、この補
正予算見る限り、ちょっとその辺がよく承知

○議長（吉田敏男君）

次に、第４表地方債

できないんですけども、この辺の絡みはどう

補正、変更２件、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

なってましょうか。
○議長（吉田敏男君）

暫時休憩をいたしま

○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。

す。
午前１１時３０分

休憩

次に、全体の総括はございませんか。

午前１１時４５分

再開

４番

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

全体での総括をさせ

ていただきたいと思います。

再開をいたします。

先に、今回第２表で繰越明許として消防費

経済課長、答弁。
まことに申しわ

の全国瞬時警報システム整備事業ということ

けないです。それで質問にお答えいたしま

で８７１万１,０００円、国からの交付金、

す。

また一般財源も含めた中で予算化されて、年

○経済課長（鈴木

泉君）

最初の質問でございます１１月の議決の案

度内にできないというのがこれで承知してる

件につきましては、これは大家畜の特別支援

んですが、これはまずいつごろまでに完成予

資金ということの関係でございまして、今回

定を考えているんですかね。

との関係につきましては、関係がございませ

年度内にできないというのは、このことに
よって予算化づけでわかるんですけど、まず

ん。
そして今回Ｌ資金ということでございます

完成の予測される時期をちょっとお答えをし

ので、先ほど申しましたように農業経営基盤

ていただきたいと思います。

強化資金の融資に伴う利子補給となってござ

○議長（吉田敏男君）

います。

○総務課長（大塚博正君）

それから、４月の３２経営体につきまして

ます。
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総務課長、答弁。
お答え申し上げ

この設備につきましては、国の方からの事
業ということでおりてきているものでござい

域的にバランスよく設置されてるなというふ
うには感じてはおります。

ますが、今現在の国の方のスケジュールとい

苦慮の設置の方法でないかなということは

たしまして、今年度については、今年度予算

よくおうかがいできるんですけど、現に私も

では動きますけれども、事業実施は今年度内

旭町の数件の方と、緑栄、南区、緑町、栄

にできないということで、明許繰越をお願い

町、それから旭町等の参考に住民の方に、２

するということでございますが、現在国の方

〜３人ずつですけど、本当にどうなんですか

で考えているスケジュールでいきますと、市

と、この音声の今使われてるスピーカーの状

町村の整備事業完了というのは、早くとも２

況はいかがなんですかとお聞きしたところ、

２年の夏以降になるのではないかということ

西町周辺は非常に鮮明に、大分よくなりまし

で全国的にとらえられているということで、

たよという意見でした。ですけど、旭町、緑

私の方もこれから業者等と協議しながら進め

栄関係が全く、全く、何かごもごも言ってる

るわけでございますけれども、全国的な事業

というのは聞こえると、だけど全く用をなし

でございますので、国の言っている期間的に

てないに近いんですと。

までにはかかるのかなという感触でおりま

私も実はことしの夏、熊の出没ということ
でスピーカーの伝達があったとき、外へ

す。
○議長（吉田敏男君）

４番井脇昌美君。

ちょっと出て見たら、熊という言葉は何とな

○４番（井脇昌美君）

このように事業目的

く聞こえたけど、それ以降の文言が聞き取れ

等説明もここで資料として添付されてますけ

ないと。

ど、人命に直接かかわるようなことでありま

今回このような大きな瞬時に対してのいわ

すから、なかなか国のいわば方針等々も沿う

ば住民に対してのいわば伝達方法が、スピー

た中で進めていかなければいけないという難

カーも通してこのような工事費を使われて、

しいとこもあろうと思いますけど、これは一

衛星システムも加わるらしいですけど、そう

日も早くいろんな機関を通してやっぱり整備

いうようなところをもう一回きっちりと私は

なり設置、きちっと考えていっていただきた

検証されるべきだと。
その検証の仕方も、ラジオの下に行っての

いと思います。
そこで、先ほど御迷惑をおかけしました歳

ぞいたようにして、ただ１対１の通信をやり

出の中で、この瞬時警報システム整備工事の

とりするような程度でなくて、やはり距離を

消防費の中でですけど、この金額が掲示され

２〜３００メートル置いた位置でちょっと各

ていると。

箇所の再チェックをされてはいいんでないだ

実は私も総務課へ行かれまして、その中で

ろうかなと。

各自このことによっての、先ほどもちらっと

４年ほど前ですかね、ちょっと話がもとに

発言権のないときにお話をさせていただいた

戻っていきますけど、自治連合会さんで一番

んですけど、事態が事態だけに、緊急事態だ

問題になっていたのは、このスピーカーの音

と想定した中で、住民に音声による伝達をさ

声が非常に聞き取れないと、これがそちらの

れるというそういうシステムだと。

役所の方にも言っておられたと思うんですけ

災害の無線ということで屋外のスピーカー

ど、非常に何を言ってるのか、音声は割れ

等々を利用されているということで、私も所

る、鮮明に聞こえないという話題にも実は

管の課の方にお邪魔をさせていただきまし

なったんです。

て、参考にこのいわばマップ、配置した１０

その後、町の所管の方々がいろんな苦労さ

個ですね、足寄町内に、マップをちょっと見

れたと思うんです。これも私がそういいなが

せていただいたんですよね。非常に全町内広

ら、気象条件だとかやはり風の状況、風った
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ら気象条件ですけど、それとか車の交通の状

さんあたりに配付されてるはずなんですけ

況によっては、これはなかなか難しいとこも

ど、これも実態としてどうなってるのかな

あろうと思うんです。

と。

ですけど、私はこのような人命に直接かか

まあ表現がちょっと適さないかもしれない

わるような、まして町の今の状況を考えます

けど、ただ投げた、ほら、すれと、あんたら

と、だんだんだんだん高齢化していってる、

回り順番で伝達してきちっと管理するんだよ

高齢化ということは耳も遠くなっていってる

と。

方が、やっぱり何とか、人命にかかわること

私も４年前、なぜ言うかというと、自治会

なもんですから、少しでも鮮明に聞こえる方

長をお世話なって実行したんですけど、この

法を、施策をやっぱり講じてほしいと。

個別の受信機預かったことないんですよ、私

このような大きな金額を今回あれされるに

自身はですよ。でも、ほかの自治会長さん

かかわって、余計ですね、私はもう一回検証

は、いや持ってるよと。ということは、前任

されたらいいんではなかろうかなと、この際

者からきっちりと移行をされてないというこ

ですね。

となんです。だからそのまず管理の方法が町

それと、この図面も非常に立派にできてる

としてなされてるのかなと。

んですけど、あら探しするわけでないんです

確かに今自治会長ですから、自治会長名簿

けど、設置場所が全く明記されてないんです

を見ればこの人だということはすぐわかりま

ね、これ図面。

す。ですけど、私はそうではないと思うんで

私も一瞬、これどこなんだろうなと、非常

す。

に精密な箇所はわかるんですけど、これどこ

これだけの緊急事態に関連するこのいわば

の位置に属するんだ、ああ、これがここの学

受信機を、年度がわりにやっぱり町の方がそ

校なんだな、ここはこれは児童館なのかなと

この自治会長さんのとこに行って回収する

かという、これ１０ヵ所設置されてるんです

と、そして新年度の新しい自治会長さんのと

けど、少なくともこのマップにですね、箇所

こに、きっちりとやはり取り扱いの方法なん

をどんどんどんどんあれするんじゃないです

かも説明して、私は１年間の任期なのか２年

けど、これだけの空欄があれば、やっぱり１

間の任期なのか、その自治体によってはわか

０ヵ所の①②と番号は御丁寧に振ってあるん

らないですけど、私はそういうような、こう

ですけど、１番はこれどこなんだべな、１番

いうのは本当に人命にかかわるような器具の

は、足寄高校あたりなのかな、１番は足寄高

一部ですから、されるのが僕よろしいんでは

校だとか、２番はどこどこだとか、私はね、

なかろうかなと。

職員の人が後からいろんなトラブルあったと

何かすべて放り、さっきも言ったように渡

き、私はすぐね、行動を起こせると思うんで

したまま、あんたこっちの方で自治会で管理

す。

してくださいよと、その間に私はそういう器

これじゃあ、やっぱり大体わかるにして

具のやはりチェック、いろんな機械の状況と

も、だれが見てもやっぱり瞬時にわかるよう

いうのをやはり点検しておく必要もあると思

な設置場所というのを私は必要だと思うんで

うんですよ。

すよ。そのような検証の仕方をまずされてい

それと取り扱いの方法も、やはり町の職員
の方がその自治会長さんの引き継いだ方のと

ただきたいと思います。
それと、この個別受信機というのが自治連
合会、自治会の会長さんあたりに町から、住

こに行って説明をされるということが大事だ
と思うんです。

民課さんかな、何かが係の担当の人で自治会

恐らくね、その状況をまず今まで２〜３点

の方に、この個別受信機というのを自治会長

お話しさせてもらったんですけど、どうなっ
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てるかお聞きをさせていただきたいと思いま

また、もう１点、個別受信機、聞こえない
ところも個別受信機ということもありまし

す。
ここで、暫時休憩を

て、一部地域によっては、栄町の方でしたか

いたします。昼食のため、１時まで休憩をい

ね、一部エリアから外れた部分については、

たします。

個別の受信機も対応しているというところも

○議長（吉田敏男君）

午後

０時００分

休憩

ありますが、また、防災上の観点から自治会

午後

１時００分

再開

の協力をお願いするということで、当初は設

休憩を閉じ、会議を

置しておりませんでしたけれども、途中から

○議長（吉田敏男君）

自治会の方にもお願いをするということで、

再開をいたします。
答弁から始めます。

自治会長さん、もしくは防災担当、それぞれ

総務課長、答弁。

自治会さんの役員構成等のこともありますの

○総務課長（大塚博正君）

お答えを申し上

で、自治会さんの動きと、役員の動きという
ものがございますので、そこら辺は自治会さ

げます。
防災無線にかかわりますスピーカーの聞こ

んにお任せをしているわけでございますけれ

えない地域ということでの御質問でございま

ども、自治会さんに１台設置をさせていただ

すが、かねてからこの防災無線の運営、管理

いて、配置をさせいただいて、その中で自治

上の問題でのスピーカーが住民に対して聞こ

会の中で協議していただいて、どこにつけて

えないということが過去からも言われている

おくのがベストかということで、自治会内お

わけでございますけれども、設置当初から、

互いが助け合えるような体制もということで

いろいろ専門業者が最大限聞こえる範囲内と

お願いをしてございまして、自治会に１台配

いうことでの市街地にスピーカー設置という

付というのは、井脇さんの言われたその１台

ことで、時間差で放送するということもあっ

というのは、そういうことで配付をしている

て、地域的にハモらないような状況ですと

ものでございまして、それを毎年、役員、自

か、そういった中でよりよい聞こえ方がする

治会かわるので、そのかわる都度、我々職員

範囲内ということでのエリア取りということ

が行って、新たになった役員のところにつけ

で、今現在あるその地区地区にスピーカーを

かえ設置をお願いするとかということをして

立てたという状況があるものですから、そこ

はどうかということでございましたが、ここ

のところは技術上スピーカーの上げ下げ、高

は防災にあってもまちづくりにあっても、お

さがあるんじゃないかという御意見もあっ

互いできることはしていただきたいという観

て、いろいろ業者とも相談しましたけれど

点から、自治会内でよく話し合っていただい

も、そういったことも既に協議をしておりま

て、自治会によっては、我々もまだ関知して

して、今の現状ではいくしか、足寄町の市街

いるわけじゃございませんので、自治会長さ

地の中ではこれが最大公約数的な聞こえ方と

んについているのか、総務部長さんについて

いうことでございますので、御了承いただき

いるのか、防災担当の班がありましてその班

たいなと思いますし、また新たに技術的なこ

長さんがつけているのかというのは、その自

とがあって手法がもしとれるとするならば、

治会さんの内部の役員体制の中で事情でつけ

今後また業者等とも相談しながら進めてまい

ていらっしゃると思いますので、そこは自治

りたいなと思いますが、いろいろ保守点検の

会さんの中でうまく運用していただければな

中でもお話はしてるんですが、業者の方とし

と思いますので、とにかくそういったことで

ては、これ以上は限界、技術的に限界だとい

自治会の中にあっては自主防災的な観点か

うこともございますので、御了解をいただき

ら、受信機の役員がかわれば移していただく

たいなと思います。

というようなことで御協力を願えればなとい
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私はされるべきだと思います。

うのが我々の考え方でございます。
また、その個別受信機の管理が非常にメン

それと、スピーカーのメーカーさんとの協

テができてないんじゃないかということでご

議、いろんな検証の中で限界という言葉が今

ざいますが、毎日５時に定時放送的にブザー

言葉に出ました。限界だったら、私は音響機

が鳴ったりしますから、個別受信機が異常が

器メーカーの本体は、今の時代に即した性能

あれば鳴らないとか、ランプがついていない

のいいもんじゃないんじゃないですか。

だとか、簡単な構造になってまして、電池も

もう何十年前に設置したのか何年前に設置

しくはコンセントに差し込めば、ただ音が流

したのか、これが限界だとしたら、住民の人

れてくるということのような受信機でござい

は聞こえないという意見が多いんですよ。こ

ますので、故障した際には聞こえなくなると

ちらの全町ではないですよ、聞こえないとい

いうのが原則的になってますので、そういっ

うことがはっきりしてるのに、限界だから

た異常のときには、私どもに届けていただけ

と、用をなさないものを、法に基づいて、最

れば、修繕するなり新しいものと取りかえさ

大いろんな法に基づいてしようがなしにつけ

せていただくというようなこと、手だてをし

なきゃいかんからつけてるわと、そして年に

ていきたいと思いますので、まずはこの辺は

定期的に何回か、やはりそれを住民課なのか

自治会内に御協力をよろしくお願いしたいと

総務課なのか、私もその辺の扱いの範囲はわ

思いますので、よろしく御理解のほどお願い

からないですけど、きっちりと職員の人があ

したいと思います。

る一定の距離を置いて常に調べられている、
調査されてるのかと。

以上で、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

４番

井脇昌美君。

本当に住民の言う人の意見が本当なのかと

○４番（井脇昌美君）

今のいわば受信機の

いう、私はやはりきめ細かに、気象条件の悪

回答もいただきました。自治会の協力を得、

いときとか多少風の強いときだったとか、気

またうまく活用なり運用をしていただきたい

象条件によってこれ音響はかなり変わってき

と。

ますから、私はこれだけ住民の生命に直接か

私はね、この辺は微妙な本当に何ていう

かわることが、今このスピーカーのこれ以上

か、責任の度合いを考えると、町は住民のや

鮮明には不可能だという限界という言葉を出

はり命、暮らしを守るという大きな使命感か

たとなったら、これは問題だと思いますよ。

らいうと、私はこれはね、ちょっとずさんだ

これは音響の１社なのか、その１社とどの

なと。大きな事故が起こってないからまだい

ような契約の方法になってるのかわからない

いんですよ。事故が生じたときに私はね、こ

ですけどね、効力のない音響の本体設置会

れ問われると思うんですよ。

社、それはないものは設置するんだったらあ

この管理そのものを私はね、これは協力を
得てという言葉は非常にいいようですけど、

きらめてもらわんとだめです、それだの性能
の器具しか売れないんだったら。

自治会は自治会なりのいわば責任の度合いと

本当にこのことは、この説明書にも書いて

いうのは、意識はやはりずっと低いですか

あるように、これはもういろんな中で広域的

ら、放り投げて私はね、そしたら一体この最

な緊急事態に対した伝達のシステムなわけで

終的な管理はだれがどうなってるんだと。

すから、限界が来てるんですと、いろいろ

ただ探知してる、音が鳴る、だからメンテ

やったけどこれ以上は、それだったらその本

ナンス面もそこで発見される、その程度だっ

体を変えるか何らかの形で、今回ましてこの

たらいいですけどね、やはりこういう町の大

ような国の費用が交付金として７００万、一

きな備品ですから、備品の管理というのは、

般財源から約１７０万のいわば補充をして大

やはりきっちりとやっぱりこの際徹底を今後

きな事態にも備えるということなわけですか
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ら、住民の人がやはり非常に不安視してると

だきたいと思います。

いうことは現実なんですから、やはりそのこ

○議長（吉田敏男君）

とはもう重大に受けとめてもらわないと私は

○副町長（田中幸壽君）

いけないなと、そのように思います。

す。

副町長、答弁。
お答えをいたしま

それと、先般も残念ながら火災が足寄町で

まず、防災無線のスピーカーの関係であり

も発生されました。これは非常に個々いろん

ますけれども、基本的には、これは従来防衛

な御意見があったです。ただ最小限、何か私

の周辺整備事業で整備した部分でございま

どもには、我々にはわかるようなわからない

す。

ような法で個人情報保護法というものがある

今回はハード部分での施工工事は伴ってお

もんですから、非常にある解釈によっては、

りませんけれども、今御指摘のように、町中

何か都合のいいような不都合のようなときに

に１１ヵ所程度のスピーカーの基地を設けて

言葉を用いるようなことで、これはしような

おりますけれども、それですべての個別の住

いとこもあると思うんですけど、この間は先

民にすべてが聞こえるような状況にはなって

般は非常に敏速に、どこどこの地区の何丁目

ないということで総務課長が申し上げたと思

が出火されてますときちっとスピーカーにも

いますけれども、それはそれぞれの今の実態

入られた、また一部では、何をごもごも言っ

として、スピーカーの能力、それからアンプ

てるのかわからないけど、その方向を言って

の能力等々からして、全部に聞こえるために

るんだなという、今のスピーカーの音声のい

はそれぞれまた個別、別な意味での改修等々

わば鮮明さの度合いが違う、地域によっては

があるんですけれども、住宅の中にいて聞こ

ですね、だけど私はそれも最小限いいことだ

えるのか聞こえないのか、外で聞こえるのか

と思うんです。

聞こえないのか。

ですからそちらの方向というのが、やっぱ

例えば住宅の中ですと、住宅の新しい家で

り肉親がおられる、大事な大事なおつき合い

あったり古い家であったり、そういった断熱

させていただいてる地域の人らの方角で火災

の問題等々もあって、しかもテレビを受信を

があったら、何とかお助けせにゃいかんと、

している最中だったとか、それによって個々

少しでもという、野次馬的な人らも世の中に

いろいろ条件が変わってきますので、今私ど

はいますから、これもいい悪いもありますけ

も申し上げているのは、そういったことを含

ど、私はね、その辺も非常に難しいんだけ

めて、いかに緊急性があったにしても、それ

ど、最小限この間のようなやっぱり方向を、

ぞれそういった条件をすべてクリアすること

いわば出火した方向を敏速に続けていってほ

ができないんだといってることを申し上げて

しいもんだなと。

いるつもりであります。

個人名は別としてもですよ、方向でこちら

じゃあ緊急で人命に関するのにそれでいい

の方から出火してると、こちらの方で大きな

のかということになると思うんですけれど

災害が起きたですよというやはり告知そのも

も、今回、予算の説明資料にありますけれど

のはきっちりと続けてほしいもんだなと。

も、緊急地震ですとか津波ですとかミサイル

そういうことで、前後しましたけど、この

攻撃ですとか、そういったいろいろに対応す

スピーカーの本体そのものの検証というのを

るということでのソフトのシステムを入れる

再度やってもらえるのかもらえないのか、そ

ということでございまして、当然これらのこ

れだけきっちりとお答えをいだいて、今回の

とが実態として起きたときには、当然無線で

私のこのいわば瞬時のシステムの整備事業の

第一報を伝えることになりますけれども、放

費用のことに対しての質問を終わりたいと思

送で、当然私ども本部としては、第２次、第

うんですけど、もう一度最後にお答えをいた

３次の体制をとっていくことになります。
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ですから、この一報だけで事すべてが完結
するわけではございませんので、当然２次、

いというのは、そういったことで御理解を願
いたいというふうに思います。

３次で、場合によっては別な形の中で住民周

以上でございます。

知をしていきますので、即刻、そういった体

○議長（吉田敏男君）

制が構築されるということも理解していただ

せんか。

きたいのと、もう一つ、自治会によってやっ

８番

他に総括、ございま

高橋幸雄君。

ぱり防災に関しての意識が違うということが

○８番（高橋幸雄君）

それでは私の方よ

わかりました。御指摘のとおりだと思いま

り、まず熱が冷めやらないうちに教育委員

す。

会、教育次長、非常に短い時間の一般質問の

具体的に言えば、一昨年ですね、旭町地区

答弁で大変失礼いたしました。ここで補正予

に自主防衛の組織というのが、自主的な組織

算に当たって、総括質疑に際してお尋ねをさ

がつくられました。地区連合で旭町地区全体

せていただきたいと存じます。

でやってるんですけれども、避難訓練も実施

まず、昨日の一般質問の教材備品等の関係
の中で、今回補正で減額になってるわけです

をしているところであります。
当然こういった大きな災害というのは、行

よね。これ当初予算、小学校費、中学校費、

政だとか警察だとか消防だけでは事済みませ

学校教育費の２目ですね、１目は違います、

ん。当然テロだとかといったら、警察権力だ

２目の関係の１８節、この予算、額的にはそ

とか自衛隊等々が動くんでしょうけれども、

れほどの額ではございません、両方足しまし

いずれにしても、町民と行政一体となった形

てもね。ただ、考え方としてね、こういうこ

の中で、こういった災害対応というのは結果

とでよろしいのかどうかということでちょっ

としてはやらざるを得ませんので、そういっ

とお尋ねしたいんですよ。

た部分で自治会の御協力をいただけなけれ

と申しますのは、予算そのものもまず国庫

ば、こういった災害対応というのは結果とし

支出金、要するに他に財源するものについて

てはでき切れないんだろうといったことで、

は小学校費１万なんですね、一般財源７２１

私どもは今進めているのは、各自治会、連合

万８,０００円、これ当初予算。中学校費に

会等々の会議もございますので、そういった

至りましても２万７,０００円の国庫支出金

意味で旭町地区を先駆的な取り組みとして、

で一般財源が７５２万８,０００円です。

各自治会にもこういった方向でぜひ御協力を

その状況で執行していって、ただいま提案

していただきたいということを、今後もっと

なってる補正予算の予算補正ということです

もっと積極的に呼びかけをしてまいりたいと

よね。要するに減額補正ですよね、要する

いうふうに思っています。

に。そこでこの歳入にかかわって、今回のこ

そういった部分でいけば、議員御指摘の回

ういう補正をしなきゃならんのかどうかとい

答にはならないのかもしれませんけれども、

うことですよね、しなきゃならんのかどう

これがすべて第一報で決まるものではないと

か。

いうことだけは御理解をいただいて、答弁と

例えば、午前中の質疑がありました農業団
体が自主的に事業を執行する防衛庁の関連の

したいと思います。
そしてもう１点、消防の関係でありますけ

農業予算の関係ございましたね、１,０００

れども、今回から防災無線でサイレンを鳴ら

万強、国庫支出金削減になりましたね。この

しております。これは基本的には第１分団の

場合と、この今の私がテーマにしてる教育行

招集のサイレンでございます。ですから最初

政にかかわる１８節の削減予算というのは同

の初期消火の段階で消防団員を呼ぶといった

一視すべきことなのかどうかということを

ことで、地域住民に具体的に細かく言えてな

ね、疑問を呈してるんですよ。
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その持つ意味はこういうことなんですよ。

防衛庁の関連補助事業たる農業団体が主体し

今政権交代になって、御案内のとおり今地方

ているの、こういうことはあり得るんです

自治法施行令に基づいて予算総計主義で一定

よ。

のことやってます。しかし、今回の麻生政権

だけど、これはもうまるっきり我が町の状

のときに政権交代がなりまして、予算をカッ

況に、あなた方に予算提案権がないだけに、

トしましたね。

当初予算で認められた８１億強の中に入って

これは別に仕分け人も何も関係ない、仕分

たんですね、これね。それが結果としてこう

け人というのは当初予算に対してのいろいろ

いう補正の状況になってるんですね。私はそ

やってるわけですから、そのときの議論の中

こでもう少し柔軟思考を働かせていかがか

でこういう議論が出たんですよ。民主党の首

と。

脳部の方がおっしゃった議論に、予算という

ただ、勘違いしていただいたら困るのはこ

のは、単年度でなくて複数年度でトータル的

ういうことなんですよ。最近はどうか私よく

に考えるべきだという議論が出たんですね。

承知してません、昔よくこういうことありま

そのためには関係法令の精査は当然必要で

した。そういうとこに勤めてた同級生が、会

すよ。私が申し上げたいのは、現行の地方自

計検査院が来るときね、要するに出先へ行っ

治法の施行令の中でそんな大きなことは言う

て予算を使い切らんかったら、予算つかない

つもり毛頭ありません。論点は一つ。

という形で、いろんなことをやったことをこ

まず、今の財源内訳等見ても、歳入の関係

の目にしてますけどね、この目にしてます。

見てもそういう状況でない、実質町が財源対

政権かわって、そういうこともいろいろと

応してるという先ほど示した数字、これは御

表ざたになって、いろいろと整理されてる現

案内のとおり、事務方御案内のとおりです

今でございますけども、ただ、私はそういう

ね。そこで申し上げたいのは、額は少額だけ

意味合いで持たれては困るんですけども、た

どもね、昨日の一般質問に、短い時間ではあ

だ、もう少し次年度に向けて、少しでもやっ

りましたけどね、実態が明らかになった経過

ぱり教育現場においてやるということについ

ございます。

ては、ただ一般的な予算のあり方として、こ

確かに図書購入費は全部消化してますね。

ういうことは一過性の中でとらえることをも

今回の予算補正に入ってません、当然。しか

うそろそろやっぱり改めて、いい意味でです

しながら、一方で今御案内のとおりの補正を

よ、予算を使い切るなんてそういう不謹慎な

提案してますよね。これをトータル的に学校

ことは提案してません、そういう必要性がな

現場考えたら、学校現場を考えましたらね、

くて、来年は全くないんだったら話は別です

来年全くないんなら話は別ですよ。それは考

よ、何もないんだったら話は別。
要するに今の款の教育費の中でね、その中

え方だと思うんですよ。
トータル的に現場がある場合は、現場があ

で２項、あるいは３項、要するに小学校費、

る場合は、例えば工事請負でしたら、一定の

中学校費、このものの中でもっとも新年度も

起点があって終点があって、これがすべてが

そういうことがない、学校現場もそういう心

終わったということになりますれば、あとそ

配や懸念なくきちっとやっていくんなら話は

の他何もないですね、一般論として。

別ですけど、その辺の考え方もあってしかる

学校現場というのはずっと継続されてます

べきかなという思いをね、額の問題でなく

よね。予算制度上はこういうことの中で提案

て、要するに教育現場を考えた理念からいっ

して執行していくと、楽器を買ったと、一定

てそういう思いをいたすもんですから、

のものを買ったけども、結果的に不用額に

ちょっとその辺のお考え方と、これから先に

なった、執行残が出たから。それは午前中の

向けて、どういう状況になるかわかりませ
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ん、今はまだ１２月定例会でございますんで

たい。
この政策については、私は全く異論を唱え

ね、１２月定例会。
しかし、この１８節予算というのはほとん

る必要はありません。むしろ逆に、考え方と

どもう、これもよく、まだ決算の委員会でご

しては、低金利時代ゆえにこの利子補給とい

ざいませんので承知しておりませんけど、中

うのは、国・道もろもろの絡みの一体の制度

身わかりません、今出てる提案の補正の数字

的なことはありますから、そういう思いもあ

だけ私はとらえさせていただいて理念を申し

りましょうけども、むしろ逆に、しからばそ

上げてるだけですよね。質問の趣旨御理解い

ういうことだったら、まだまだ違った方策も

ただけますね。その辺について考え方をお示

あるのかなという思いも政策論的にはありま

しいただきたいと、このように思うところで

すけど、そのことについては私は触れるつも

ございます。

りありません。

それでは、まだ待ってください、これは特

ただ、現実対応のこととしてさらにお聞き

別委員会でございませんので、本会議ですと

したいのは、私はよくわかんないが、３２経

３回に発言が制限されておりますんで、あな

営体があって、これ平成２１年度ったら今年

た方の方はこの程度に今回はまず、また次回

度ですよね、これは今補正予算なもんですか

の定例会はまた別にしまして、また答弁に

ら、このことは私はいいんですよ、それは。

よってまた再質問させていただきます。

議決をして了としてるわけですから。だけど

はい、次こちら、執行機関、それでは執行
機関にお尋ねをさせていただきます。まず、

今補正がちょっとわからないんですね、補正
が。

先ほどの債務負担行為の関係の補正の関係な

わからんというのは１８経営体、先ほど答

んですが、まずちょっと理解を、私自身がそ

弁はちょっといろいろと話しておりました。

んなに理解されていないんですが、能力の問

おりましたけど、ただ顕著に私の耳に残って

題もあるから、そしゃく能力の関係あるから

るのは、８経営体については確定してると、

個人差あるんですけども、もうちょっと実態

５,０００万強でございますと、まだ確定し

をきちっと浮き彫りにしてよろしいのかな

ていないのは残りの１０経営体でございまし

と、このように思うんですよ。

て、現段階で予算を提案を議会にしてる段階

先ほど言った答弁については、ちょっと聞

等については関係団体から確定数値が出て

き漏らしたということもありましたんで、理

る、それは恐らく３億強でありましょうと、

解がちょっとできない面もありますけど、た

こういうことは先ほどの答弁で明らかになっ

だ客観的には、休憩中にも、元農協の組合長

たんですよね。

さんなり元農協の役員の議長さんあたりに、

問題は、何でさ、３２経営体で２億９,０

いろいろとお勉強させていただいた経過あり

００万が６,０００万増になって、そのこと

ますけどね、ただ、この本質論に私は触れる

がしかも５,０００万が８経営体で、残りが

つもりは毛頭ありません。政策論に触れませ

１０経営体が３億強あるというその状況の経

ん。

済推移がわからないんですよ。数字としては

政策論に触れてこの予算があるとかないと
かって、いろんなことを言うといろんな話

とらえますけど、一般論としてはこういうこ
とになりませんでしょう。

が、もう話が出て誤解を招くこと多いんで、

３２経営体で２億９,０００万、議会にお

最近はインターネット通信だから、私の発言

認めいただいて債務負担行為、利子補給０.

はきちっと公になりますんで、その辺は誤解

５％にやっていただきましたと、今回議会で

を招く心配ないのかなと思っておりますけ

提案してお願いしてる補正の分については、

ど、この辺は誤解のないようにしていただき

これから下回って１８経営体はいいんです
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よ、下回って、以内を議決してるんだから。

残り１０経営体は決まらんけど、総額として

だけど内容が今度６,０００万ふえて経営

３億強で今お示ししてるトータル数字、要す

体ふえて、今の段階で３億強の１０経営体が

るに我々が認めた２億９,０００万から６,０

全くわからないけども、とりあえずこれ以内

００万強プラスしたことにとどまるだろうと

でひとつ利子補給したいんだと、これはスー

いうことの中での団体からの申し入れを受け

パーＬ資金であるんだと、これはそしゃくす

て行政が議会に提案してると、こういうふう

ると、今新たにこのことを利子、資金を変わ

に私は認識してるんですね。だからその辺も

るんでなくて、今の実際経営体の中で事項に

うちょっと、この種の予算というのは意外と

定めるような状況を、金融機関と、それから

わかりづらいんですよね。

農業者等も法人も含めて、それを借り入れで

いつこんなことやったと、例えばかつて開

きる方の一定の利子に対してこの資金を使い

拓農協さんの関係があったとき、やはり政権

たいということだと私は承知してるんですけ

は違いましたけどね、何とかその組織をあれ

どね、この辺の内容がちょっと希薄かなと思

しようといったとき、あのころ土曜閉庁であ

うんですよ。

りませんけど土・日曜も、どういうことで私

それと同時に、もう一つは、もう一つは、

がかかわったかどうかあれだけど、関係職員

このことが通常の当然利子補給補正、債務負

もリタイアされた方、町長もよく知ってらっ

担行為補正してるから、実質的にこれを利子

しゃるよね、当時担当課かにいらっしゃった

補給をすべく予算を提案するということにな

とき。

ろうかと思うんですね。これは単なる枠組み

いろんな形でああいう時限的なことはわか

ですから、今出してるのは、債務負担行為の

るんだけど、時限、だからあのときは、いや

枠組み。これは当然平成３１年度までです

いや、あのときは空く猶予期間が短くていい

か、これ、ですね、だから２３、だからそう

という話で、いや、１年ぐらいインターバル

いう状況で毎年そういうことでいくという数

あればあとはね、そんなんじゃおかしいじゃ

字、額が決まってます、パーセンテージ決

ないかと、１年ぐらいリタイアのインターバ

まってますと、上限がね、それは一般論とし

ルがあってすぐ返済できるんなら、こんな特

て、確定していつの時点で予算提案がなされ

別な議決を得てまで措置必要ないだろうと、

るような数字になるのかなと。

この数字指標を見るからにはそうならんか

これは従来もありますんで、１１月の末の

らって一定の、だけどみごとそれは当時の農

話、話ししましたけども、あれは大家畜、承

業団体もきちっとクリアしていただいてね、

知してます、メニューは承知してるの。だか

実際町民に一円も御迷惑かけない形でした経

らあの時点でこれは出せなかったのかという

過ありますね。

お聞きしてみたり、してるんですよ。あの補

金融機関がいろんな形で融資しないという

正が今回の定例会の補正ではいけなかったの

経過があってそういう特別な状況で、余りな

かと、こういうお尋ねの仕方、その辺の相違

い状況ですけどね、ああいう一定の短いもの

点はどこにあるんですかと。

は意外と我々もそしゃくしやすいし、議会の

一歩譲って、今の補正提案は、なるべく経
営体の１８経営体の要するに上限の額を、

皆さん方も理解、こういう長いスパンになる
と、そして何本も出ますでしょう。

ちょっとしたら３億でなくて３億５,０００

いつかの議会の中で債務負担行為、農業関

万になるかもしらんし３億３,０００万にな

係の債務負担行為の補正全額幾らですか、そ

る、それを定めるべく時間をずうっと絞り込

れを尋ねて実質の負担しなきゃならん額幾ら

んで時間かけたけど８経営体しか決まらん、

ですかとお尋ねしたんですけどね、それは

つまり総額５,０００万強しか決まらんと、

きょう同じようなことをお尋ねすると、また
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時間がかかりますんで、きょうはとどめて聞

け交付税の現計予算がございますんでね、今

きませんけど、ただ考え方として、きちっと

回は関連予算の補正はございませんけどね、

やっぱり議会の議決を求めるときにはね、丁

あわせてどのような数値でおさまっていくの

寧にやっぱりお示しする方が、それは住民に

かね、それと同時に町税はどうなっていくの

説明するということでもありますんでね、そ

かね、そうするとトータル的にね、トータル

の辺にちょっと再度、総括質疑に際してお尋

的に歳入歳出の平成２１年度の浮遊視的な予

ねしたいなと。

算規模は明らかになってまいりますよね、そ

次にお尋ねいたします。次に、今回当初予

れはどうなっていくのかと。

算８１億強から今回９１、約１０億ぐらい当

質問の趣旨御理解いただけましたでしょう

初予算、この当初予算、ここに今手元にござ

か。ありがとうございます。まず第１回、そ

いますけど、そこで今１２月定例会でござい

んなようなことでお尋ねをさせていただきた

ます、もう１定ございますけど、実質四半期

いと存じます。

しか残ってませんね。

○議長（吉田敏男君）

そこでお尋ねしたいのは、今今回４,３０
０万ほど基金繰入金も減額しました、減額は

○教育次長（森

教育次長、答弁。

和治君）

お答えいたしま

す。

財調ですから、それなりの利用の中で基金繰

私、教育委員会の方に対する御質問につき

り入れして資金運用して、なおかつ一定の資

ましては、１８款の備品購入費等の関係と、

金が入ってきて繰り入れもう一回戻したとい

それから歳入全般に占めます考え方というふ

う、これは大体当初予算からそれほど狂って

うに問題をとらえておりますので、それにつ

ないのかなとは思ってますけどね、今後今年

いてお答えしたいと思います。

度中ね、これからまだ四半期残ってますん

まず、教育費でございますけれども、教育

で、先へ向けて最終的にこの種のもの、大型

費そのものは、国費と町費をもって予算を計

事業はないけども、ないんではないかなとい

上するということが、日本全国これは皆同じ

うふうに予測しますけどもね、つまり歳出で

ような考え方でやっておると思います。

投資事業的に目されるようなそういう予算は

交付税につきましては、児童・生徒数、そ

もうないだろうなと思いますけど、あるとし

れから学級数、それから学校数、こういった

たらね、この状況だとまだあるような気もし

ものを基準として１８学級、それから７２０

ますけど、その辺もお示しいただきたい。

人というこういった定員をもとに、交付税と

そうなりますれば歳入の方も、歳入の方も
それ相当の、現状の中ではね、今私どもが補

して計算されて交付されているわけでござい
ます。

正予算、する予算の中では執行がかなわない

それらに入りました交付税につきまして

わけですから、しかるべく歳入も、歳入メ

は、当初予算で２１年度におきましては約５

ニューはよく承知しておりませんけど、その

億１,０００万になりますけれども、平年で

辺はちょっとお示しいただきたいなと、この

すと大体４億、工事費が伴わない場合は、大

ように思うところでございます。

体４億円程度の年間予算ということになって

なおかつ、そういうことになりますれば、

おります。

次に歳入の中で、一定の歳入のメニューなり

それで、ただいま御質問いただきました備

基金繰り入れはこれ以上ないのかということ

品購入費でございますけれども、今回の減額

と、それとあるとすれば歳入のメニューは何

につきましては、既に当初予算で計上いたし

なのかということ。

たものを執行いたしまして、その執行の残、

それとあわせて、一定の事業の投資事業あ

避難器具につきましては９,０００円、それ

るのに、もう交付税なんていうのは、これだ

から楽器につきましては７万１,０００円、
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それから配当用備品につきましては１６万

それで、畜特資金とこのＬ資金の違いとい

４,０００円という減額を計上させていただ

うのは、畜特資金の場合は一定の期間で一斉

きました。

にこうやるんですね。このＬ資金の場合につ

特に配当用備品につきましては、本来要求

いてはその都度なの、その都度やるんです

されておりましたアコーディオンを購入した

よ。例えば毎月やっていくんです。４月は例

いという学校からの要望で予算を計上したわ

えば安久津という経営体でやったり、５月は

けでございますが、学校の方から、廃校のア

審査整ったところで田中という経営体であっ

コーディオンを使って十分まだやっていける

たりということでございます。

ということで、新たに買わなくもよろしいと

それで一番当初、３月定例会で債務負担行

いうことで、この部分を減額するものであり

為の承認をいただいたのが、先ほど来から言

まして、そういったような執行残ということ

われている３２経営体でしたか、その分の利

で減額させていただきました。

子補給の分についても、当初予算で３７０万
強の予算をお認めいただいてるということで

以上で、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

ございます。

町長、答弁。
私の方から、債務

もう一つ、このＬ資金につきましては、生

負担行為の関係の仕組みといいますか、細か

産者、末端は実はゼロ金利なんですよ。北海

な部分は除きまして、説明をさせていただき

道が５０％、町が５０％という形で、現状で

たいというふうに思います。

は、これは１７年度から利子補給期間は１０

○町長（安久津勝彦君）

まず、先ほどの御質問の中でありました１
１月のときとの違いというのは、あれは先ほ

年ということでやっているというようなこと
でございます。

ども課長から答弁したとおり、畜特資金とい

それで、今もう１２月段階ということで、

う言葉で言っているすなわち過去の負債の整

一定の貸し付け実行もされてきたということ

理、これはわかりやすく言えば高金利の借入

も含めて整理をかけていった中で、先ほど課

金を低金利の資金に借り換えをする、これが

長が説明したとおり、もう融資実行したもの

畜特資金であります。

については８経営体、そして残りはまだ少し

今回お願いしている分につきましては、

残ってるけどもということで、今回、債務負

スーパーＬ資金ということで、これは新たな

担行為の変更ということでお願いをしている

例えば農地を取得するですとか、一定の要件

ということでございますので、御理解をいた

あるんですけれども、例を挙げますと、農地

だきたいなというふうに思います。

を取得するですとか、あるいは経営をさらに

以上でございます。

例えば規模拡大するですとか、そういったこ

○議長（吉田敏男君）

れも言葉をかえれば前向きといいますかね、

○副町長（田中幸壽君）

前向きな資金、費用に対する貸し付けという

お答えをしたいと思います。

副町長、答弁。
先ほどの御質問に

まず、今後の補正の見込みでありますけれ

ことでございます。
この貸し付けにつきましては、これは先ほ

ども、今現在、今回の補正をお願いをして一

ど言った畜特資金もそうでありますけれど

般会計９２億３,０００万円程度の予算にな

も、関係機関で融資協議会的なものを組織し

りますけれども、今後は今予定をしているの

ておりまして、その中で経営体個々の計画、

は、学校の耐震化事業の実施を予定しており

しっかり審査をして、この経営体は貸し付け

ます。

してもいいよというこんなことで最終的に決

この間、今年度予算も含めてなんですが、

定をし、貸し付けするということになりま

耐震診断、耐震補強の設計等々を今やってい

す。

るところでありまして、まだ設計中ではあり
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ますけれども、小学校４校、足寄小学校の耐

うことで考えておりまして、それに伴っての

震補強、大誉地小学校の屋体の補強、それと

純粋な一般財源というのは１〜２,０００万

芽登小学校の校舎補強、螺湾小学校の校舎及

円程度だろうというふうに思っております。

び屋体補強ということで、約２億円の事業費

それで財調の関係でございますけれども、
今回補正に伴って最終的には財調、公共建設

を想定をしているところであります。
それに対して、耐震補強については一定程

基金の取り崩しというのは約１億４,０００

度、点数によって補助率が変わってきますけ

万程度になってると思います。ですから今後

れども、最低は５０％から、２分の１から３

５億６,０００万円程度の事業費を補正をお

分の２ということになっておりまして、今回

願いをしても、そこで財調の取り崩しは、先

もう既にこの部分の内定は、文部省の補助金

ほどの一般財源１,０００万か２,０００万の

の内定はいただいているところであります。

部分での取り崩しというのがあるかというふ

ただ、補助裏の分、補助裏というか、補助

うに思っているところであります。

残の分については公共投資、麻生内閣の補正

それとあと、町債でありますけれども、先

予算の部分の公共投資という特別枠がありま

ほど言ったように恐らく、私どもは今要望し

すので、これは文部省的には５５％つくと

ているのは過疎債でございますけれども、こ

いったことで、歳入確保につきましては、そ

れは先ほど言った耐震補強、さらには足寄中

の補助と文部省と公共投資でほぼ満額補助で

学校の改築に伴って、約１億円ちょっとの町

いけるという判断をしているところでありま

債はふえていくというふうに思っていますけ

す。

れども、これは今のところまだ、もっと早く

次に、足寄中学校の屋体の耐震補強であり

予算計上すればよかったんですけれども、今

ますけれども、これは若干経過は報告をして

回の補正の中で国の補正の中での予算消化を

るかと思いますけれども、補強工事では対応

しておりますので、設計作業等々もその補正

ができないということで、危険改築で全面改

予算で対応しておりますから、２月いっぱい

築をすることにしております。

の工期になっておりますので、今工事中だと

これは耐力度調査等を踏まえて、これもま

いうことで、正確な工事費が出ていないとい

た文部省から内示をいただいておりますけれ

うことと、文部省の内定はいただいてますけ

ども、総工事費では約３億５,０００万円程

れども、公共投資の関係は内閣府だと思いま

度を考えております。

すけれども、そちらの方の内示が出ておりま

この分についても、先ほどと同じでありま

せんので、そういった部分で今の予定では、

すけれども、文部省の補助が５５％、残り分

１月末か２月初旬に臨時議会をお願いをし

については公共投資が５５％の対応というこ

て、その時点での補正を組まさせていただい

とで、この部分につきましては、すべてがそ

て、これは補正予算でありますから、繰越明

の補助ではいきませんので、５５％でいく

許の事業になるというふうに文部省的には言

と、どうしても補助率が低いものですから、

われておりますので、そういったことで御理

５５％ということで、この分では起債が生じ

解を願いたいと思います。
ただ、もう１点あるのは、ここに来て新し

ます。
今、過疎債にするか学校債にするか、その

く政権がかわって補正予算が組まれるといっ

結論はまだ出ておりませんけれども、いずれ

たことで、ただ、年内には多分、議会もござ

にしても、残額についてはほとんど起債対応

いませんので、国会がありませんので、恐ら

ができるということでございます。

くこれは繰越明許になろうかと思いますけれ

合わせて大体５億５,０００万から６,００

ども、その中で１７.２兆円の補正予算が組

０万円の補正予算を今後お願いをしたいとい

まれるとすれば、公共投資といいますか、道
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路補修だとか、具体的なメニュー、まだ具体

行というのは普通あり得ない話ですね。

的には出ておりませんけれども、一部私ども

我々議会に対して、この予算というものを

の町でも消化をできるような補正予算が組ま

お認めしてね、それが３項予算だったのか２

れるんだとすれば、今年度これもいずれかの

項予算の１８節なのか、アコーディオンです

時点でそういった情報を整理をして、来年度

から３項予算でしょうね、要するに中学校費

の繰越事業になるかと思いますけれども、そ

予算だと思いますけどね、それはやっぱりそ

ういった補正は考えているところでありま

の辺はきちっとやっぱりコンセンサスを得た

す。

中で、予算という重みとやっぱり血税投入と

これは相手のあることですから、メニュー

いう重みと、先ほどの農業予算とは全く関連

にもよりますけれども、そういったことで

ない単独の場合については、やっぱりあり得

ちょっと長くなりましたけれども、結論は、

ないミスマッチだというふうに私は思うんで

今回組まれた財政調整基金の取り崩し等々は

すよ。

大幅な変更というのはございません。ただ、

私が申し上げてるのはね、むしろそんな私

総額で５億６,０００万足していきますと９

がそれほど聞きたいような、余り聞きたくな

８億に近づいていくと、総額は、ということ

いような実態を答弁の中で明らかにされたわ

で御理解を願いたいと思います。

けですけどね、むしろやっぱりこういう状況
になれば、学校現場中心に従って、先ほどの

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

民主党政権がやった２ヵ年度予算ということ

○８番（高橋幸雄君）

まず、教育委員会か

でトータル的に経済振興を考えたらどうだろ

らお尋ねを再度させていただきます。問題は

うという発想も一時あったごとく、今申し上

教育費、１０款全体の予算は先ほど説明した

げてるのは、そこまでいくとは、国家予算で

ような枠組み、これは承知してる範囲です

あると国の法律改正もあるし、我が公共団体

ね。今１８節ね、１８節に限定して、それな

については当然ね、同じような状況にありま

りの学校現場との関係と、昨日私の一般質問

す、そこまでは言いませんけど、トータル的

との教材等の学校現場における状況の中での

に考えた場合、地教委として、何とか予算提

考え方をお尋ねをさせていただいてるんです

案権がないのに学校現場で聞いたけどもこう

よね。

いう予算をつけた、それはしっかりとして

そこで先ほどアコーディオンの話しました

やっぱりその成果を出していただいて、基本

けどね、そういうようなミスマッチみたいな

は何かというとエンドユーザー、つまりお子

ことは、本当に学校現場としてね、行政委員

さん方の子供、児童・生徒のために供すると

会、行政委員会の教育委員会の方としてもそ

いうことが大原則ですから、私はやっぱり

んなことが予算要求したと、学校現場でまだ

ハード的に、今これからの当該年度予算の関

使えるから、それ使うから買わなくていいわ

係で耐震の関係、小学校あるいは中学校の改

というようなそんなことがなってくると、実

築の関係の答弁ございましたけどね、そうい

際この予算を我々議会に出してることの持つ

うハード的なことも大事でしょう、当然。一

意味だって全然違ってきやせんか、そんなこ

定のメニューが来てますからね。
昨日の一般質問で申し上げておりますよう

とが。
そんな答弁は私は聞きたくなかったんだけ

に、学校の学校数だって、わずか私が３５年

ど、あなた正直だから、まことしなやかに、

目で４校、８校が、つまり合計１２校が５校

まことにその実態を今答弁したんでしょうけ

になったわけです、現状的にね。そのなるま

どね、私が申し上げてるのは、仮にそういう

でのいろんなプロセスがあるわけですよ。

こともあろうかと思いますけど、そういう執

当時の教育長から次長から教育委員会教育
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委員さん、父兄、ＰＴＡからもろもろの絡み

聞きたいな、来年の３月にまた聞きたいと

の中でここへ来た、むしろここまで来ます

思ってますけど、とりあえずきょう、この段

と、僕はやっぱりこれだけ学校数減って児童

階であなたが事務方の最高責任者として、実

数もこれだけいくと、意外とそういう意味で

質で教育おりますけどね、ちょっとその辺に

は、きょうも休憩中に国際バカロリアの教育

ついての考え方をお示しをしていただきたい

の話をちょっと資料をお見せしましたけど

と。

ね、あれまで、ああいうところまでハイレベ

次に町長部局、私が先ほど申し上げてるの

ルまでいかなくても、やっぱりむしろ緻密の

はね、１１月の補正のメニューも知ってる

あるね、一方で３５人学級が云々、以下の

し、初めての債務負担行為でもないし、中身

云々なんていう話、これは向こう側が先生で

もよく承知、そんなこともう承知の上なんで

すから、学校、小学校の連合会の全国連合会

すけど、ただ、たまたま１１月の末に議会が

の会長さんね、１１月２５日に文科省へ陳情

あったもんですから、それと今のこの議会と

に行ってますね。

ね、１日招集とどれほど差があるんですかと

だから私はやっぱり一般論として言わせて

いうことをお聞きしてるんですよ。

いただければ、科学技術が仕分けになった

中身は重々承知してる、初めての債務負担

と、ノーベル賞受賞者が行ったらテレビばっ

行為じゃないわけですから、実態はいやとい

かとらえてあるんですよ。教育関係者の小学

うほど知ってるんですけど、その辺はどうで

校の校長会、要するに全国の校長から会長

すかという意味でお尋してるんですよ、そう

行ったって、全然テレビにも映らないんだ、

いう意味でね。

実際はだけど１１月２５日に行ってるんです

一方で、農業政策ということでいいますれ

よ。それほど地道なものであるけども、一番

ば、金利安いといえども、なかなかやっぱり

大事なものであるというのさ。

多額負債がありますれば、それらに農業コス

したがって、あなた方も学校現場に携わっ

トにかかってきますんでね、すべてはこのＬ

てる行政執行する公のサポーターなの、公の

資金使えないんですよね。かなり選別されて

サポーター。そういう意味合いからすれば、

るんですよ、私の知るところでは。

この予算というものをきちっと執行していた

実際にこれ現実問題として農業者が、過日

だきたいし、ただ単なる予算総計主義とか、

の大家畜の債務負担行為額２本と今回のこれ

そういうことにとらわれないで、実際の予算

が１本で３本合わせたことが、農業者全体に

を議会で認めた、それをいかに有効適切に

かかわる負債額だといくんだったら最高ね、

ね、そして来年度学校がなくなって全部学校

それぐらいでしたら、そういうことにはなら

なくなるというんだったら話は別だ。

んはずですよ。

そうじゃないわけですから、それは現場、

むしろ違った形で、使えないプロパーもろ

学校現場通じて卒業しても入学者があって、

もろ含めて、プロパーということになれば、

数の問題は別として、そういうことを考えた

一定の資金調達金利もあってこんな有利な条

とき、やっぱり予算の使い方、学校現場の

件に、有利な農家にほど有利な条件で一定の

やっぱりサポートのあり方等もこういう予算

資金運用できるのが実態なんですよね。私は

を通じてしっかりしていただきたいなという

やっぱりそれ以外のとこにどういう手を差し

のが私の思いなんですよ。

伸べるれるのかなという思いはしてるんで

その辺について再度、今度は事務的なこと

す。常日ごろ思いしてるんですよね。

でなくて、これは教育長、事務長もことし定

それともう一つは、今回、今回というより

年と聞いてますが、本当は次長あたりにき

も、今年度非常に湿害が多うございまして、

ちっとやっぱりもう一回、もう一度次長から

知ってのとおり、大雨災害出た、その辺が状
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況はわかりましたけども、ただ、過日の議会

こで、ましてや私自身は全く執行に携わって

で一定の基盤整備の形はやりましたね、４０

おりませんので、その辺についてどうなるの

％、２０％、２０％、これは承知してます。

かなと。

議会もお認めしました。現状でどんな執行に

そうすると最終的には大体この今の大型規

なってるのか私は承知してません。もうだん

模の予算の５億５,０００万強が歳出規模に

だん凍結にも入りますね、やっぱりこういう

なって、今の９２億３,０００万強にオンさ

機会の中で、そういうことも含めて明らかに

れて大体こんな数字で９８億ぐらいでおさ

しておいた方が私はよろしいのかなという思

まって、片方の歳入は、さっき総論的に求め

いはしてるんですよ。

たような形で町債と一般財源、それはまあ、

それともう１点、その事業実態と、もう１

基金繰り入れ等もあの程度だと、こういう形

点はね、先ほどの金融に関するお話をしまし

で、そうすると総額はどうなのかなと、こん

たけども、そういう湿害対策の状況であっ

な思いをしてるんですが、その辺はいかがで

て、このＬ資金使えるなんていうのはもう本

しょうか。

当に、だけど実際の金融状況は、それを含め

それとあわせて、あわせて、何せ回数制限

て共済の問題もありましょうしね、もろもろ

あるもんですから、本当に質問する方も大変

問題を含めて現状の中で、まだ民主党政権、

なんですよ。あわせて、先ほどの農業のカ

所得方式導入しておりませんね、現段階では

バーリングする政策的なことなんですけど

ね、少なくとも当該年度はありませんので

ね、さっきからも何回も申し上げましたけど

ね、それどんな状況にあるのかね、その辺も

も、Ｌ資金なんか使えるとか制度資金使える

ちょっとこの際明らかにしていただきたいな

農家はまだいいんですよ。
僕さっきから言ってるように、そうです

と。
それから、次にお尋ねしたいのは、お尋ね

ね、ここ１年ぐらい、それはほとんど見てま

いたします。先ほど投資事業、これから大き

すから、農業団体の決算書。今までは農業団

な耐震もろもろ含めて５億５,０００万程度

体二つありました、二つとも何らかの形で組

の大型事業、投資事業的なものが予算提案さ

合員さんに見せていただいて勉強させていた

れると、一般財源は１〜２,０００万だろう

だきました。

と、基金もそれほどかからんと、起債等につ

今、農業団体一本になりましたから、今の

いても１億程度、過疎債を使えれば、した

農業団体の予算書、非常に見やすいんです

がって財政運営上、これはこれから想定して

ね。素人でもわかる財務証憑も明らかになっ

ますよと、こういうことの答弁でした。

て、これはどういうようなメニューなんだ

そこで私が再度１番に聞いたのは、それ

と、もう色づきで解説まで加えて、私のよう

じゃあしからば地方交付税はもうあれで満額

な能力に欠ける男も、全然利害関係ない男も

なんですかと、今回は全くさわっておりませ

すべてがわかるような総会提案の予算・決算

んねと、あるいは町税だって満額なんですか

書なんですね。

と、実質的に歳入未済額もろもろ考えたと

そういうことからいくと、今我々が、要す

き、実際どうなるんですかということがまず

るに我々がというより、町が金融的にカバー

見えてこない。

リングできる政策予算の例えば金融一つに

３月の段階でどの程度見えるか、３月だっ

絞っても占めるシェア率というね、それほど

て、出納閉鎖期の３月末に議会が開会するわ

でもないのかなって、これだけあるとすれ

けじゃありませんので、それは４月、出納閉

ば、どういうところにこういう実際は農業団

鎖期になってから３月議会をやれば、もう当

体が政策を遂行する、行政がどういうことで

然確定はできますけど、今予測のつかないと

かかわり合って、特に今年度の場合みたいな
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場合はね、どんなことでかかわり合ってうカ

読みどおりでいつもはおさまっているところ

バーリングできる限度なのかなとか、やるべ

でありまして、もう１点、町税の関係でござ

きことなのかなということを日々ずっと考え

いますけれども、私ども行政としては、毎月

て、あの災害の結果出て基盤整備やった以降

毎月、昨年度対比で徴収状況の数値でチェッ

ずっと考えておったんですよ。

クをしていっているところであります。１１

今回一般質も考えたんですけども、所管委
員長ということもあってね、私はまだ現段階

月分のチェックまででいくと、昨年ベースで
大体進んできているのが事実であります。

そういう立場にないから、そういう意味では

ただ、担当部局の方から言われているの

あれなんですけど、そういうことがあって質

は、法人町民税がやっぱり落ち込むかもしれ

問いたしませんでしたけど、その辺も非常に

ないといったことで、今後の今の経済動向の

重要関心事でありますんで、この際、定例議

大きな影響を受けるとこでありますから、そ

会でありますんで総括質疑を通じてお尋ねを

ういった部分では、今の時点で大丈夫かと言

させていただきたいと思いますが、いかがで

われても、なかなか返事が難しくなってくる

しょうか。

のかなというふうに思ってます。

○議長（吉田敏男君）
○教育次長（森

そういった部分で先ほどの大型事業を補正

教育次長、答弁。

和治君）

お答えいたしま

をしても、歳入的には大きな取り崩し等々は
ないと申し上げたのは、もう一つあるのは、

す。
学校教材、特に１８節の備品等につきまし

３月決算で不用額の整理等々がこれからされ

ては、今後とも学校と十分協議を行うととも

ますので、そういった部分からいけば、燃料

に、少しでも学校が授業がやりやすいよう

高騰だとか、そういったこの間あったような

に、必要なものは整備していきたいというふ

事情も今のところありませんので、大きな事

うに考えております。これを機に、十分精査

業、先ほど一番最後に申し上げたように鳩山

して対応したいと考えております。

内閣の補正予算がどれほど出てくるかによっ
ては、若干状況が変わるのかなと思いますけ

以上で、答弁とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

れども、今のまま推移をすれば、大きな歳入

副町長、答弁。
それでは、予算の

欠陥等々に結びつくような事柄はないのかな

関係を先に、まず地方交付税の関係でありま

といったことでございますので、御理解のほ

すけれども、普通交付税、臨時財政対策債、

どよろしくお願いしたいと思います。

この部分はもう既に額が確定しておりまし

○議長（吉田敏男君）

て、その決定額で補正が済んでおります。

○町長（安久津勝彦君）

○副町長（田中幸壽君）

町長、答弁。
債務負担行為にか

もう１点だけ、特別交付税だけが額が確定

かわる部分で、まず提案時期の問題につきま

をしておりませんで、当初予算では３億９,

しては、畜特資金の場合につきましては、貸

０００万円の予算措置をしているところであ

し付け実行日が基本的に１１月３０日という

ります。

ことになってございますから、これはやはり

これは昨年の実績額のマイナス５.３％で

議会でしっかり議決をもらっておかないとま

予算計上をしておりますけれども、この部分

ずいということで、臨時会で提案をさせてい

については、３月の初めでないと正式な通知

ただいたということでございます。

が来ませんので、全国的に大きな災害等が

なお、Ｌ資金につきましては、一定の整理

あって、それとか北海道で特にどこかの市町

がついた今定例会で提案をさせていただいて

村が災害等々で大きく食われる、食われると

るということでございます。

いう言葉は悪いですけれども、財源措置がさ

なお、ほかの今年度冷湿害に伴う対策等々

れる等々がそういったことがなければ、大体

を含めて、あるいは所得補償制度、今年度は
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品目横断、品目横断って、今名前は変わりま

と考えておりますので、以上で答弁といたし

したけれども、そこら辺の状況、今ちょっと

ます。

手元に資料がございませんので、少し休憩を

○議長（吉田敏男君）

８番

いただいて、ちょっと整理をさせていただき

○８番（高橋幸雄君）

今、農業湿害問題３

たいというふうに思いますので、よろしくお

点が出ました。７０％以上だと、暗渠残って

願いをします。

ると。いずれにしても、ことしまだそれほど

○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

高橋幸雄君。

寒さが厳しくてね、どんどん凍結が進んでる
なんていう状況でありませんけど、これも遺

いたします。
午後

２時０６分

休憩

憾なくひとつ速やかにして、なおかつ町とし

午後

２時２５分

再開

ても４０％負担している経緯もあり、きちっ

休憩を閉じ、会議を

としたやっぱりチェック機能を果たしていた

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

だいて、しかるべきにはしかるべく所管委員

経済課長、答弁。

会等に一定の報告をしていただきたいもんだ

○経済課長（鈴木

泉君）

まことに休憩を

なと。

いただきましておわびいたします。それで

できれば３月、つまり平成２２年度第１回

は、３点の高橋議員の御質問にお答えしたい

定例会あたりになると、総枠的なことは行政

と思います。

報告がなされてればなおよろしいのかなと、

まず、１点目の湿害対策の実施状況でござ
いますが、現在のところ７０％以上が進んで
おりまして、一部暗渠が残っているような状

こんなような思いをいたしておりますんで、
その辺の考え方をまずお聞きしたいと。
次に、こういう湿害対策があり、まずはそ
の辺の経済の実態が明らかにされてない、承

況でございます。
２点目の農業所得補償及び共済金の影響
額、損害額につきましては、まだこちらの方

知してないということもちょっと不可思議だ
なと。

に情報としていただいておりませんが、近日

そのことの持つ意味はこういうことなんで

中にはそういったことで報告がなされるのか

すよ。１１月の債務負担行為補正があって一

なということで考えてございます。

定の金融にかかわるものあり、そして今回の

３点目の新たな制度として考えてるのかと

もの、一定の金融に関する農業経済の債務負

いう御質問でございますが、先般、１２月７

担行為の補正もありと、こういうことはやは

日に十勝支庁で、平成２１年度冷湿害等災害

り相あわせるとね、極論から言うと、先ほど

対策にかかわる説明会が開催されておりま

のあえてそんな債務負担行為のメニューにつ

す。

いての解説は全く必要ありませんけど、きょ

その中で今現在、１２月の道議会の４定の

うも町長もきめ細かく答弁されておりました

中で予算が提案中でございますが、新たな事

けどね、今回の問題も答弁お聞きしましたけ

業としまして、冷湿害等農業経営維持資金融

ど、だけども、さりとてその辺もトータル的

通事業というのがございまして、これが今新

になってるのかどうかということ、私は全然

たに検討されてございます。

見えてこない、見えてこないんですよね。

その中でこの事業について一部申し上げま

Ｌ資金だったらもう、全然もう別な次元の

すと、利子の助成率が０.４５から０.９％の

話かなという思いもいたしますし、だからそ

範囲内で市町村が利子助成した場合、その６

の辺の要するに経済政策効果がどうのこうの

割が道が負担していただけるという新たな制

なんていう、私はそういうことを申し上げる

度でございます。

つもりはありませんけども、ただ一つ言える

こういった資金も今後検討してまいりたい

ことは、客観的に我々素人が見ても明々白々
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な状況の中で、すべて経済行為ですから、そ

れたという、理事者が意思決定をして、その

れがやっぱり基幹産業という位置づけの中か

政策を導入するというふうに受けとめてよろ

ら考えたら、どの程度行政がカバーリングし

しいのかどうかの確認をこの際しておきたい

なきゃならない、そのためには実態、それを

んてすよ。

担ってる経済団体がどの程度きちっと押さえ

道議会は提案したよと、こんな形でこれに

て行政に対してね、だって、債務負担行為の

向けて今予算提案してる、道議会開会中で終

お願いに来て一定の中でやってきてる経過

わってませんけどね、だけどその中の対応と

あって、今、議会に提案してるわけだから、

して、これに対しても資金対応やっぱりせざ

そういうことになりますれば、そのぐらいの

るを得ないと。

ことはやっぱりつまびらかにやっぱり承知し

昔はやっぱり冷害があったら、一般論で言
わせていただれば、僕の記憶に間違いなけれ

てしかるべきかなと。
しかし、相手の言ってないことに承知せと

ば、いわゆるマル勘資金的なもの出ると、意

いったって、これは無理もあろうことは承知

外と農業団体の金融が幅が持てるというか、

してます。要するに行政がみずから執行して

場合によってはそれなりの対応もそれなり

るわけでございませんので。しかしながら、

に、相当昔の話ですから、今、時代が違いま

やっぱりこういう機会をとらまえて、当然

すんで、６％金利の時代のお話し申し上げて

やっぱりそういう議論が出るということは必

るわけですからね、違うかもしれませんけ

要なわけですから、その辺もしっかりと押さ

ど、一般論としてそういうことがあることは

えていただく努力があってしかるべきだな

否めない事実なんですね。
だから、今回そのことがこれだけの利子補

と。
ただ、主要団体に対する批判論は私は避け

給が道がする、そしてそれを町村がやるとす

たいと思いますけどね、行政としてそのぐら

ればその６０％はカバーリングして道は財政

いはいかがなもんだろうかなという疑問を呈

支出をすると、そうするとそれは先ほど申し

さざるを得ないんですよ。

上げたような状況に数学的になりますんで、

次に３点目、今この畑作業の状況を見た中

先ほど担当課長は、もうそれをすると言わん

で、今、道議会で、この間十勝支庁の説明会

ばかりなことだったんですけど、その辺の政

であったと、今の担当課長の答弁、０.４５

策意思決定はされて、そのことは要するに当

から０.９までの利子補給をやると、そのう

該農業団体に対して、あるいは当該農業者に

ち、その利子補給のうち補給をした公共団体

対してね、足寄町の安久津町長として今回の

にはその６０％を道でもって公共団体にした

金融対策としてね、今基盤整備は終わりまし

いって、財政出動よろしいよと、こういう提

た、それはそのとおり、御案内のとおり議会

案をしてるということですね。

も可決しました。今報告あったとおりです。

それ裏を返すとあれですね、今債務負担行

あとチェックして成果を待つだけと。

為補正やった０.５％以内、これは一定のス

だけど、今の３点目の分については未来形

パンはございますけどね、０.５４％なんで

ですからね、そういうふうにに受けとめてよ

すよね。例えば上限の仮に０.９％足寄町が

ろしいのか、確認の意味で最終お尋ねをした

やるとしたら、その負担は０.５４来るわけ

いと思います。いかがでしょうか。

ですから、残りは足寄町が負担たってそれほ

○議長（吉田敏男君）

ど大きくはありませんよね。

○町長（安久津勝彦君）

そういうことを考えると、今何か担当課長

町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

は、もう意思決定したごとくのような答弁

まず、先ほど経済課長からお答えをいたし

だったんですけどね、そういう意思決定をさ

ましたことしのちょっと異常なまでの冷湿害
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の被害という部分で、そこでいわゆる品目横

がやっぱり非常に大きな問題だというそんな

断の補償、あるいは共済金の補てん、この状

話もお聞きしてますから、その辺も含めてで

況が一体どうだったのか、そしてそこを補て

きるだけ早く懇談の場を持って、少し意見交

んされた後どれぐらいの被害額といいますか

換をしてまいりたいなというふうに思ってお

ね、この詳細はまだ掌握してないという、そ

ります。

ういう意味では、本当に御指摘のとおり本当

また、あわせて、この政策懇話会のときに

にそんな悠長なことでいいのかというこれは

私も思っていたのは、仮に町独自で何かを打

御指摘免れないなというふうに思っておりま

てるとしたら、やっぱり一定の資金のことぐ

す。早急に、そこのことも含めて農業団体と

らいしかないのかなと、そのときにただ利子

連携をとりながら、一刻も早く状況をつかま

補給までとなると、これは本当に議会の方と

えたいなというふうに思います。

もしっかり打ち合わせさせてもらわなきゃい

それから次に、じゃあ我が町の対策という
ことでございますけれども、これは先ほども

けないなと、こんなふうにも思っておりまし
た。

ありました当然町独自の対策ということで、

そのときにも、北海道としても何らかの対

特に水のたまるところの緊急避難的な対策を

策を考えるという情報は得ておりました。そ

やろう、これ確認をしたのも、農業政策懇話

こでその資金的なものについては、北海道の

会というところで、ことしの現状を踏まえて

対策の状況も見ていきたいというこんなこと

何が対策必要なんだということで、まずは当

でございました。

面してこれだということでここに絞ったとい

そこで、先ほど課長がお答えしたとおり、
北海道も今開催している定例会の中で具体的

うことでございます。
さらに、帯広近郊周辺は、後半の天候回復

な案が提案がされたと。先ほどお答えしたと

で一定程度作況が回復した、この差は何なの

おり、我々の末端のところも、これは議決に

かというと、やっぱり基盤整備の差だという

なるんだろうとは思いますけれども、まだ説

ことがこれは農協の幹部も認識しておりまし

明会が開催されたばかりということでござい

て、であれば、引き続き新年度以降事業メ

ます。

ニューを探して、そういったことも含めて道

まだ決定したわけじゃございませんけれど

なり国なりに要望していく必要もあるのかと

も、少なくとも北海道も含めてそういった制

いうことも含めて、打ち合わせをさせていた

度が確立されるということであれば、これは

だいたわけでありますけれども、これまた年

当然私どもとしては、我が町としても可能で

内に、また私自身も組合長を初めちょっとお

あればそれに乗っていきたいと。

会いをする機会をつくって、その辺のことも

当然その条件が整って、さらには借り入れ

協議をしたいというふうに思ってますけれど

をしたいという生産者がいるとすれば、これ

も、ちょっと非公式な話で聞くところにより

は農協とも打ち合わせをしながら、最終的に

ますと、やはりいっとき北海道が独自にパ

は議会とも相談をさせていただいて、私は前

ワーアップ事業で、末端生産者５％負担でい

向きに取り組んでいきたいというふうに考え

ろんな事業ができたというこの程度の負担で

てるという、現段階はそういうことでござい

あれば、当然やりたいという気持ちはたくさ

ます。

んの方が持ってる、当然持っているというふ

以上でございます。

うにはお聞きしましたけれども、これがどう

○議長（吉田敏男君）

いうメニューがあるのかということも含め

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

て、最終的には生産者が末端でどれだけの手
出しといいますか、負担になるのかと、ここ

他に総括、ございま

○議長（吉田敏男君）

― 30 ―

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）

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１３０号平成２１年度足
寄町一般会計補正予算（第１２号）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
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１３０号平成２１年度
足寄町一般会計補正予算（第１２号）の件
は、原案のとおり可決されました。
ここで、暫時休憩をいたします。
午後

２時４０分

休憩

午後

２時５０分

再開

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。
◎

延会の議決

○議長（吉田敏男君）

ここで、お諮りをい

たします。
本日は、これで延会をしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、本日はこれで延会にすること
を決定をいたしました。
◎

延会宣告

○議長（吉田敏男君）

本日は、これで延会

といたします。
次回の会議は、１２月１４日午前１０時よ
り開会をいたします。
午後

２時５１分

延会
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