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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＜Ｐ４＞

日程第２

会期の決定について＜Ｐ４＞

日程第３

行政報告（町長・教育委員長）＜Ｐ４〜Ｐ６＞

日程第４

議案第１号

平成２１年度足寄町一般会計補正予算（第１３号）＜Ｐ６〜Ｐ１
８＞
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日程第５

議案第２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２号）
＜Ｐ１８〜Ｐ１９＞
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午前１０時００分

開会

す。
目下、先ほど申し上げたとおり地元の企業

◎

が受注できるような公共事業ということで、

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

全員の出席でござい

目下その内容の整理に努めております。
今後この国の予算が参議院でも可決をされ

ます。ただいまから、平成２２年第１回足寄

てから、本格的な交付申請等々の具体的な手

町議会臨時会を開会をいたします。

続になってくるというふうに思っておりま
◎

す。

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

我が町にとりましても、これはありがたい

町長安久津勝彦君か

交付金制度でありますから、認められる限度

ら招集のごあいさつがございます。

額に採択されるべく、事業の洗い出しも含め

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

議長のお許しをい

ただきましたので、２２年第１回足寄町議会

て作業を進めていきたいというふうに考えて
ございます。
なお、確定次第、また議会の方に必要な予

臨時会招集に際しましてのごあいさつを一言

算提案等々含めてお願いをしたいというふう

申し上げます。
まず、昨年、政権交代がなされて予算の関

に考えておりますので、現段階、概要であり

係、とりわけ新年度予算案の関係について

ますけれども、報告ということとさせていた

も、不透明な部分がたくさんあるということ

だきたいというふうに思います。
次に、本日予定しております案件について

で報告をしておりました。
目下、２２年度新年度予算編成、鋭意進め

お話をさせていただきます。

ているわけでございますけれども、そういっ

まず、私の方から行政報告１件、さらには

た中にあって平成２１年度の国レベルで２１

教育委員会の方から行政報告１件、予定して

年度の第２次補正予算、これが衆議院通過を

ございます。
審議をお願いをいたします議案といたしま

されたということで新聞報道があったところ

しては、平成２１年度の足寄町一般会計補正

でございます。
この中で我が町に関係のある部分といいま

予算、さらには２１年度の公共下水道事業特

すか、少し見えている部分、現段階の概要で

別会計補正予算１件ということで、２件の議

ありますけれども、報告をさせていただきた

案をお願いをしております。
また、一般会計補正予算の中には、新聞で

いというふうに思います。
この補正予算の中で地域活性化きめ細かな
臨時交付金というこの交付金制度が盛り込ま

御案内のとおり、これは大変うれしい知らせ
がありました。

れております。この事業の趣旨といたしまし

新聞で御案内のとおり、足寄中学校のス

ては、一つに経済対策、さらには雇用対策、

ケート部が全道大会で優秀な成績をおさめま

とりわけ地元の中小企業・零細事業者が受注

して、男子４名、女子１名の計５名が長野県

できるような事業、これはソフト事業はだめ

で開催をされます全国大会に出場権を得たと

で、公共事業というような趣旨でございま

いうことでございますから、この出場にかか

す。

わる助成、補助金についてもこの補正予算の

現段階、国の方から、あくまでも予定であ

中に含んでおりますので、あわせて御審議を

りますけれども、足寄町に配分される限度

いただきたいということを申し上げまして、

額、これは概略示されておりまして、約１億

簡単でございますけれども、臨時会招集に際

２,０００万程度の額が限度額として配分に

してのごあいさつとさせていただきます。ど

なるのかなと、こんな情報が参っておりま

うぞよろしくお願いいたします。
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◎
◎

○議長（吉田敏男君）

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

行政報告

これから、本日の会

日程第３

行政報告

を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。

議を開きます。
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。
町長安久津勝彦君。

です。

○町長（安久津勝彦君）
◎

ただきましたので、行政報告を申し上げま

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

議長のお許しをい

会議録署

す。
土地区画整理事業にかかわる訴訟等の現状

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

についてでございますが、平成２１年１２月

規定によって、９番矢野利恵子君、１０番谷

４日開催の第４回定例会において御報告いた

口二郎君を指名をいたします。

しました、仮換地指定処分取消等請求事件の
現状について御報告申し上げます。

◎

平成２１年１０月９日付で札幌高等裁判所

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

ては、平成２１年第１７号事件として第二民

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

事部に、また、控訴人・丸山公嗣氏ほか２名

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

に控訴されました控訴人・浅川雅巳氏につい

本

日開催されました第１回臨時議会に伴います

については、平成２１年第１６号事件として
第三民事部に配属されました。
第二民事部に配属された第１７号事件の浅

議会運営委員会の協議の結果を御報告いたし

川雅巳氏の第１回口頭弁論については、平成

ます。
会期は、本日１日限りでございます。

２２年２月１０日午後１時１０分より、第三

本日は、議案第１号、議案第２号を即決で

民事部に配属された第１６号事件の丸山公嗣
氏ほか２名については、平成２２年３月４日

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

て開催されることになっております。

告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

午後１時１０分より、札幌高等裁判所におい
施行者といたしましては、法に従って行っ

これにて、議会運営

てきた本件仮換地指定処分が適法であること

委員会委員長の報告を終わります。

を、委任弁護士を通じて改めて札幌高等裁判
◎

所法廷の場にて主張してまいりたいと考えて

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

日程第２

会期決定

おります。
次に、平成２１年１１月２４日開催の第８

の件を議題といたします。
お諮りをいたします。

回臨時会において御報告しました建物収去土

本臨時会の会期は、本日１日間としたいと

地明渡請求事件につきましては、平成２１年
１２月２０日にすべての建物収去工事が完了

思います。これに御異議ございませんか。

したことから、翌２１日、執行官から原告代

（「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

理人弁護士に対して執行調書により土地の明
け渡しが行われました。

す。

なお、建物収去土地明渡請求事件にかかわ

したがって、会期は、本日１日間に決定を
いたしました。

る諸費用につきましては、債権の額を２万
１,０４０円と確定し債務者に請求しました
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行事などへの影響を最小限に抑えるため、夏

が、本日現在、未納の状況であります。
また、強制執行に要した費用につきまして

期休業期間に集中的に工事を行うこととし、

は、その額を確定すべく釧路地方裁判所帯広

補強工事の規模が少ない螺湾小学校校舎・屋

支部に申し立てを行い、確定次第、債務者に

内体育館については、９月末までの完成を予

請求する予定でございますので、引き続いて

定しております。
また、足寄小学校校舎、大誉地小学校屋内

の御理解と御協力を賜りますようお願い申し
上げ、御報告とさせていただきます。

体育館、芽登小学校校舎については、耐震補

○議長（吉田敏男君）

次に、教育委員会か

強工事内容も複雑・多岐にわたることから、

ら教育行政報告の申し出がありました。これ

学校の休日を利用しながら工事を継続し、１

を許します。

１月末をめどに完成する予定であります。
小学校耐震化工事が終了しますと、ＩＳ値

教育委員長星崎隆雄君。
議長のお許し

（構造耐震指標）は、文部科学省が示す補強

をいただきましたので、教育委員会より行政

後の設定基準が０.７０をすべて上回り、本

報告を行います。

町における小学校校舎及び屋内体育館は１０

○教育委員長（星崎隆雄君）

本臨時会に予算計上させていただきました

０％耐震化されることとなります。
次に、ＩＳ値（構造耐震指標）０.３０以

小学校耐震化事業及び足寄中学校改築事業に

下で現地改築を行います足寄中学校屋内体育

ついて御報告申し上げます。
平成２１年第２回定例会で議決をいただき

館は、木造平家建て、延び床面積１,０５７

ました小学校耐震化実施設計業務、及び平成

平方メートル、工事費３億６,２１９万８,０

２１年第６回臨時会で決議をいただきました

００円を予算計上し、歳入として、安全・安

足寄中学校屋内体育館の実施設計業務につき

心な学校づくり交付金１億９,７３８万８,０

まして、現在実施中ではありますが、概算工

００円、地域活性化公共投資臨時交付金８,

事費がまとまりましたので、今回、事業実施

７９４万５,０００円、過疎債６,１９０万

に係る経費を予算計上させていただきまし

円、残り１,４９６万５,０００円を町単費負

た。

担で計上しました。

これらは、平成２１年度国の補正予算によ

事業のうち、解体工事については年度内に

る安全・安心な学校づくり交付金事業とあわ

契約を締結するとともに、改築工事の契約及

せて、地域活性化公共投資臨時交付金を活用

び工事については新年度で行うこととし、４

するもので、平成２２年度に繰り越して実施

月の入学式などの学校行事終了後から既存屋

できることとなっております。

内体育館の解体工事に着手する予定でありま

最初に、小学校耐震化事業では、工事費と

す。

して２億１,５４８万２,０００円を予算計上

屋内体育館の建築工事は、解体工事終了後

するとともに、歳入として、安全・安心な学

に着手し、平成２３年３月の学校行事に供用

校づくり交付金１億６６８万７,０００円、

開始できるよう、平成２３年２月末までの工

地域活性化公共投資臨時交付金４,８２８万

事完成を予定しております。

２,０００円、過疎債５,８７０万円、残り１

なお、現在の屋内体育館が使用できない期

８１万３,０００円を町単費負担で計上しま

間は、授業、学校行事への影響を最小限に抑

した。

えるため、隣接する体育武道館や総合体育館

これらの事業は、年度内に契約を締結し、

などを利用いたします。

工事については新年度へ繰り越して実施する

危険な施設の早期解決を図り、今後も安

もので、耐震補強工事として内部壁の取りか

全・安心な学校づくりを進めてまいりますの

えなどの工事を行うことから、学校の授業、

で、御理解と御支援を賜りますようお願い申
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し上げ、報告といたします。

節内流用で対応してまいりました。このため

○議長（吉田敏男君）

に光熱水費等の今後の執行予算に不足を生じ

これで、行政報告を

るということで、４９万６,０００円の補正

終わります。

をお願いするものでございます。
◎

次に、教育費、教育総務費、事務局費にお

議案第１号
議案第１

きまして、旅費といたしまして全国中学校ス

号平成２１年度足寄町一般会計補正予算（第

ケート大会出場に伴います指導者として同行

１３号）の件を議題といたします。

いたします職員の普通旅費１４万１,０００

○議長（吉田敏男君）

日程第４

本件について、提案理由の説明を求めま

円を計上いたしました。
小学校費、学校管理費におきまして、工事

す。

請負費といたしまして小学校耐震化の事業と

総務課長大塚博正君。
ただいま議題と

いうことで足寄小学校校舎、芽登小学校校

なりました議案第１号平成２１年度足寄町一

舎、螺湾小学校校舎、大誉地小学校屋体、螺

般会計補正予算（第１３号）につきまして、

湾小学校屋体の耐震補強工事ということで、

提案理由の御説明を申し上げます。

総額２億１,５４８万２,０００円を計上いた

○総務課長（大塚博正君）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５

しました。

億８,１９２万８,０００円を追加し、歳入歳

学校教育費、扶助費におきまして、要保

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９８億１,

護・準要保護児童就学援助費７万４,０００

２３２万９,０００円とするものでございま

円を計上いたしました。
次、中学校費、学校教育費におきまして、

す。
歳出から御説明申し上げます。

負担金補助及び交付金といたしまして全国中

１０ページをお開きいただきたいと思いま

学校スケート大会に出場する足寄中学校ス

す。総務費、選挙費、農業委員会選挙費でご

ケート部５名に対します生徒文化スポーツ大

ざいますが、本年３月執行の選挙関係経費、

会補助金としまして５２万３,０００円を計

総額で１９５万４,０００円を計上いたしま

上いたしました。
次に、学校建設費、役務費といたししまし

した。
次に、農林水産業費、林業費、林業振興費
におきまして、負担金補助及び交付金といた

て、建築確認等手数料といたしまして３４万
２,０００円を計上いたしました。
工事請負費におきましては、足寄中学校屋

しまして森林整備地域活動支援交付金１８万

体改築工事３億３,８６６万７,０００円、足

３,０００円を計上いたしました。
次に、土木費、道路橋梁費、土木車両管理
費におきまして、賃金といたしまして除雪に

寄中学校屋体解体工事２,３５３万１,０００
円をそれぞれ計上いたしました。
以上で歳出を終わりまして、次に歳入につ

伴います業務補助賃金５３万５,０００円を

いて申し上げます。

計上させていただきました。
１２ページをお願いをいたします。都市計

８ページにお戻りいただきたいと思いま

画費、公園管理におきまして、需用費といた

す。国庫支出金、国庫補助金、教育費国庫補

しまして光熱水費４９万６,０００円を計上

助金におきまして、小学校費国庫補助金とい

いたしました。

たしまして小学校耐震化事業国庫交付金１億

この補正につきましては、１２月に里見が

６６８万７,０００円、地域活性化公共投資

丘の水道施設のポンプに故障が生じまして、

臨時交付金４,８２８万２,０００円を計上い

急遽修繕をしなければならないという事態が

たしました。

生じまして予算不足となりましたことから、
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中学校費国庫補助金といたまして足寄中学

（「なし」と呼ぶ者あり）

校改築事業国庫交付金１億９,７３８万８,０
００円、地域活性化公共投資臨時交付金８,

○議長（吉田敏男君）

第６款農林水産業

７９４万５,０００円をそれぞれ計上してご

費、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ざいます。
次に、繰入金、基金繰入金におきまして、
財政調整基金繰入金といたしまして２,０８

○議長（吉田敏男君）
はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

２万４,０００円を計上し、本補正予算の財

○議長（吉田敏男君）

源調整としてございます。
次に町債、過疎対策事業債におきまして、

第８款土木費、質疑

第１０款教育費、質

疑はございませんか。
８番

小学校耐震化事業債５,８７０万円、足寄中

高橋幸雄君。

学校改築事業債６,１９０万円をそれぞれ計

○８番（高橋幸雄君）

上してございます。

報告を踏まえて予算措置の提案がなされまし

以上で、歳入の説明を終わらせていただき

今回、先ほどの行政

た。そこでこの耐震化問題については、過去
この問題について、国レベル等でのことはよ

ます。
次に、４ページにお戻りをいただきたいと

く承知しておりますけど、この際、予算も計

存じます。第２表繰越明許費補正、追加でご

上されたこともあり、具体的にちょっとお尋

ざいますが、小学校耐震化事業２億１,５４

ねをして見識を深めたいなと思いますので、

８万２,０００円、足寄中学校改築事業３億

御答弁方お願いいたします。
まず第１点、この補正予算の予算措置の中

６,２２５万４,０００円の２件を追加でお願

で、説明資料等にもございますけどね、全く

いをしてございます。
次に、第３表債務負担行為補正でございま

私、ほとんどわからんですけど、特にわから

すが、追加１件をお願いしてございまして、

ん分野なものですから、この際、予算提案等

一般廃棄物収集運搬業務委託といたしまし

を含めて具体的に、我々の全く知識のない目

て、２２年度からの事業実施３ヵ年分という

線でも理解し得るような言葉で御答弁いただ

ことで、限度額１億３,６４６万７,０００円

きたい。
それは何かと申しますと、ＩＳ値、これ具

以内ということで追加１件お願いしてござい

体的にどういうことなのか、私よくわからな

ます。
第４表地方債補正、変更１件でございます

いんですよね。０.７を満たしてない、いろ

が、過疎対策事業債の変更１件をお願いして

んなことを書かれておりますけど、これ具体

ございます。

的にどんな状況の場合こういう数値が出て、

以上で、議案第１号平成２１年度足寄町一

この持つ数値の意味は何なのか、一般町民が

般会計補正予算（第１３号）の提案理由の御

わかるようにちょっと説明していただきたい

説明とさせていただきます。御審議のほどよ

なと。
もう一つ次にお尋ねしますけど、今回予算

ろしくお願いを申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

設計、先ほどの行政報告があって設計委託が
所定の予算措置をして議会で議決になって、

理由の説明を終わります。
これから、議案第１号平成２１年度足寄町

それについて今度は事業実施できるべく今回

一般会計補正予算（第１３号）の件の質疑を

１５節予算として提案になったわけですよ

行います。

ね。だからそういうようなＩＳ値も含めて具

１０ページをお開きください。歳出から進

体的にどんな形の中でこういう数値になっ

めます。款で進めます。第２款総務費、質疑

て、それぞれの学校の耐震補強の積算がなさ

はございませんか。

れていくのか。
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一番我々わかりやすいのは、例えば足寄中

具体的にどういう、今は１月のきょう何日で

学校の解体、屋体改築工事なんてこんな、こ

した、１月の２６日か、これから春休みが

れはそれ総体にね、一般的に社会通念上わか

あったりいろいろありますね、一般論で考え

る話ですよね。

ますれば。あるいは次夏休みある。

だけどこの耐震補強というのは、どんな形

繰越明許してるもんですから当然そういう

のことでもって、そういうことの国で定める

ことを設定、夏休みも設定できますね。それ

数値に満たないから、今提案されてるような

を具体的にその工事はどういう形の中でそう

国の予算措置等もあってね、それぞれの公共

いうプランニングがなされてね、その工期と

団体が議会に予算提案するんだ、その内容が

いうものが定められていくのか、特殊なだけ

全く見えてこないんですよね。これだけでは

に。
真っさらなとこに建てたり、何も関係ない

私全くわからんと思いますよ。私は少なくと

とこをやるとは全くわけ違うわけですから、

もわからないんですよね。
通常の新築工事だったらば、一般論として

これはやっぱり予算説明資料の中で、やはり

ね、立米幾らぐらいかかるだろうなと、ある

こういう私の経験したことのないこういう工

いは木だったらこれぐらいは加算されるなと

事の内容ですからね、恐らく私が経験したな

いうことは、社会通念上、私の知識でも大体

いったら、他の議員だれも経験したことない

アバウト的にわかるけど、まるっきりこうい

ですよね。恐らく行政だって初めての試みだ

う予算審議をしたことないもんですからね、

と思うんですよ。

私が３５年で初めての経験ですよ、これね。

偽装問題から起き上がって国レベルの問題

他の議員さんはわかってらっしゃるかどう

になりましたよね。だからそういうことの中

か、担当課が担当委員会に説明したかどう

でこれはやっぱり命と安全を含めて、これは

か、私はその辺は承知しておらん、私の段階

国が、公共団体がお金がないからっても、そ

では全く承知してないわけですから、これど

んな状況に置けないだろうと。

うしてこういう積算数値がなされていくのか

ある日突然、もう思い出したくないアメリ

ね、これをつまびらかにちょっとわかるよう

カのあの航空機事故で、あのように見てる間

に、金額も金額ですからね、やっぱり説明し

にどんどんどんどん崩れ去っていきましたよ

てくださいよ、レジュメ等も含めて。

ね、あの場合は。だからそういうことを予測

言葉だけではなかなか私は理解しにくいん

してると思うんですよね、耐震構造も。これ

でないかな、単なる哲学理念を申し上げるわ

が高層であれば高層であるほど被害が甚大だ

けでないですから。

と。そういう意味合いからいくと、この３点

次にもう一つ、今、行政報告の中でいろん
な工期が示されましたね。工期が示されまし

セット、ちょっときちっと説明してくださ
い。何かレジュメ等も含めて。

た。この工事は、ただいま螺湾小学校の場合

さっぱりわからん中で私、予算を議決する

についてはね、工事の規模からいってこの程

ような無責任なことできませんので、御説明

度でできるよとこの行政報告で示されてます

いただいてからね、国の措置等はすべてわか

けど、やはり今の足寄中学校の屋体改築は別

りました。これは国の財政措置てすからこれ

途の場所へね、横へ建物建てるもんですか

は明確にわかりますよね。内容がわからない

ら、現況を残しながらね。

んです。御説明願います。

あるいは今の武道館を使いながら総合体育

○議長（吉田敏男君）

館、いろんな利用があるんですけど、この種

○教育次長（森

の場合の夏休みとか、本校舎なもんですから

す。

ね、いろんなこと、休暇とか言ってるけど、
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教育次長、答弁。

和治君）

お答えいたしま

まず最初に、御質問のＩＳ値について御説

明申し上げます。ＩＳ値、俗に言う構造耐震

ては、地震に対して倒壊または崩壊する危険

指標というものにつきましては、建物の耐震

性が低いというふうに言われておりまして、

性能をあらわす標語というふうに言われてお

文部省の通知によりますと、補強後の数値が

りまして、これは地震力に対する建物の強

おおむね０.７を超える数値で耐震補強をす

度、それから地震力に対する建物のじん性、

るようにというようなことになってございま

まあ粘りというんでしょうかね、こういった

す。
そこで、先ほどの御質問にありました各学

ものが大きいほど耐震性能が高くなるという

校につきまして、どのような工事を行うのか

ふうに言われております。
この値がＩＳ値というふうになってござい

というような御質問かと思いますので、それ

まして、ＩＳ値といいますと、算式でいいま

ぞれの学校につきまして御説明申し上げたい

すとＥ掛けるＳＤ掛けるＴというようなこと

と思います。

になるんでございましょうけれども、私も、

まず、足寄小学校の耐震補強工事について

ちょっと技術的なことは、はっきりとは申し

でございますが、内部の壁を１階で２ヵ所、

上げるほど知識もございませんが、私なりに

それから２階で１ヵ所を耐震補強壁（高橋議

参酌いたしまして御説明申し上げますと、保

員発言）

有性能基本指標と、俗に言うＩＳを求めるに

○議長（吉田敏男君）

８番

当たって最も重要な指標というふうにされて

○８番（高橋幸雄君）

そういうるる述べら

おりますのがＥのＯという数値でございま

れたってね、みんな残りますか、きちっと。

す。

そしゃくできませんでしょう。

高橋幸雄君。

それから、ＳＤといいますのは、形状指標

概念論はわかってるわけだから、耐震構造

といいまして平面とか立面状態の非成形性を

のそんなもの、今急に我々が承知した言葉

考慮する指標ということで、建物のバランス

じゃないんですから、具体的にどういうこと

というんでしょうかね、こういったものを示

を意味して、どういうことになってどうだと

す数値というふうに言われております。

いうことはわかってますから。

また、Ｔというのは経年、建ててから何年

具体的に今予算提示をしてる当該学校につ

たったかと、こういったような数値でござい

いて、具体的にどういうことだったんですか

まして、ＩＳ値といいますのは、ただいま申

ということをお尋ねしてるわけだから、１校

し上げましたＥのＯ、それからＳＤ、それか

１校そうやって述べていったって、皆さんそ

らＴ、これらをすべて掛け合わせた数値とい

しゃくできるかい。できませんでしょう。
次長の能力だったらできる、私はとてもで

うふうになってございます。
すなわち、建物の強度が低く粘りが弱い、

きない。だからそれは皆さんにね、このこと

あるいは建物の形状やバランスが悪い、建物

が納得できるかできないとかという問題でな

が劣化が激しい、こういったような場合は耐

いわけさ。そうでしょう。

震性能が非常に低くなると、耐震性能が低い

言って説明してることを納得できないから

ということで、つまりＩＳ値が０.３以下の

予算が認めれんとか認めれるとか、そういう

場合は、地震に対して倒壊する危険性が非常

レベルでなくて、きちっと熟知した中でき

に高いというふうに言われております。

ちっと予算審議をしたいと、こういうことな

また、０.３から０.６の間におきます数値

わけだから、だからそのためにやっぱりき

につきましては、地震に対して倒壊または崩

ちっとしたものを出して皆さんにね、皆さん

壊する危険性があるというふうに言われてお

は要らんかしらんけど、私だけでもきちっと

ります。

示して、こういうことで提示したこの額をこ

それから、０.６を上回る場合につきまし

ういう形で検索した、それから先ほど学校の
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工期の関係も、螺小と芽登と足寄小は要する

あわせてつけておりますけれども、工程表を

に違うわけだからさ、耐震の工事の内容が違

お配りをしておりますので、確認を願いたい

うことによって工期が違うんですから。

と思います。

いずれにしても当該年度、つまり今別途の

それでは、答弁をさせていただきます。ま

予算補正している状況の予算措置をしなきゃ

ず、御質問の学校の耐震化の関係でございま

できない、工事が完了しないということです

すけれども、これは大きな地震があったとい

からね、それは行政報告で知ってるから、そ

うことで、国は昭和５６年以前の建物につい

れをつまびらかにして出してくださいと言っ

て調査をし、補強をするといったことが前提

てるんてすよ。長々と答弁しなくても結構で

になっております。
５７年以降は何でいいのかといいますと、

すから。
○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

建築基準法の耐震設計が、新基準というのが
５７年以降は新基準で設計をされております

いたします。
午前１０時３６分

休憩

ので、５６年以前の建物についてのみ耐震診

午前１０時３９分

再開

断、耐震補強をするいったことになってござ

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

います。
私どもの町も、文部省の指示等々に基づい

再開をいたします。
資料作成のために、時間が３０分程度かか
るということございます。ですから１１時１
０分再開といたしたいと思います。それまで

て耐震診断、耐震補強をこの間実施をしてる
と、そういったことでございます。
１枚目の表について御説明をいたしますけ
れども、先ほど教育委員会の次長がお答えを

休憩をいたします。
午前１０時４０分

休憩

したように、ＩＳ値については、建築物の耐

午前１１時１４分

再開

震性能をあらわす指標をＩＳ値として呼んで

休憩を閉じ、会議を

おりまして、その数字が大きいほど、耐震性

○議長（吉田敏男君）

が高いということになります。

再開をいたします。

それで、ＩＳ値が０.３以下であれば、改

副町長の答弁から行います。

築もしくは３分の２の補助で補強をすると、

副町長、答弁。
答弁調整のため長

補強後のＩＳ値はすべて０.７以上にしなさ

時間にわたって議会をストップさせてしまっ

いと、そういった基準がございまして、いず

て、大変申しわけありません。

れも耐震診断のＩＳ値については、かなり私

○副町長（田中幸壽君）

ただいまお手元に資料を配らさせていただ

もこういったことで、こういったことという

いております。資料がちょっと複数あります

か、建築におりましたので、本来でいけばす

ので、最初に資料の確認をさせていただきま

ぐ理解をしなきゃいけないんですけれども、

す。

なかなか構造計算の場合は特殊なことであり

１枚目のペーパーとして、耐震補強後のＩ

まして、なかなか難しいということで、簡単

Ｓ値についてということで表をお配りをして

に言えば、私どもは委託をしています。業者

おります。

に委託をして、それをこの数値については国

その次に足寄小学校、螺湾小学校、芽登小

の定める法律に基づいた耐震診断判定委員会

学校、それから大誉地小学校、各小学校の今

というのがございますので、そこで最終的に

回の耐震補強の概要について図面をお配りを

この建物はＩＳ値が幾らだという判定をして

しております。

ございます。

一番最後に耐震補強関係の工程表、今予定

その数値というのが、この１枚目の表の若

している工程表、中学校屋体改築の工程表を

干右側になりますが補強前のＩＳ値、足寄小
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学校でいけば０.３９、大誉地小学校の校舎

るよりもいっそ、いっそのことって言葉悪い

が０.８４、屋体が０.１３、それから芽登小

ですけれども、危険改築として認められるの

学校の校舎は０.４４、螺湾小学校が０.６、

で改築をした方がいいということもあって、

螺湾小学校の屋体が０.１、足寄中学校は０.

今回は全面改築という形で予算を計上させて

２４という形になってございます。これは国

いただいております。
表については以上で、次に、じゃあどう

の定める判定委員会が認めた決定された数値

いった補強をするのかという御質問でござい

でございます。
それで文部省では、一番下に書いてありま
すけれども、０.７以上でしなさいと、補強

ます。足寄小学校の部分について御説明をい
たします。

をして０.７以上にこの数字を上げなさいと

どちらかというと姿図というか、立面図が

いうことで、これまた設計を委託をして、ま

４枚目ぐらいに載ってるかと思いますけれど

だ設計中でございますけれども、補強の設計

も、基本的には壁を補強するというのがこの

をして今度は評定委員会、これも耐震性能評

種の補強の建前でございまして、ただ、壁と

定委員会というところにかけて、その補強工

いっても、窓ガラスが入っておりますので、

事で０.７以上の数字になるかどうかという

それで私ども建築用語でいけばブレスと言っ

評定を受けております。

てますけれども、いわゆる筋交いですね、

この数字がそれぞれ０.７２から螺湾小学

バッテン、クロスにさせるとか、そういった

校０.７６まで、いずれも０.７を上回ったと

ことで筋交いを入れて補強をするといったこ

いうことでこの判定もいただいているところ

とでございます。
すべてに入れるというわけでございません

であります。
※印については、この資料をつくった時点

で、この数字を０.７以上にするために、何

ではまだ最終確認をとれてませんでしたけれ

ヵ所に入れればいいのかといったことでござ

ども、今現在はこの数字で評定がされたとい

います。

うことで連絡を受けているところでありま

基本的には、南側は全面にガラス窓等もあ
りますので、１ヵ所少ないんですが、前と、

す。
それで、大誉地小学校については補強必要

それから背面の後ろ、次のページになります

なしということになってございます。これは

けれども、後ろにこういった補強を、たまた

補強前のＩＳ値が０.８４でございましたの

ま専門用語ではピタコラムブレスというふう

で、０.７を上回っているということで、大

に書いてありますけれども、鉄筋コンクリー

誉地小学校の校舎については補強をいたしま

ト造の筋交いを入れるということでございま

せん。

す。

もう一つ、芽登小学校の屋体がないという

そういった補強をして、私もお聞きしてい

ことに気がつかれたかと思いますけれども、

るのは、中で壁をふやせば、工事費的には安

芽登小学校の屋体につきましては、昭和５７

いという工法もあるんですけれども、学校で

年以後の増築になっておりますので該当して

ございますので、できるだけ授業に影響を与

ないということで、補強をいたしません。

えないということでいけば、外壁補強で外側

今回予算計上させていただいたのが、この

からの補強が、一番学校にも、いろいろ生徒

足寄小学校校舎、それから大誉地小学校の屋

さんたちにも、授業等にも影響を出さないと

体、芽登小学校の校舎、それから螺湾小学校

いうことで、こういう工事を選択をしてま

の 屋 体 ・ 校 舎 で 、 足 寄 中 学 校 は ０ .３ を 下

す。

回って、これは文部省といろいろな事前協議

これらの工法は、やっぱり中で補強するよ

をさせていただきましたけれども、補強をす

りも工事費的には高いということで聞いてお
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りますが、このことはやむを得ないのかなと

を見ていただきたいんですけれども、もとも

いうことで、こういった補強をするというこ

と校舎は０.６まで数値的には高かったもの

とでございます。

ですから、他校ほどの補強は必要ないという

次に、大誉地小学校の屋体耐震補強の図面
がついてるかと思います。これも平面図が２

ことで、一部内部にもなりますけれども、壁
を補強をすると、内壁補強。

枚ありますが、立面図を見ていただきたいと

それから、一部階段関係の開口部をつぶし

思いますけれども、ここの屋体は、過去と

て壁に変えて補強をするといったことで、こ

違って形も、それから構造も若干違っており

こはブレス補強じゃなくて、壁を増設すると

ます。

いうようなことで０.７をクリアできるとい

主構造は鉄骨造でありますけれども、壁材

うようなことでございます。

としてセラミックブロックを使用しておりま

次の屋体でありますけれども、この屋体は

して、このブロック造の自重が重いといった

かなり数値が低くて、この部分については鉄

ことで、壁を補強をしなきゃいけないという

骨造の建物でありますけれども、鉄骨のブレ

のがここの一番の特徴だそうです。

スを相当数入れて、それから屋根、屋根とい

壁を軽くして補強にかえるということで、
計算上それで成り立つものですから、ここは

いますか、小屋組にもブレス補強をすると
いったことになっております。
以上、概略雑駁に申し上げましたけれど

セラミックブロック造をもっと軽い外壁材に
変えるといったことと、それから四隅のコー

も、補強の内容は以上であります。

ナー部分を補強をするといったことが主な工

次に、カラー印刷をした工事工程表、予定

事でありまして、これも工事費的には、過去

でありますけれども、今現在設計中というこ

の屋体よりも構造が若干違うということで、

ともあって、具体的な部分での詰めといいま

工事費的にはかなり割高になっているところ

すか、作業工程を完全なもので御提示は残念

であります。

ながらできませんので、あくまでも予定とい

ついでに、大誉地小学校の校舎については

うことで御理解を願いたいんですけれども、

０.８４、０.７をクリアしたということで、

きょう予算議決をいただくという前提でつ

補強工事はありません。

くっております。

次に、芽登小学校の校舎の改修であります

この補強工事に関しては、３月までには入

けれども、ここについても、先ほど申し上げ

札を終わらせて発注をしたいということでご

た足寄小学校と同様に外壁にブレスで補強を

ざいます。先ほど教育委員長が行政報告も申

する、鉄筋コンクリート造の筋交いを入れる

し上げましたけれども、４月の行事、入学式

といったことでございます。

等々は工事をしないといいますか、まだ着工

もともとが０.４４というようなことも

しないで、そういった大きな行事が終わった

あって、ここについてはブレスが全面２ヵ

５月以降、工事作業に入っていくといったこ

所、さらに玄関の上がトップライトという

とで、共通でありますけれども、各校共通で

か、はね出した屋根があるんですけれども、

工程をつくっております。

その部分の補強をするといったことになって

中心的には７月、８月の夏季期、夏休み期
間に集中的に工事は行うということで、足寄

おります。
屋体は、先ほど申し上げましたけれども、

中学校は一番工事費的にも工事量的にも多い

５７年度以降の作品になっておりますので、

ので、かなり工程的には厳しいんですけれど

補強工事等はありません。

も、ほかの他校につきましては、できる限り

次に、螺湾小学校の校舎と屋体でありま
す。螺湾小学校については、逆に平面図の方

この夏休み期間に終わらせていきたいと、主
要な部分は。
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それ以降は土・日、休日等を利用して、そ

今先ほど説明した概略論からいけば、０.

うすると期間は長くなりますけれども、期間

３は著しく切ってる状況にありますけど、こ

が長くなっても授業には影響を立てないとい

れは今我々に示されたこんなような工事のメ

うことでいけば、１１月ぐらいまでの工期に

ニュー、つまり改築でなくてもいいんだとい

なるんでないかと、実質工期というのはもっ

う、こういうような考え方で今示しているよ

ともっと短いということで、御理解を願いた

うに思えるんですけど、その辺はどのように

いと思います。こういったことで今、作業工

とらえたらよろしいんでしょうかね。
今、副町長の答弁の中で、今資料もこれい

程等を立てているところであります。
足寄中学校の改築の部分も、一番下の欄に

ただいただけですから、それほど吟味して私

なりますけれども、工程表をお示しをしてお

この資料を目を通してるわけではございませ

ります。これについては解体が先になります

んけどね、ただ、概略総論からいけば、これ

ので、解体工事は事前に発注をして、３月中

も著しくＩＳ値が劣ってるわけですからね、

に発注をして、先ほど言ったように入学式

その論理的からいえば、これも改築対象でな

等々の大きな事業が終わった後に解体を進め

いのかなと、このような思いを、御答弁を聞

るということで、本体工事については、４月

いててそういう思いをしたんですけども、実

以降の入札を考えているところであります。

際今いただいた資料を見ますと、体育館とい

これも解体工事が終わった７月、この辺を

うこともあって、たまたま今答弁あったよう

集中的にこの辺から工事に始まって、これは

な内容の中であれですね、これには今のブレ

足寄小学校の屋体とほぼ、規模、内容等はほ

ス入れるとか、そういうことは全くない状況

とんど同様でありますので、工期は２月いっ

で示されたような資料であるけど、その辺の

ぱいということにしたいということでござい

懸念は全くないのか、その辺ちょっと確認し

ます。

ておきたいと同時に、もう１点、今設計中と

それでいくと、足寄小学校もそうでしたけ

申し上げた、今私どもに提案された小学校費

れども、屋体もそうでしたけれども、３月の

だと２億１,５４８万２,０００円ですね、中

卒業式等には間に合ったといいますか、竣工

学校費では３億６,２１３万８,０００円です

して引き渡しが受けれておりましたので、小

か、この１５節予算がローリングされるとい

学校同様の工程で今後作業は進めたいという

うことは全くないで、この予算内で執行でき

ことでございます。

るというお考え方でいるのかどうか、それと

ちょっと雑駁な、具体的な説明にならなく

もまた、別途設計再調査等の中でね、実施設

て概略だけ申し上げておりますけれども、小

計段階の中でこれの予算数値、執行額数値が

学校の校舎補強、屋体補強、そして中学校の

変動あるというふうに認識していいのかどう

屋体改築の工事内容、工程について御答弁を

か、その辺はいかがでしょうか。この２点お

申し上げますので、御審議のほどよろしくお

尋ねいたします。

願いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

以上です。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

わかりました。

副町長、答弁。
お答えをいたしま

す。
まず、１点目のＩＳ値が０.３を下回って

それでさらにちょっと確認の意味でお尋ね

いる部分でいけば、片や足寄中学校でいけば

しおきたいと思いますけど、今、私ども手元

改築を選択をしているにもかかわらず、大誉

に資料をこれいただきました。この大誉地小

地と螺湾の屋体が０.３を下回ってますよと

学校の屋体の補強前のＩＳ値が０.１３、あ

いうことでございます。

るいは螺湾小学校の０.１０ですよね。

基本的には、０.３を下回っていて補助率
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が３分の２になって、じゃあ建てかえをする

も今回は盛り込ませていただきましたけれど

か、それから補強をするか、どちらかの選

も、２４、２５だったと思いますけれども、

択、二者選択になってくるところでありま

ハード面は。
それで校舎についても、一部昭和６０年代

す。
足寄中学校の場合は、補強の部分でいけば

の校舎があって、８００平米ぐらいだという

全面改築の半額程度ぐらいの補強工事がかか

ふうに思いますけれども、この部分について

ると、それに対しての補助率も３分の２で、

は補助も何もいただけませんので内部改装で

いろいろ比較はしてみたんですけれども、螺

いくという、３分の１程度の面積はあるんで

湾、大誉地との大きな違いは、それぞれ螺湾

すけれども、そういった部分が。

も大誉地も一定の面積を保有しています、屋

それ以外については全面改築をしていくと
いったことからすれば、屋体についても、乱

体としてですね。
当然その当時は、それなりのお子さんもい

暴な言い方になりますけれども、校舎を全面

て、児童もいて、それなりの体育館をつくっ

改築するんであれば、一部補強で一定の工事

ているんだというふうに思います。それなり

費を出すより、この際いっそのこと全面改築

の事業にも影響ありますから、実際の問題、

をして校舎に合わせていくと、将来的なこと

５００平米あれば５００平米の体育館を建て

で一体的な基本構想をまとめているところで

るということで、例えば改築費で新築で計算

あります。

しますと、その差というのはかなりでかいん

そういった中での改築だということで御理
解を、足寄中学校についてはですね、御理解

ですね。
だから、郡部校だからということではござ

を願いたいというふうに思います。

いませんけれども、現実の実態に対比すれ

工事費の関係で、今冒頭、設計中、委託中

ば、改築の方がリスクは大きいということ

ということで申し上げましたけれども、これ

で、当然補強は当然します、して０.７以上

は耐震補強については、先ほど言った鑑定委

にも当然上げて、それで構造耐力上支障がな

員会の評定というのが条件になっております

いという部分でいけば、当面はそういった選

ので、それを受けて最終的には終わりまし

択を選ばざるを得なかったというのが実態で

た、成果品を出しますというようなことで、

ございます。

その部分が終わってないというだけでござい

できれば、財政的にも余裕があって、将来

まして、構造補強についてはもう審査通りま

的にも校舎を改築するというんであれば、一

したので、それに伴う工事費積算は終わって

定のタイミングとしてはですね、そういう選

るので、今回その予算を計上させていだきま

択肢を選ぶというタイミングではあったわけ

したので、今後数字が変わることはございま

ですけれども、今回は改築で校舎も当然そう

せん。

いったイメージで考えておりますので、改築

それと、足寄中学校についても校舎改築の
概算、概算というか、積算については今ほぼ

を選択をしたと。
足寄中学校については、前回も若干申し上

終わったということで、数字的にはこの予算

げたかと思いますけれども、実は屋体にとと

で、今後特別な事情での設計変更等々がなけ

まらず校舎がございます。校舎については、

れば、この予算で対応できるということで予

昭和４０年代からの校舎というのが歴然とし

算計上をさせていただいておりますので、そ

て残っているのが実態であります。

ういったことで御理解を願いたいと思いま

それで今耐力度調査をして、全面改築で基
本的には構想を今まとめている作業中であり
ますけれども、そういったことで総合計画に

す。
以上です
○議長（吉田敏男君）
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８番

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

何の意味を持つのかね、この点もさらに確認

わかりました。

そこでさらにちょっと確認しておきたいと

をしていきたいと思います。

存じますけども、今の０.３以下、特に螺湾

それと最後に、本会議質疑ですから３回し

小学校０.１０です、ＩＳ値がね。それとこ

か、回数制限ありますんで最後お尋ねいたし

の状況を含めて今例えば中学校の屋体同様に

ますけど、今回冒頭、この本予算について反

改築、それから大誉地もそうだね、０.１３

対するなんていう筋のものでないんです、こ

のＩＳ値ですけども、そうでなくて今説明し

の予算ね、いずれにいたしましても。そうい

たような状況の政治判断されたんでしょう。

う政治的な意図あれば別ですけども、これは

一歩譲って、そのことについてのことは了と

やっぱり粛々と、やはり一定の中で執行して

いたしましょう。

いただかなきゃならんということが否めない

次に本当は確認しておきたいのは、これは

事実ですね。

副町長御案内のとおり、一番ＩＳ値が低い螺

ただ、問題は、予算審査やったって審議

湾小学校の屋体、これ当時建築時ね、断面構

やったって、やっぱりきちっと精査をして住

造等でいろいろと物議を醸した経過ございま

民に説明できる状況に、やっぱり審議に当た

したよね。結果として、この耐震構造のＩＳ

る議員は、やっぱりそういう意味合いでお尋

値がこれで最低のランクを示しているという

ねさせていただいて、貴重な時間をお使いい

ことのその辺に対してね、因果関係は全くな

ただいているところになんですね。
そこで最後にお尋ねしたいのは、これだけ

いのかね。
これは記憶定かでないんですけど、さりと

の資料があるとすればね、何でこの時点の中

て小学校本体は逆に０.６０ですからね、だ

で予算、これだけの規模が大きいですよ、５

からあのときの物議を醸したときの因果関係

億強ですからね、何か出せない理由があった

というものは全くないと。あのとき僕も

のかどうかね、ただいまお手元に皆さんに示

ちょっと記憶定かでない、議事録を精査すれ

した資料というものがね。

ばわかるんですけどね、小学校の本体だった

これはいみじくも私が冒頭お尋ねした３点

のか屋体だったのか、私もちょっと、当時議

セットですよね。これがあれば３０分間の空

員になり立てのころだというふうに記憶して

白なかったんですよ。スムーズに審議ができ

るんですよね。

て、町長もこれから午後からの日程もあると

したがって、今回の場合は５７年度以降は

いうふうに聞いてますんでね、あるいは議会

新基準だから、それ以前ですから、私、５０

サイドも広報特別委員会があるというふうに

年当選ですから、多分そのころかなというふ

聞いてますんで、だからそのことの出せな

うに承知してるんですね。その辺の因果関係

かった理由が何かあったのかどうか、私はど

はどうだったのかね、その辺も含めて。

うも理解できないんですね。

さらにもう一つ、先ほども御答弁いただい

やっぱりきちっと情報開示して、やっぱり

たんですけど、ＩＳ値が０.３がこの段階に

そのことをきちっと理解の上に立って議会の

よってこれをどのようにアクション起こすか

結果が可決であったとしても、わからなくて

によって、改築しないで、こういう状況から

も可決も、わかって可決も、法定効果は同じ

いって補強がいいという判断、つまりあれで

ですけども、しかしながら、やっぱり今こう

すね、事業名からいけば、他の事業では丸

いう時代ですからね、やはり説明をできるよ

特、（特）ですよね、（特）地震補強と、こ

うな状況で私どもやっぱり審議に当たりたい

うなってますね。螺湾小学校と要するに大誉

んですよ。

地小学校の屋体はね。そういう意味をこの表

そのためには、単なる立て板に水の答弁だ

現でそのことを示してるということなのか、

けでは、少なくても私の能力ではそしゃくで
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きないと思うんですね、やっぱり。プリン

いけば、０.３を下回れば、基本的には２分

ト、レジュメをいただきますとね、議会審議

の１補助なんですけれども、３分の２の補

は、または検収行為ができるんですよね、さ

助、補助率が上がるということで、この２件

らに深めて。

について特という形で括弧書きでお示しをさ

そういう意味合いからも、なぜ冒頭からこ

せていただいております。

の資料が出なかった理由が、客観的な理由が

そういったことでちょっと戻りますけれど

何かあるのかどうかね、最後にこのことをお

も、先ほど言ったように２方向での比較検討

尋ねして、会議規則に基づく３回目の質疑で

で ご ざ い ま す の で 、 ０ .１ と い う の は 螺 湾

すから、終わりたいと存じます。御答弁方よ

の、私の記憶でいけば形態１方向が０.１を

ろしくお願いいたします。

下回ったと、張り間方向でいけばっと数字的

○議長（吉田敏男君）

にはかなりいい数字が出ていたと。

○副町長（田中幸壽君）

副町長、答弁。
お答えをいたしま

これはＩＳ値というのは、建築基準法のい
わゆる構造計算と同一のものではありません

す。
まず、第１点目の螺湾小学校の新築時点で

ので、この数字が出たから即、当時の建築基

の、校舎の新築時点でのお話だと思いますけ

準法上の数値も０.１ということでいけば、

れども、多分、校舎が昭和４４年に建設をさ

もうあしたにでもつぶれそうなイメージにな

れて、あれは当然校舎ですから文部省の補助

りますけれども、これはあくまでも耐震補強

事業で実施をした中で、一部校舎のトイレ等

上のＩＳ値ということで国が示された指標で

の附属棟という部分がブロック造になってい

ございますので、建築基準法とイコールでは

て、その部分を含めて全体ＲＣ鉄筋コンク

ないということも一部理解をしていただきた

リート造の補助単価を、補助金をもらってい

いんですけれども、冒頭、前段の質問でもお

たということで、後段、会計検査等で指摘が

答えしたように、何で改築にならなかったと

あって、一部返納をしたといったことを御指

いうのは、今の現状等々、財政状況も踏まえ

摘をされてるんだと思いますけれども、あの

てこういう政治判断をさせていただいて、改

部分についてはあくまでも校舎の部分であり

築補強をさせていただいたということでござ

まして、今御質問の校舎の部分については、

いますので、御理解を願いたいと思います。

ＩＳ値でいけば０.６という形になっており

それと、資料についてでありますけれど
も、議員御指摘のとおりでございまして、た

ます。
実はこれすべて、本当は桁いきとつま側と

だ、私どもこの間、学校の新築等々の大規模

張り間方向というんですけれども、２方向の

な建築に当たっては、配置図、平面図、立面

計算をして低い方の数値を入れてますので、

図等々の資料を添付させていただいていると

０.６ということはこちらはもっと上だとい

ころでありますけれども、今回は耐震補強と

うことで、これは最低の方の２方向のチェッ

いうことで初めてのケースでありまして、資

クで悪い方の数値を入れてるということで御

料も実はこういったことで当然用意できるわ

理解していただきたいんですけれども、そう

けですから、つけようと思えばつけれたとい

いった部分でいけば螺湾小学校校舎、先ほど

うことであって、ただ、この間、耐震診断、

指摘の校舎については、そのことの因果関係

耐震補強ということでそれぞれ予算計上をさ

というのは多分、数字から見れば全く問題は

せていただいて、それぞれ終わる部分は終

ないということでございます。

わってきております。

問題は、ご指摘の０.１、０.１３の屋体の

そういった中でどこからどこまでの資料を

部分ですね、まず最初にそこに（特）という

添付するか等々も含めて、今回はこういった

ことでございますけれども、これは文部省で

初めての耐震補強という形の中での資料が、
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どういったことで選別をすればいい、選択を

というのは、子どもセンター、どんぐり保

すればよかったかという部分では、私ども若

育園が池田の業者が大きな事業を入札させた

干迷ったということで、結果として皆さんに

経緯があります。地元業者に努力が足りない

大変御迷惑をかけたということでございま

のもそれは一つの理由かもしれませんけれど

す。

も、大変厳しい中でみんなしのぎを削ってい

以後、今後につきましては、こういったこ

るわけですので、地元業者がどんなちっちゃ

とを踏まえて資料の添付等々については最善

い業者も参入できるようにそういうシステム

の努力を、努力といいますか、対応をしてま

というか、そういうことは、この予算の内容

いりたいということでございますので、御理

が内容なもんですから、できないものか、お

解のほどよろしくお願いをいたします。

尋ねいたします。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

他に教育費、質疑ご

○副町長（田中幸壽君）

ざいませんか。
１３番

副町長、答弁。
お答えをいたしま

す。

高道洋子君。
大変、耐震補強工

この間、私どもが入札を発注している大型

事とか、具体的によくわかりました。質問な

物件については、いわゆる建設業法に基づい

んですけども、今最後の資料の中のカラー印

て指名業者のランクを決めているといいます

刷のところの事業工事工程の予定が出ており

か、大きな工事になりますと、下請に出せる

ますが、これを見ますと、今回の臨時議会が

金額というのが３,０００万なんですけれど

終わりまして、２月中旬から３月上旬にかけ

も決まっております。

○１３番（高道洋子君）

て入札契約手続というふうに入っていくよう

３,０００万以上が下請工事と認められる
場合については、特定建設業の登録の業者で

になっております。
あと質問する場所がないので、今させてい
ただきましたけども、この大きな補強工事と
改築工事を合わせますと５億円強の事業が足

ないと入札に参加ができません。これ業法で
決まっておりますので。
ということで今回の予算計上をした内容を
対比しますと、１億２,０００万円の足寄小

寄町に大きな仕事としてできるわけです。
この補正予算の中身を見ましても、教育委

学校の校舎補強、それと足寄中学校の屋体の

員長のお話によると、２１年度国の補正予算

改築工事、この部分については、中身をかな

の特に地域活性化公共投資臨時交付金という

り分析しなきゃいけませんけれども、間違い

ことで、昨年の事業の繰り越しで実施すると

なく３,０００万以上の下請という形になり

いうことで、地域活性化ということで明記さ

ますので、特定建設業の資格がなければ発注

れておりますし、地元の業者を何とか、小さ

してはいけないという形になりますので、た

な業者もいっぱいありますが、今後公共事業

だ、それ以外については３,０００万から下

はなかなかない中で、なくなる中で、これ去

回っている工事でありますので、これについ

年の予算ですから、これがこんな大きなの

ては一般登録でできます。

は、足寄町にとってはそうそうないと思いま

そういった面では足寄町内業者、私どもに
指名願いを出している業者というのは、建築

す。
地元業者がどんな小さな業者でも１,００

で８業者ございますけれども、すべての方に

０万でも５００万でも参入できるようなシス

指名機会が与えられるだろうということでご

テムというか、町としての要請というか、大

ざいます。

きなジョイント組む場合の元請業者に対し

ただ、その２物件については建設業法等の

て、地元業者を参入させるようにするとか、

縛りがありますので、そういった部分では特

そういうことをできないものか。

定建設業者、当然地元にも特定建設業者はい
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らっしゃいますので、そういった部分を含め
て、あとは財務規則に基づいて５社以上の業

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）

者の入札になっていくという形になろうかと

○議長（吉田敏男君）

いうふうに思います。
ただ、一般論として、今後、先ほど町長

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

が、今後臨時交付金１億２,０００万円程度

これから、議案第１号平成２１年度足寄町

の交付金が出ると、これは公共投資につなが

一般会計補正予算（第１３号）の件を採決を

る部分でという一定の条件の中で今後実施を

します。

していきますので、そういった部分では、足

この表決は、起立によって行います。本件

寄の地元業者ができるような物件の工事がほ

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

とんどでありますので、そういったことで経

起立願います。
（賛成者起立）

済効果等々も期待をされるんだろうというふ

○議長（吉田敏男君）

うに思っているところであります。

したがって、議案第１号平成２１年度足寄

以上であります。
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

他に質疑はございま

町一般会計補正予算（第１３号）の件は、原
案のとおり可決されました。

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

◎

歳出総括、ございま

議案第２号

○議長（吉田敏男君）

せんか。
次に、８ページに入

ります。歳入一括で行います。質疑はござい

計補正予算（第２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

ませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

議案第２

号平成２１年度足寄町公共下水道事業特別会

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

日程第５

歳入総括、ございま

建設課長南岡雄二君。
○建設課長（南岡雄二君）

せんか。

ただいま議題と

なりました議案第２号平成２１年度足寄町公

（「なし」と呼ぶ者あり）
次に、４ページにお

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

戻りください。第２表繰越明許費補正、追加

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

○議長（吉田敏男君）

補正の内容につきましては、債務負担行為

２件、質疑ございませんか。

補正をお願いするものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第３表債務負担行為

務負担行為補正の追加でありまして、事項に

補正、追加１件、質疑ございませんか。

つきましては、足寄下水終末処理場維持管理

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第４表地方債補正、

であります。限度額は７,３００万７,０００

（「なし」と呼ぶ者あり）
全体に対する総括質

共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の

（「なし」と呼ぶ者あり）
ります。

円以内とするものでございます。
以上で、議案第２号平成２１年度足寄町公

疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

業務委託でございまして、期間は平成２２年
度から平成２４年度までの３ヵ年の業務委託

変更１件。
○議長（吉田敏男君）

１６ページをお願いいたします。第１表債

これで、質疑を終わ

説明を終わらさせていただきます。御審議の
ほどよろしくお願いいたします。
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○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。
１５ページをお開きください。これから、
議案第２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２号）の件の質疑を
行います。
１６ページをお開きください。第１表債務
負担行為補正、追加１件、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、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）

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２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２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２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２２年第１回足寄町議会臨時会を閉会
をいたします。
午後

０時００分

閉会
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