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◎議事日程
日程第

１

会議録署名議員の指名について＜Ｐ３＞

日程第

２

会期の決定について＜Ｐ３〜Ｐ４＞

日程第

３

行政報告（町長）＜Ｐ４＞

日程第

４

議案第３号

足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について＜Ｐ４〜Ｐ
７＞

日程第

５

議案第４号

足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について＜Ｐ７〜Ｐ
８＞

日程第

６

議案第５号

足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例＜Ｐ
８〜Ｐ１３＞

日程第

７

議案第６号

足寄町公共下水道条例の一部を改正する条例＜Ｐ１３〜Ｐ１
４＞

日程第

８

議案第７号

足寄町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の制
定について＜Ｐ１４〜Ｐ１７＞

日程第

９

議案第８号

平成２１年度足寄町一般会計補正予算（第１４号）＜Ｐ２０
〜Ｐ２６＞

日程第１０

議案第９号

平成２１年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第２号）＜
Ｐ２６〜Ｐ２７＞

日程第１１

議案第１０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
３号）＜Ｐ２７＞

日程第１２

議案第１１号

平成２１年度足寄町上水道事業会計補正予算（第４号）＜Ｐ
２８＞

日程第１３

議案第１２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
５号）＜Ｐ２８〜Ｐ２９＞

追加日程第

１

議案第４号

足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について（文教厚生
常任委員会）＜Ｐ１７〜Ｐ１９＞

追加日程第

２

議案第５号

足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例（総
務産業常任委員会）＜Ｐ１９〜Ｐ２０＞

追加日程第

３

緊急質問（井脇議員）＜Ｐ２９〜Ｐ３８＞
足寄町森林組合について
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午前１０時００分

開会

○議長（吉田敏男君）

日程第１

会議録署

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

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２２年第２回足寄

規定によって、１１番後藤次雄君、１２番大
久保優君を指名をいたします。

町議会臨時会を開会をいたします。
◎
◎

○議長（吉田敏男君）

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

議運結果報告

町長安久津勝彦君か

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

ら招集のごあいさつがございます。

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

町長安久津勝彦君。

本

議長のお許しをい

日開催されました第２回臨時議会に伴います

ただきましたので、第２回臨時会の招集に際

議会運営委員会の協議の結果を御報告いたし

してのごあいさつを一言申し上げさせていた

ます。

○町長（安久津勝彦君）

会期は、本日１日限りであります。

だきます。

本日は、最初に町長から行政報告を受けま

まず、過日、新聞報道にもございました森
林組合の今期の決算状況の関係等につきまし

す。
次に、議案第３号は、即決で審議をいたし

ては、２３日に組合の総会が予定されており
ますので、総会終了後の３月の定例会にて行

ます。

政報告をさせていただきたいというふうに考

次に、議案第４号は、提案説明を受けた

えておりますので、御理解を賜りたいという

後、文教厚生常任委員会に付託をいたし、会

ふうに思います。

期中の審査といたします。

さて、本日予定しております案件でござい

続きまして、議案第５号は、提案説明を受

ますけれども、土地区画整理事業に関します

けた後、総務産業常任委員会に付託し、会期

行政報告を１件させていただきたいというふ

中の審査といたします。
続きまして、議案第６号と議案第７号は、

うに考えております。
次に、議案として御審議をお願いをする案

提案説明を受けた後、質疑を行っていただき

件につきましては、公の施設にかかわる指定

まして、総務産業常任委員会に付託し、閉会

管理者の指定に関する件が２件、条例改正に

中の審査といたします。

かかわる案件が３件、補正予算にかかわる案

次に、議案第８号から議案第１２号までの

件が５件となっておりますので、御審議賜り

補正予算案については、即決で審議をいたし

ますようよろしくお願い申し上げまして、簡

ます。
以上で、議会運営委員会の協議の結果の報

単でございますけれども、招集に際してのご

告を終わらせていただきます。

あいさつとさせていただきます。

○議長（吉田敏男君）
◎

委員会委員長の報告を終わります。

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

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

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

日程第２

会期決定

の件を議題といたします。

です。

お諮りをいたします。
◎

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

会議録署名議員の指名
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明を申し上げます。

思います。これに御異議ございませんか。

足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手

（「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

続等に関する条例（平成１７年条例第１７
号）の第７条第１項の規定に基づき、次のと

す。
したがって、会期は、本日１日間に決定を

おり指定管理者の指定するために、地方自治
法（昭和２３年法律第６７号）の第２４４条

いたしました。

の２第６項の規定により、議会の議決を求め
◎

るものであります。

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

行政報告

１．公の施設の名称
足寄町営大規模草地育成牧場

を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。

２．指定管理者となる団体の名称
住

これを許します。

所

団体名

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

足寄町農業協同組合
代表者

議長のお許しをい

代表理事組合長

新

津

ただきましたので、土地区画整理事業にかか
わる訴訟の現状について、行政報告を申し上

足寄町南3条1丁目18番地

３．指定期間
平成２２年４月１日から平成２７年３

げます。

月３１日までの５年間

平成２２年２月１０日札幌高等裁判所第二

次に、指定管理者の選定経過について申し

民事部において、仮換地指定処分等取消請求
訴訟事件の控訴人・浅川雅巳氏にかかわる第

上げます。
指定管理者の候補者の選定方法についてで

１回口頭弁論が開催されましたので、御報告

ありますが、大規模草地育成牧場の管理運営

申し上げます。
当日の審理は、原告の控訴状、控訴理由書

は、その施設の性格や規模、機能、社会環境

の主旨確認と、それに対する被告答弁書の陳

等により、公募することが適さないと判断す

述を行い審理の終了が宣言され、判決言い渡

ることから、足寄町公の施設に係る指定管理

しは３月１９日午後３時５０分からとするこ

者の指定手続等に関する条例第５条の規定に

とが告げられ、閉廷いたしました。

より、公募によらず指定管理者候補を選定す

以上、土地区画整理事業にかかわる訴訟の

ることとし、指定管理者の候補者として、前

現状についての御報告といたします。

回、平成１８年４月１日から平成２２年３月

○議長（吉田敏男君）

３１日の４年間で指定している足寄町農業協

これで、行政報告を

同組合と協議を行うこととしたところであり

終わります。

ます。
◎

また、足寄町農業協同組合との事前協議で

議案第３号
議案第３

ありますが、平成２０年２月から計４回の事

号足寄町公の施設に係る指定管理者の指定に

務レベル協議を開催し、協定書の内容及び年

ついての件を議題といたします。

度協定書の内容、リスク負担等について協議

○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

を行い、基本合意が得られたところでありま
す。

す。

次に、指定管理者の募集等についてであり

経済課長鈴木泉君。
ただいま議題と

ますが、平成２２年２月５日に足寄町農業協

なりました議案第３号足寄町公の施設に係る

同組合から指定管理者の申請書の提出があ

指定管理者の指定について、提案理由の御説

り、受理したところであります。

○経済課長（鈴木

泉君）
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選定委員会は平成２２年２月８日、足寄町

まず、第１章の総則でありますが、本協定

副町長を委員長に５名の選定委員全員の出席

の目的、指定管理者の指定の意義等について

をもって開催され、選定基準に照らし総合的

規定しております。

に審査した結果、足寄町農業協同組合が指定

第２章では、本業務の範囲と実施条件であ

管理者の候補として選定されたところであり

りますが、足寄町営大規模草地育成牧場の設

ます。

置及び管理に関する条例に基づき、行う業務

指定管理者の選定理由でありますが、１点

の範囲と業務実施条件を想定しております。

目として、足寄町農業協同組合は、本町の農

第３章では、本業務の実施について、本業

業団体として利用者の畜産農家等の平等利用

務を実施する上で関係法令等の遵守、管理施

の確保及びサービスの向上が図られる。

設の改修等緊急時の対応、情報管理等につい

２点目として、町内農業における畜産の事

て規定しております。
第４章では、備品等の扱いにつきまして

情を熟知しており、営農指導と一体的に大規

は、町の備品及び指定管理者が調達する備品

模草地施設の効用を最大限に発揮できる。
３点目として、牧場の業務を熟知し運営す

等について規定しております。
第５章の業務実施に係る項の確認事項につ

る物的能力、人的能力を有し、管理を適切に

きましては、町が指定管理者に業務計画書及

行う能力を有する職員等を確保できる。
４点目として、資材購入、草地改良など総

び業務報告書の提出を求め、業務実施状況の
確認を行い、その結果、条件を満たしていな

合的な運営能力を有している。
５点目として、公共的団体である足寄町農
業協同組合は、従前より指定管理者として大

いときには改善勧告ができる規定としており
ます。

規模草地育成牧場の管理運営に高い実績を有

第６章では、指定管理料及び利用料金です

しており、指定管理者制度の継続について積

が、町から指定管理者に支払う指定管理料は

極的に取り組む姿勢であることとされたとこ

無料とすること。利用料金を指定管理者の収

ろであります。

入とすることができること。指定管理者は、

このことから、選定委員会の審査を踏ま

収受した利用料金の一部を納付金として町に

え、本町畜産経営の拠点施設となる足寄町営

納付すること。その額及び取り扱いについて

大規模草地育成牧場の指定管理者候補者とし

は、年度協定で定めることを想定しておりま

て足寄町農業協同組合が最適であるものと判

す。
第７章では、損害賠償及び不可抗力です

断し、本臨時会に議案として提案させていた

が、事故等の発生に伴う損害賠償が生じた場

だいたところであります。
なお、管理を行わせる期間は、平成２２年

合や、台風や大雨洪水、地震、家畜伝染病発

度から、中山間地域等直接支払交付金事業の

生の場合など、不可抗力による被害等が発生

第３期対策の期間である平成２６年度までの

した場合のリスク負担等について規定してお

５年間とすることが適当であると判断したと

ります。
第８章では、指定期間の満了につきまして

ころであります。
以上でありますが、資料といたしまして添

は、業務の引き継ぎ、原状復帰の義務、備品

付しております基本協定書（案）の概要につ

等の取り扱い等について規定しております。
第９章では、指定期間満了以前の指定の取

いて御説明申し上げます。
なお、本協定書内の目次のページの記載に

り消しにつきましては、町及び当指定管理者

つきましては、今回の議案にあわせてページ

及び指定を取り消す場合について規定してお

を振ってあるため符合しませんので、御了承

ります。
第１０章では、その他でありますが、権

をお願いしたいと思います。
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利・義務の譲渡の禁止、足寄町農林業振興協

はちょっと片手落ちになっていくのではない

議会に連絡調整会議等の設置、指定管理者の

かなと。
この１,８００万円を、なるべく納付金を

実施事業への取り扱いについて規定しており

もうちょっと農家育成するために少ない形で

ます。
８ページからは用語の定義、管理物件の内

検討していってもらうことはできないのかな

容等について規定し、最後に仕様書を添付さ

ということをお聞きしたいと思います。

せていただいております。

○議長（吉田敏男君）

なお、事業実施に当たり、本協定書に基づ
き平成２２年第１回定例町議会において納付

○経済課長（鈴木

経済課長、答弁。

泉君）

お答えいたしま

す。

金等の議決をいただいた後に、年度の業務内

１,８００万円の根拠につきましては、入

容及び指定管理料並びに納付すべき納付金の

牧料等の収入の約１０％ということで、その

額を定める年度協定を締結することとなって

額につきましてはですね、それとあわせまし

おります。

て、この中で農協の収入として見込まれる中

以上のとおり提案させていただきますの

で、中山間地域等直接支払交付金の額が約

で、御審議のほどよろしくお願いいたしま

２,７００万以上ございまして、その中に足

す。

寄町の負担が２５％、国が５０％、道が２

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

の負担がありますので、その負担分につきま

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

しての４分の１の２５％を合わせまして、従
来から、平成１８年から４年間やってきたわ

ませんか。
９番

５、町が２５％ということでありまして、そ

けなんですが、それらを同等としまして、今

矢野利恵子君。
これ指定管理者か

後においても１,８００万円という根拠で納

ら納付金を取るわけですか、それは幾らぐら

付していただくということで農協との協議が

いを予定しているんでしょう。

調ってございます。

○９番（矢野利恵子君）

○議長（吉田敏男君）
○経済課長（鈴木

以上でございます。

経済課長、答弁。

泉君）

お答えいたしま

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

君。

す。
町の収入といたしまして１,８００万円程

○９番（矢野利恵子君）

農協との協議がこ

度見込んでおります。

の１,８００万円毎年納付するということで

以上でございます。

調っているというなら、それはそれでいいと

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

中で、この納付金については柔軟な方向で今

君。
○９番（矢野利恵子君）

は思うんですけれども、この農業情勢厳しい

この指定管理者に

後もやっていってくれたらありがたいと思い

ついては、次に出てくる化石博物館に対して

ます。

は、年間３,７５０万円をこちらから払って

○議長（吉田敏男君）

指定管理者にする、こちらは１,８００万円

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

をもらって指定管理者、これはどうなのか

○議長（吉田敏男君）

なって。
今、農業情勢が厳しい中で、そんなに１,

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

８００万円もお金もらっていいのかなと単純
に考えるわけですけれども、片や１,８００

他に質疑はございま

ませんか。

万円ももらう、片や３,７５０万出す、これ
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

平成２２年４月１日から平成２７年３

討論なしと認めま

月３１日までの５ヵ年間

す。これで、討論を終わります。

次に、指定管理者の選定経過について申し

これから、議案第３号足寄町公の施設に係
る指定管理者の指定についての件を採決をい

上げます。
指定管理者の候補の選定方法についてであ

たします。
この表決は、起立によって行います。本件

りますが、足寄動物化石博物館の管理運営

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

は、その性格や機能が特殊で、運営に専門的

起立願います。

な知識・経験が必要であり、一般公募に適さ
ないと判断されることから、足寄町公の施設

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

全員の起立です。

したがって、議案第３号足寄町公の施設に

第５条の規定により、公募によらず指定管理

係る指定管理者の指定についての件は、原案

者候補を選定することとし、指定管理者の候

のとおり可決されました。

補者として特定非営利活動法人足寄の化石と
自然と協議を行うことといたしました。

◎

同法人は、平成１０年７月に設立された博

議案第４号
議案第４

物館友の会デスモクラブを前身として発足し

号足寄町公の施設に係る指定管理者の指定に

たもので、開館以来、共同で普及事業を展開

ついての件を議題といたします。

するなど博物館の活動内容を理解しておりま

○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

す。
この法人の社員は１１名で、登記済み理事

す。

３名は足寄町民であります。役員全員が無報

教育次長森和治君。
○教育次長（森

和治君）

ただいま議題と

酬でございます。
理事長高橋氏につきましては、元十勝農業

なりました議案第４号足寄町公の施設に係る
指定管理者の指定について、提案の理由を御

共済組合北部事業所の獣医師で、現在は

説明申し上げます。

式健康普及会において住民の健康回復に活躍

足寄町公の施設に係る指定管理者の指定に

されております。
また、同法人とは、昨年以来、事務レベル

ついて
足寄町公の施設に係る指定管理者の指定手

の協議を通じ、博物館運営をいかに発展させ

続等に関する条例（平成１７年条例第１７

るか、運営経費をいかに節減するかを重点的

号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

に、協定の内容についておおむね合意に至っ

り指定管理者を指定するため、地方自治法

たところであります。
管理経費につきましては、１年間３,７８

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２
第６項の規定により、議会の議決を求めるも

０万円を予定しております。
平成２２年１月７日、非営利活動法人とし

のでございます。

て北海道の認証がおり、同１８日の法人登記

１．公の施設の名称
足寄動物化石博物館

の完了にあわせ、同２０日に申請書及び事業

２．指定管理者となる団体の名称

計画書の提出を受けたところでございます。

住

所

団体名

特定非営利活動法人足寄の化

寄町副町長を委員長に６名の選定委員全員の

石と自然

出席をもって開催され、選定基準に照らし総

代表者
３．指定期間

選定委員会は、平成２２年１月２６日、足

足寄町西町7丁目4番地100

理事長

高橋

合的に審査した結果、特定非営利活動法人足
寄の化石と自然が指定管理者の候補として選
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す。

定されたところであります。
指定管理者の選定理由でありますが、１点

以上のとおり提案させていただきますの

目として、同法人が足寄動物化石博物館当時

で、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

に結成された博物館友の会デスモクラブを母

す。

体としており、従来から共同で普及事業を展

○議長（吉田敏男君）

開するなど、博物館の活動内容を理解してい

理由の説明を終わります。

これをもって、提案

これから、質疑を行います。質疑はござい

ること。
２点目として、町民主体に結成された非営

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

利活動団体であり、社会教育機関としての博

○議長（吉田敏男君）

物館の管理運営になじむこと。
３点目として、現職員を雇用する計画であ

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
ただいま議題になっております議案第４号

り、足寄動物群研究及び博物館活動を担う人

足寄町公の施設に係る指定管理者の指定につ

材を確保することができること。
４点目として、化石関係のほか天然記念物

いての件は、文教厚生常任委員会に付託し開

など、町内の自然に関する活動など６項目を

会中の継続審査とすることにしたいと思いま

目的として掲げており、博物館活動の発展が

す。これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

十分に期待できること。
このような理由から選定されたところでご

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

ざいます。
選定委員会の選定結果を踏まえ、また、足

したがって、議案第４号足寄町公の施設に

寄町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

係る指定管理者の指定についての件は、文教

に関する条例の趣旨及び移行に係る協議を

厚生常任委員会に付託し開会中の継続審査と

行ってきた経過からも、本町の重要な財産で

することに決定をいたしました。

もある博物館の指定管理者の候補者として特
◎

定非営利活動法人足寄の化石と自然が最も適

議案第５号

当であるものと判断し、本臨時議会に提案さ

○議長（吉田敏男君）

せていただいたところでございます。

号足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を

なお、資料といたしまして添付しておりま

議案第５

改正する条例の件を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

す足寄動物化石博物館の管理に関する協定書
（案）の概要について御説明申し上げます。

日程第６

す。
総務課長大塚博正君。

まず、第１章の総則でございますが、指定
管理者制度の目的や意義などを規定しており

○総務課長（大塚博正君）

ます。

なりました議案第５号足寄町職員特殊勤務手

第２章におきましては、指定期間、業務の
範囲、事業の計画、知的財産の帰属など、指

ただいま議題と

当支給条例の一部を改正する条例につきまし
て、提案理由の御説明を申し上げます。
本条例の改正につきましては、国民健康保

定手続等に関する条例第８条に規定されてい

険病院看護体制の見直しによるものでござい

る項目を網羅しております。
別表第１は、博物館が管理する登録標本の

まして、現在、国民健康保険病院の看護体制
は、看護師紹介所等から紹介看護師６名を

リストでございます。
別表２は、博物館が管理する備品台帳でご

もって、かろうじて基準看護の１５対１を満
たしているものでございますが、看護師不足

ざいます。
最後に管理業務の基準を添付してございま

は、基準確保においても不安定な状況が続い
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ら、条項を削除するものでございまして、夜

ているところでございます。
看護師の確保が急務の状況となっておりま
す中で、現行の国民健康保険病院の３交代制

間看護一本化ということで７,４４０円の手
当を給付するというものでございます。

によります夜間看護体制を、看護師応募者が

次に、第１１条を第１２条とし、第７条か

現在嫌うというような状況もございまして、

ら第１０条までを１条ずつ繰り下げ、第６条

看護師不足の要因となっている一因となって

の次に次の１条を加える。
条文の繰り下げ等の整理改正を行いまし

いるものでございます。
また、３交代制は、就寝時と起床時の看護

て、第７条として、救急呼び出し待機手当を

師が違うため、患者さんに不安を与えたり、

新設するものでございます。救急呼び出し待

出勤・退勤が深夜となり女性看護師が不安を

機手当の加える条項第７条でございますが、

感じたり、準夜から深夜への申し送りに時間

救急呼び出し待機手当は、病院に勤務する医

がとられるなど、デメリットが多々ございま

師以外の職員が、救急呼び出しに備えて自宅

す。

等において勤務時間外に待機を命ぜられたと

看護師の確保、職員の負担軽減、患者さん

きに支給する。

へのケア時間の拡大及び業務の効率化を図る

第２項、前項の手当の額は、その待機１回

ため、現行の３交代制による看護体制を、平

につき次の各号に掲げる区分に応じ当該各号

成２２年４月から病棟専任２名、外来専任１

に定める額とする。

名での３人体制による２交代制に変更すると

第１号としまして、待機時間が午前８時３

いう内容にしてございます。これに伴いまし

５分から午後５時５分までの間の場合２,５

て、夜間看護手当の改正をお願いするという

００円。
第２号としまして、待機時間が午後５時５

ものでございます。
あわせまして、救急呼び出しの待機につき
まして、職務上の指揮命令に服している時間

分から翌日の午前８時３５分までの間の場合
１,５００円とするものでございます。

として対価を支払うことが相当とされており

附則でございますが、第１項は施行期日と

ますことから、救急呼び出し待機手当を新設

しまして、この条例は、平成２２年４月１日

するものでございます。

から施行するものでございます。
経過措置でございますけれども、第２項

条例の改正内容について申し上げます。
足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を

で、この条例による改正後の規定は、この条
例の施行の日以後に開始する勤務に係る夜間

改正する条例
足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を

看護手当について適用し、同日前に開始する
勤務に係る夜間看護手当については、なお従

次のように改正する。
第２条中「第５号」を「第６号」とし、第

前の例による。
ただし、この条例の施行の日に開始する８

第４号の次に次の１号を加える。
第５号といたしまして、救急呼び出し待機

時間未満の勤務に係る夜間看護手当について

手当でございますが、特殊勤務手当の種類を

は、なお従前の例によるとするものでござい

１号を加えるものでございます。

ます。

次に、第５条第２項中「次の各号に掲げる

４月１日から実施する２交代制の夜勤の始

区分に応じ当該各号に定める額」を「７,１

まりを午後４時ととらえてございまして、夜

４０円」に改め、同項各号を削り、同条第３

勤は継続して勤務が続くわけでございます

項を削るものでございますが、夜間看護が今

が、３月３１日からの夜勤勤務体制が４月１

後１パターンとなることから、これまての勤

日にかけても３交代制の勤務体制で継続いた

務時間の区分の必要がなくなりますことか

しますことから、この経過措置を定めている
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だから、条例にかかわる予算の係る条例案

ものでございます。
なお、この条例改正に伴いましての所要額

の提出のあり方、これはやっぱり政策理念が

でございますが、夜間看護手当が２１０万

意思決定したら、いち早くそういうことで議

２,０００円の増加となりますが、宿日直手

会との関係の中で努めて十分な審議ができる

当が２１９万円不要となりますので、経費に

ようなインターバルを持つ、こういう提案の

は大幅に変動はないものと見込んでございま

あり方が私は必要でないかなと、このように

す。

思うんですけども、本条例提案になってる第

なお、新設いたします救急呼び出し待機手

５号議案もそうなんですね。

当につきましては、年間所要額として２１９

これは今定例会の補正予算の予算補正には

万４,０００円の純増となることと見込んで

ございませんけれども、一般論から言わせて

ございます。

いただければ、ほとんど町長査定も終わっ

以上で、提案理由の説明を終わらせていた

て、新年度予算にかかわる分でございます
ね。

だきます。
なお、新旧対照表を２５ページに添付して

私の考えるところによりますと、病院の公

ございますので、御参照願いたいと存じま

営企業の関係の予算はね、それほどの冊子量

す。御審議賜りますようよろしくお願いを申

でもございませんから、すぐ変えれるのかな

し上げます。

と、これが可決になり、あるいは否決になり

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

だけど、一方で病院の会計の財務を見ます

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

らいきますれば、それじゃあ一般会計はどう

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

と、一般会計からの繰り入れがございます
ね。どうしても余儀なくされてる財務状況か

ませんか。
８番

いたしますればね。

本条例案につきまし

なんだと。

ては、先ほど議運の委員長の方から報告ある

今いみじくも、３月の２日開会予定されて

ように委員会付託でございますので、この条

る定例会に、その２２年度の予算書が議会に

例案の詳細についての質疑は避けたいと思い

提案されますよね。その絡みはこの時期で、

ますけども、まず議会と執行機関の関係につ

この時期というのは、本日２月の１６日です

いてね、その辺の考え方をもう一度再確認さ

か、その辺はどうなるのかなと。
できますれば、やっぱりもう少しこの今の

せていただきたいなと。
以前にもちょっとこの本会議場で所見を求

提案を早めておきましてね、そしてこの新年

めてある経過がございますけども、議会の意

度予算にかかわる条例案が可決して、それを

思決定をしようとすることと執行を余儀なく

受けてね、そして町長査定を受けて公営企業

されてる状況と、余りにも間隔がなさ過ぎる

会計と一般会計の財政のね、そういうことは

んでないかと、十二分に審議をする時間がな

やっぱり真っさらの中で提案していくのが私

いんではないかと。

は至当でないかなと。

要約していたしますれば、今回の先ほどの

実務上からいきますれば、新年度当初予算

付託になりました４号議案もそうですけど

だから、例えば今本条例案に提案なってるも

ね、４号議案はとりあえず今の補正予算に予

のは当初予算に幾らでも、財源はもちろんあ

算措置をされてると、そういうことからいき

りますよ、可決になりますればね。

ますれば、４号議案はどうしても補正予算審

しかし、やっぱり考え方として、当然そう

議の以前に条例の可決が必要になってきます

なれば適のときに補正予算を、今の実質増に

よね。

なる新設の分の予算措置、つまり２１９万
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４,０００円を増にしていけばいいわけです

月定例会という時期に提案ということになっ

けどね、我々の議会との考え方でいきますれ

たということにつきましては、大変申しわけ

ば、その辺もちょっと配慮していただけるの

なく、今後十分気をつけながら作業を進めて

がやっぱり至当かなと思いますけど、その

いきたいというふうに考えておりますので、

辺、町長いかがでしょうか。

御理解賜りたいというふうに思います。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

以上でございます。

町長、答弁。
お答えをいたしま

○議長（吉田敏男君）
○ ８番 （高 橋 幸 雄 君 ）

す。
執行側と議会との関係といいますか、もち
ろん議案として提案をし、御審議をいただき

８番

高橋幸雄君。

こ の 時 期 、町 長 の 所

見、わかりました。そういうことだろうと私
は思います。

可否を決定いただくということで、これはこ

ただ、懸案を統制していただきますれば

れまでの議会の中でも数回にわたり、とりわ

ね、今国内の状況からいって、普天間の跡の

け高橋議員から、あり方については御指摘な

問題、非常にもめてますね、決定がされな

り、あるいは質問をいただいているところで

い。アメリカという日米同盟の関係もあると

ございます。

いうこともあるんでしょうし、関係地域の関

その都度、私からの答弁につきましては、

係もありましょう。

意思決定がされれば、できるだけ早く議会の

そこで、４号議案のように相手方が外部に

方に提案を申し上げて、そして十分なる審議

ある場合、外部に法人であろうと非営利法人

の期間を確保すべきと、こういう認識はもち

であろうとある場合については、やはり相手

ろんあるということでございます。

のこともあるから、私はそれはある程度考慮

今回御提案申し上げております案件につき

の余地あるかなと思ってるんですよ。

ましても、作業につきましては急ぐようにと

ただ、できますればね、この今の例えば４

いうことで、原課の方も精力的にやってきた

号議案のように町の意思決定がなされます

わけでございますけれども、とりわけ今議案

と、急遽なされるわけじゃ私ないと思うんで

となっております手当に関する条例、とりわ

すよ。

けこの根拠というのは、３交代制から２交代

年末に急遽意思決定したなんていう、私は

制に変えるということで、勤務条件の大幅な

少なくても新年度４月ごろからそういうこと

変更ということでございまして、これは当

があるのかなという思えば、それなりにやっ

然、労働組合とも協議が当然必要だったとい

ぱり熱意を燃やす方々のそれなりの専門性の

うこともあって、率直に申し上げて、少しそ

ある方々が、足寄町の意向を受けてそれじゃ

ういった部分で作業のおくれがあったという

あ指定管理者として受託をして、そして今ま

ことで提案がこの時期になったということ

でのノウハウから知識もみんな含めて、町の

で、そういう意味で大変申しわけなく思うわ

ために頑張ろうかという方がいらっしゃるの

けでございます。

かなって、それでも一歩譲っても相手のある

以後におきましても、できるだけ作業的に

ことだ。

は早目早目の対応をして、所定のクリアしな

ただ、今提案になっているものについては

くちゃいけない部分につきましてはクリアを

身内の問題ですよね。足寄町の身内の問題、

し、まとまり次第、所管の委員会なり、ある

行政内部の問題、労働組合といえども身内の

いは議会の方に速やかに提案をさせていただ

問題。この辺がいつ２交代から今３交代に

くというようなことで、今後も心がけて取り

なったのかね、その辺はいつそういうことが

組みをしていきたいというふうに思います。

惹起したのか、急遽ことしになってからなっ

今回こういった臨時会、そして間もなく３

たのか。
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委員会の中でも順次各委員の方から質疑が

て今、随時委員会活動をやってますけどね、

あるかどうかわかりませんけど、そういう首

特に理事者側においては今度、提案権は

長としての意思決定があり、それを受けて労

我々、条例なんかもちろんありますけどね、

使の中で話し合われたにしては、今の３月当

予算提案権ありませんので、もう少しやっぱ

初予算を迎えたこの時期というのは、非常に

り密にしていただいて、今後町長の理念だけ

議会との関係は難しい時期だと思うんです

でなくて部下職員に至るまでね、場合によっ

ね。

てはやっぱり労働組合の職労の人方にもね、

なぜかというと、やっぱり予算の絡むもの

そういう町づくりの進め方について御協力い

については、検証とかそういうものはね、予

ただくということをね、そのためにはやっぱ

算のかかるもの

もう、すぐ２週

り町長ももう少し、政策理念を職労にぱっと

間後に当初予算が控えて、ということは、も

出したぐらいと、熟読期間がないとなかなか

うそれまでに調整がなされて、一定の業務と

ね、末端までいろんな民主的な形の中で積み

いうものが議会に提案することが完了されて

重ねて、組織の意思決定なされて労使の妥結

るということで、ちょうど難しいこの局面の

ということのことを考えれば、それは私より

補正予算のあり方、議会に提案のあり方とい

はあなた方の方がずっと専門家でね、本当に

うのは、やっぱり慎重かつ適切にね、先ほど

釈迦に説法で恐縮でしたけども、ひとつ今後

町長答弁されたよりもう少し厳密にね、以前

ともそういうことの中で推し進めていただき

にも申し上げてる経過ありますんで。

たいもんだなと、この条例、今回の条例案提

だけど一歩譲って、できますれば、この提

案も踏まえてね、議会の一員として強く求め

案が前の臨時会に出てたら、そのことについ

たいと、このように思うところです。最後の

てはね、それからこれから付託される一連の

御所見をどうぞ

問題の条例案についても、相当事前研究、か

○議長（吉田敏男君）

つての火葬場の条例の関係でやられた担当者

○町長（安久津勝彦君）

も、相当慎重かつ適切に、何ヵ月間かけて提

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

案されたんでないかというふうに、これから

先ほども答弁申し上げたとおり、とりわけ

の審議を議題に供される問題についてもね、

いろんな改正点、あるいは検討していること

所管委員長としてもそういう法的な中で勉強

があれば、これはそれぞれの所管委員会があ

させていただいた経過ありますけど、いずれ

るときに、非公式といえども、委員長の方と

にしても、この表に出るまでは相当そういう

連携を密にしていただいて事前に、例えばこ

ことがあると思うんですよね。だからなお一

んな動き今してるよというようなことも含め

層ひとつ密にして提案していただかなきゃ

て、できるだけ担当課長には、そういった議

な。

会との連携を密にしてくれという指示はして

ただ、我々委員会の中でもこう言ってるん

いるところでございます。

ですよ。一定の審議の場与えてくれ与えてく

とりわけ今回、今議題となっております案

れと言うけど、審議の場に与えたら何も質疑

件につきましては、これは先ほど総務課長の

ないとなれば、形式的なもののセレモニーを

方からも提案理由の説明の中にも触れており

やってるというふうに町民から見たらゆがめ

ましたけれども、やはりもともとうちの病院

ないから、そういうことないようにお互いに

も２交代、変則２交代でやってきて、これが

勉強して、

一定のことを示された経過

何年かというのは、ちょっと私も今記憶に薄

もあり、やっぱり自宅研修も含めてやること

らいでいるわけでありますけれども、３交代

が我々の議会の権能を示すことでないという

制に移行してきたと。

ことを申し上げて、皆さんと御理解いただい

これは全国の病院の職場の中で、やはり看
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護体制というのは３交代が合ってるというよ

いということもありますから、こういった調

うな流れの中で、我が病院も、実施時期は相

整も含めて、私が思ってたよりもちょっと時

当おくれた時期に３交代の体制をとってきた

間を要してしまったなという思いでございま

ということでございます。

す。

しかるに、現実今の時期になりますと、３

議員の御指摘も踏まえながら、今後このほ

交代をやってるところというのは極めて少な

かの案件についても、当然執行者側と議会と

くなってきているということでございます。

の間につきましては、当然情報をしっかり提

十勝管内の大きな病院、厚生病院しかり、さ

供をし、そしてしっかり審議をいただく時

らは国立療養所等々もやっぱり２交代。

間、あるいは期間を確保するということを心

これは何かといいますと、やはり看護師さ

がけて、今後も対応してまいりたいというふ

んの勤務体制、先ほども少し触れられており

うに考えておりますので、御理解賜りたいと

ましたけれども、夜中に出勤しなきゃいけな

いうふうに思います。

い、あるいは夜中に帰らなくちゃいけないと

以上でございます。

いうこともあって、これは今までいる看護師

○議長（吉田敏男君）

さん、これは全員とは申しませんけれども、

せんか。

他に質疑はございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

これは３交代になれてるわけでありますか
ら、これはこれが変わるということになれ

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

ば、やっぱり自分の生活のペースもまた変

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５号

わってくる。
しかし一方、新しい看護師さんをぜひ足寄

足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一部を改

の病院に来てくれということで募集をしてい

正する条例の件は、総務産業常任委員会に付

く中で、３交代であればちょっとねというの

託し会期中の審査にすることにしたいと思い

は、これ現実問題として起こってたというこ

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）

とでございます。
今の新院長は昨年の４月に着任いただいた
わけでありますけれども、この看護体制につ

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

いても、これから病院改革していく上でやは

したがって、議案第５号足寄町職員特殊勤

り看護師さんがいないことには、もちろんお

務手当支給条例の一部を改正する条例の件

医者さんはイの一番でありますけれども、看

は、総務産業常任委員会に付託し会期中の審

護師さんも確保できなければ、よりよい病院

査とすることに決定をいたしました。

づくりというのは難しいということもあっ
◎

て、院長先生と私との話し合いの中でも、で

議案第６号

きるだけ速やかに早目に条件を整えて、２交

○議長（吉田敏男君）

代の体制とすべきだというようなことも確認

号足寄町公共下水道条例の一部を改正する条

をしながら、その後いろいろ協議に入ったわ

例の件を議題といたします。

議案第６

本件について、提案理由の説明を求めま

けでありますけれども、ただ、現実問題とし
ては、議員仰せのとおりこれはもう大幅な労

日程第７

す。

働条件の変更に関することでありますから、

建設課長南岡雄二君。

しかもまた、交代制勤務にしてるものですか

○建設課長（南岡雄二君）

ら、きょうこのことで提案してあるいは説明

なりました議案第６号足寄町公共下水道条例

したいといっても、一遍にはなかなか集まれ

の一部を改正する条例の提案理由を申し上げ

ない、全員がそろうというのはなかなか難し

ます。
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ただいま議題と

足寄町公共下水道条例の一部を改正する主

以上で、提案理由の説明を終わります。

な趣旨としまして、現行規定の下水道整備事

なお、新旧対照表を２７ページに添付して

業における対象区域が、都市計画用途地域内

おりますので、御参照方お願いいたします。

３１２ヘクタールの土地の所有権並びに賃貸

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

借権を有する者について、受益の対象となっ

○議長（吉田敏男君）

ていることから、区域外の者で下水の排除の

理由の説明を終わります。

希望がある者について接続が可能となるよ
う、足寄町公共下水道条例及び同施行規則の

これをもって、提案

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

一部改正を行い、都市計画の用途地域外で用
途地域に隣接している者の下水道事業による

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

受益者の拡大を図るため、条例の一部改正を

す。これで、質疑を終わります。
ただいま議題になっております議案第６号

お願いするものであります。
なお、下水の排除という言葉なんですが、

足寄町公共下水道条例の一部を改正する条例

下水道法の第２条によります法律用語でござ

の件は、総務産業常任委員会に付託し閉会中

いまして、その意味合いとしましては、公共

の審査にすることにしたいと思います。これ

下水道の排水施設、公共枡に汚水を流し込

に御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

む、要するに利用という意味合いでございま

○議長（吉田敏男君）

すので、御理解をお願いいたします。
次に、改正の内容について御説明申し上げ

異議なしと認めま

す。
したがって、議案第６号足寄町公共下水道

ます。
足寄町公共下水道条例の一部を改正する条

条例の一部を改正する条例の件は、総務産業
常任委員会に付託し閉会中の継続審査にする

例
足寄町公共下水道条例（平成１２年条例第

ことに決定をいたしました。

４６号）の一部を次のように改正する。
◎

目次中「第２８条」を「第２９条」に、

議案第７号

「第２９条」を「第３０条」に、「第３１

○議長（吉田敏男君）

日程第８

議案第７

条」を「第３２条」に改める。「第３１条」

号足寄町公共下水道区域外流入分担金の徴収

を「第３２条」とし、「第３０条」を「第３

に関する条例の制定についての件を議題とい

１条」とし、「第２９条」を「第３０条」と

たします。
本件について、提案理由の説明を求めま

する。
第４章中「第２８条」を「第２９条」と
し、「第２７条」を「第２８条」とし、「第

す。
建設課長南岡雄二君。
○建設課長（南岡雄二君）

２６条」の次に次の１条を加える。

ただいま議題と

（区域外下水の排除）

なりました議案第７号足寄町公共下水道区域

２７条

外流入分担金の徴収に関する条例の制定に伴

町長は、公共下水道の管理上支障

がないと認めたときは、排水区域外の下水を

います提案理由を申し上げます。
この条例の制定趣旨につきましては、足寄

公共下水道に排除させることができる。
前項の規定により下水道を公共下水道

町公共下水道条例（平成１２年条例第４６

に排除することを認められた者に対しては、

号）及び規則の一部改正に伴い、区域外下水

この条例を適用する。

の排除の許可に伴います受益者分担金を定め

２

附則

この条例は、公布の日から施行する

としています。

るものであります。
なお、この条例並びに規則の制定に当たっ
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ては、本州及び管内市町村の事例を参考と

区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に

し、地方自治法、都市計画法、下水道法に抵

よる土地区画整理事業の施行に係る土地につ

触せぬよう制定の準備を図ったところであり

いて仮換地の指定が行われた場合において必

ます。

要と認めるときは、換地処分が行われたもの

また、現在設置されております下水終末処
理場の処理能力等に対する影響は特に問題が
なく、当分の間は現行施設での対応となるも

とみなして、前項の受益者を定めることがで
きる。
第４条は、徴収区域の公告の定めでござい
ます。町長は、徴収区域を定めたときは、遅

のであります。
次に、本条例の制定内容について御説明申

滞なく当該徴収区域の名称、区域及び地積を
公告しなければならない。これを変更しよう

し上げます。
足寄町公共下水道区域外流入分担金の徴収

とするときも、また同様とする。
第５条は、受益者の分担金の額の定めでご

に関する条例の制定について
第１条につきましては、趣旨の定めであり

ざいます。受益者が負担する分担金の額は、

まして、この条例は、公共下水道にかかわる

足寄町公共下水道受益者負担金条例（平成１

事業に要する費用の一部に充てるため、地方

２年条例第２２号）第３条に規定する単位負

自治法第２２４条の規定に基づき、足寄町公

担金額に、当該受益者が第４条の公告の日現

共下水道区域外流入分担金（以下「分担金」

在において所有し、または地上権等を有する

という。）を徴収することに関し、必要な事

土地で、同条の規定により公告された区域の

項を定めるものとする。

ものの面積を乗じた額とする。

第２条は、区域外流入の定めでございま

参考までに、受益者負担金につきまして

す。この条例において区域外流入とは、下水

は、１平方メートル当たり３８０円となって

道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１

ございます。

項の規定に基づく足寄町公共下水道事業認可

第６条は、分担金の賦課及び徴収の定めで

区域（以下「認可区域」という。）外の区域

ございます。町長は、第４条の公告の日現在

から公共下水道の排水施設に汚水を排除する

における当該公告のあった徴収区域内の土地

ことをいう。汚水の排除という意味は、先ほ

に係る受益者ごとに、前条の規定による単位

ど述べたとおりでございます。

負担金額を基礎として分担金の額を定め、こ

第３条は、受益者の定めでありまして、第
１項

この条例において受益者とは、町長が

れを賦課するものとする。
第２項

町長は、前項の規定により分担金

認可区域外のうち分担金を徴収する区域とし

の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の

て定めた区域（以下「徴収区域」という。）

額、その納付期日等を受益者に通知しなけれ

内に存する土地の所有者をいう。ただし、町

ばならない。

長は、地上権、営小作権、質権または使用賃

なお、負担金条例の規則第７条を準用しま

貸借もしくは賃貸借による権利（一時使用の

すので、年４回になってございます。第１期

ために設定された地上権または使用賃貸借も

につきましては６月１０日から６月２５日ま

しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上

で、第２期については８月１０日から８月２

権等」という。）の目的となっている土地に

５日まで、第３期につきましては１０月１０

ついては、地上権等を有する者と当該土地所

日から１０月２５日まで、第４期につきまし

有者とが協議して、当該土地に係る分担金の

ては１２月１０日から１２月２５日までとい

徴収を受ける者を定めた場合には、その者を

たします。
第３項

受益者とみなすことができる。
第２項

町長は、徴収区域内における土地

分担金は、５年に分割して徴収す

るものとする。ただし、受益者が一部もしく
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は全部納付の申し出をしたときは、この限り

条例（昭和３６年条例第１０号）の規定を準

ではない。

用する。この場合において、同条例第４条中

第７条は、分担金の減免でございます。国
または地方公共団体（以下「国等」とい

「年１４.６％」とあるのは「１４.５％」と
読みかえるものとする。

う。）が都市計画法第４条第１４項に規定す

第１１条は、委任の定めでございます。こ

る公共施設の用に供し、または供することを

の条例の施行について必要な事項は、規則で

予定している土地については、分担金を徴収

定める。
附則

しないものとする。
ここでいう公共施設とは、道路、公園、そ
の他政令で定める公共の用に供する施設とい

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

うことで御理解をお願いいたします。
第２項

この条例は、公布の日から施行する

町長は、次の各号のいずれかに該

当する受益者の分担金を減免することができ

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

る。
（１）国等が公用もしくはその機能の用に
供し、または供することを予定している土地

ませんか。
９番

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

に係る受益者。

これは今下水道を通

（２）公の生活扶助を受けている受益者、

る区域があって、その区域外でもちょっと管

その他これに準ずる特別の事情があると認め

をつなげれば下水、要するに水洗トイレにで

られる受益者。

きるよというそういう地域の人たちに関する

（３）前２号に掲げる受益者のほか、その
状況により特に分担金を減免する必要がある

ことですね。
地域の人は下水道負担金取られるけど、だ
からそうやって受益するわけだから、分担金

と認められる土地に係る受益者。
第８条は、減免の取り消しの定めでござい

というふうに名前を変えて、私たちが払って

まして、町長は、分担金の減免を受けた者が

るような下水道負担金を１平米３８０円とい

前条の規定のいずれにも該当しなくなったと

う取るということですよね。

認めたときは、その減免を取り消すものとす

でも、そうしたらこんな面倒くさいことし
ないで、そこもちょっとつなげれば区域にな

る。
第９条は、受益者に変更があった場合の取

るんだから、つなげれば区域になるところ

り扱いの定めでございます。町長は、第４条

は、今は区域じゃないけど、そこまで線を延

の公告の日以後受益者の変更があった場合に

ばして、そしてただ境界をちょっと広げるだ

おいて、変更に係る当事者の一方または双方

けでいいんじゃないのかなと。

がその旨を町長に届けたときは、新たに受益

こんな面倒くさいような条例使わないまで

者となった者が従前の受益者の地位を承継す

も、区域の線引きを変えればいいだけのこと

るものとする。ただし、第５条の規定により

じゃないのかなと思うんですけれども、それ

定められた額のうち、当該届け出の日までに

についてなぜそのようにできなかったのか、

納付すべき時期に至っているものは、従前の

教えていただけたらありがたいんですけれど

受益者がこれを納付するものとする。

も。

第１０条は、督促手続及び延滞金の徴収の

○議長（吉田敏男君）

建設課長、答弁。

定めでございます。町長は、第６条第２項の

○建設課長（南岡雄二君）

納期期日までに分担金を納付しない者がある

します区域でございますけれども、先ほど述

ときは、足寄町税外諸収入金の徴収に関する

べましたように都市計画区域内で、平成１５
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この下水道に関

年３月でございましたけれども、全体計画区

○議長（吉田敏男君）

域が３１２ヘクタール、そしてその中で認可

再開をいたします。

計画区域が２１４.９と、これが下水道区域

休憩を閉じ、会議を

ここで、暫時休憩をいたします。休憩中に
議会運営委員会の開催をお願いをいたしま

になってございます。
ですから、この区域につきまして早急なる

す。

となりますと時間か

午後

２時０１分

休憩

かりますので、近隣する方ということで、要

午後

２時０８分

再開

区域の拡大、それが

するに近くまで下水道管来ているのに、私た

○議長（吉田敏男君）

ちも利用できないという方がいらっしゃる

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

と、そういう方について今回、分担金という
◎

形で形を変えて、早急なる快適な生活を送っ

議運結果報告

てもらおうということで、今回、分担金条例

○議長（吉田敏男君）

を設け、区域外のことを拾っていくというこ

長から、会議の結果の報告を願います。

とにしておりますので、御理解お願いいたし

議会運営委員会委員長

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）

ます。
○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

た

だいま開催されました第２回臨時議会に伴う
議会運営委員会の協議の結果を御報告いたし

せんか。

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これより、本日の日程に追加し、文教厚生
常任委員会に付託いたしました議案第４号

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７号

と、総務産業常任委員会に付託いたしました

足寄町公共下水道区域外流入分担金の徴収に

議案第５号の審査報告を受け、審議いたしま

関する条例の制定についての件は、総務産業

す。

常任委員会に付託し閉会中の継続審査にする

以上で、議会運営委員会の協議の結果を終

ことにしたいと思います。これに御異議ござ

わらせていただきます。

いませんか。

○議長（吉田敏男君）
報告を終わります。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これにて、委員長の

異議なしと認めま
◎

す。
したがって、議案第７号足寄町公共下水道
区域外流入分担金の徴収に関する条例の制定

日程追加の議決

○議長（吉田敏男君）

お諮りをいたしま

す。

についての件は、総務産業常任委員会に付託

足寄町議会会議規則第２２条の規定によ

し閉会中の継続審査にすることに決定をいた

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

しました。

程に追加し審議することにしたいと思いま

ここで、暫時休憩をいたします。休憩中に

す。これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議会運営委員会の開催をお願いをいたしま
す。総務委員会並びに文教委員会の開催をお

○議長（吉田敏男君）

願いをいたします。２時めどに開催をしたい

す。

と思いますので、よろしくお願いをいたした

異議なしと認めま

したがって、追加議事日程のとおり日程に
追加し審議することに決定をいたしました。

いと思います。
午前１１時１３分

休憩

午後

再開

２時００分
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◎

議案第４号

議案

修繕をすると、それから指定管理に移行する

第４号足寄町公の施設に係る指定管理者の指

前に、大きな特に屋根や何かの雨漏り等につ

定についての件を議題といたします。

いては、管理移行前に町が修繕をするという

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１

本件における文教厚生常任委員会委員長の

説明を受けております。

報告は、別紙配付のとおりです。本件におけ

○議長（吉田敏男君）

る委員長の報告は、原案可決です。

君。

１２番

これにて、委員長の報告を終わります。

○１２番（大久保

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

れ適正に言えば、やはり同じこちらにも、２
ですよね。その辺整理した方がよろしいと思

大久保優君。

○１２番（大久保

優君）

わかりました。こ

３ページにも同じ条文が入るべきだと思うん

います。質疑はございませんか。
１２番

優君）

大久保優

本来はこれ、行政

います。

から提案されたときにお聞きすればよかった

それともう一つ、これはお願いなんですけ

と思うんですけど、管理に関する協定書の中

ど、事業計画案が出てますよね。こちらの管

の施設管理修繕の１２条の２の項目なんです

理の方には１１月までに出しなさいというの

けども、これは指定管理業務基準の施設の管

載ってますけど、本来、初年度ですから、多

理の中の修繕の中と連動がされてないんです

分文教の方にはあれですね、事業計画書みた

けども、こちらの方は１件につき１００万を

いの出てますよね。

超える場合には行政がやると、以下の場合は

多分それで審査してると思うんですけど、

管理者がやるとなってるんですけども、こち

できれば、総務関係はこれを手にもらってな

らの方は施設設備の管理の中では、建物、大

いんで、できれば総務の人にも配付していた

がかりな修繕は町が役割とするとうたってる

だきたいなと思うんですけど、お願いですけ

んですけど、これ連動すべきだと思うんです

ど。

けど、その辺の審査はされませんでしたか、

○議長（吉田敏男君）

お聞きしたいんですけど。

は善処いたします。

ページでいうと、指定管理者基準が２３

他に質疑ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ページの上の方の②がその条文です。それと
管理に関する協定書は１３ページの右の下の

○議長（吉田敏男君）

方の施設管理の修繕というところと、本来は

す。

これ連動されて同じ条文でないとおかしいと

質疑なしと認めま

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

思うんですけど、その辺どうですか。
○議長（吉田敏男君）

わかりました。今の

文教厚生常任委員会

９番

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

委員長、答弁。

これは少数意見の留

孝道君）

保もない意見だったんですけど、反対討論。

ただいまの質問でございますが、２３ペー

これ予算を見てみたら、１人戻る、そして

ジの上の②の施設の設備修繕の建物、大がか

２人分の給料で４人を雇うようになってい

りな修繕は町の役割とするというところと、

る。町の指定管理者制度いいなと、町の負担

それから１３ページの下の施設管理修繕の１

が少しでも減るならと思ったけれども、町の

２条２項の関連がこれが連動すべきでないか

負担としては全く減ってないと言っても過言

ということの審査があったかということでご

ではない。

○文教厚生常任委員会委員長（星

ざいますが、このことについて正確に審査は

同じ２人分、正職員２人分の予算で４人雇

しておりませんけども、説明を受けた中で

うというふうに変わったかなというところ

は、１００万円を超えるものについては町が

で、とりあえず合計金額としては、町の負担
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余り変わってないじゃないかと、その点は

いませんね。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ちょっと困るんじゃないかなと。
そして、その４人の中に新しい来る人がい

○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

るので期待できるなと思って、私はこの休み

君。

時間にその人がつくったフィギュアを見に

○１０番（谷口二郎君）

行ったんですけれども、半分がきれいなやつ

問題で討論の趣旨がはっきりつかめないもの

で、その半分が真っ赤な筋肉がむきむきに見

ですから、そのときには議長の方から、きっ

えるフィギュアだったんですけど、私はそれ

ちりと制止するものはしてやってください。

を見て、この方は足寄町に来るのもったいな

また、修正できるものは修正、議長の方から

いんじゃないか、大学の研究室にいるべき人

指示してやっていただきたいと思います。

ではないのか。

○議長（吉田敏男君）

そして現館長も、現生動物の飼養に詳し

ただいま９番議員の

他に討論はございま

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

く、足寄町にいるよりも大学の研究室にいる
べき人ではないのかと、そういうことを受け

○議長（吉田敏男君）

たわけですけれども、でも、果たして足寄町

ります。

これで、討論を終わ

が、そんな大学の研究室にいるような人を抱

これから、議案第４号足寄町公の施設に係

えておくだけの金銭的に余裕があるのか。こ

る指定管理者の指定についての件を採決をし

んなに人口も減り店も減り大変な状況の中

ます。

で、そういうことができるのでないか。

本件に対する委員長の報告は可決です。本
件は、委員長の報告のとおり決定することに

（「議長」と呼ぶ者あり）
そして、展示物も現生動物というのをちゃ

賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

んと打ち出してきた。これ一番最初に化石博
物館ができるよというときも、私も１人で反

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

対したわけですけれども、そのときはまだ動

したがって、議案第４号足寄町公の施設に

物化石というふうにうたっていて、現生動物

係る指定管理者の指定についての件は、委員

の骨を堂々とやるよというふうに表向きには

長の報告のとおり可決されました。

なっていなかった。でも、今度現生動物をや
◎

るというふうにやっている。これではやはり

議案第５号

○議長（吉田敏男君）

入館者の増加は見込めないな。

追加日程第２

議案

町内の人の中には、転用してお年寄りのた

第５号足寄町職員特殊勤務手当支給条例の一

めの施設や、また、新しい職場をつくるため

部を改正する条例の件を議題といたします。

の考えるそういうような場所として使っては

本件における総務産業常任委員会委員長の
報告は、別紙配付のとおりです。本件におけ

どうかという意見もある。
できることなら、もうつくったものなのだ

る委員長の報告は、原案可決です。

から、そのまま旭山動物園のように起死回生

これにて、委員長の報告を終わります。

を図って続けていってほしいと思うのだけれ

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

ども、この内容では、だんだんじり貧でだめ

います。質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

になっていくしかないのではないか、内容を
見てこれでは赤字がふえるだけだなと、そう

○議長（吉田敏男君）

いうことからこのことに対して反対いたしま

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

す。
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

他に反対討論はござ

ませんか。
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林業費、水源林造林事業費におきまして、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

事業費調整のため需用費、役務費、原材料費
におきましてそれぞれ補正をお願いしてござ

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第５号足寄町職員特殊勤務
手当支給条例の一部を改正する条例の件を採

います。総額に変更はございません。
次に、教育費、社会教育費、社会教育事業
費におきまして、備品購入費といたしまして

決をします。
本件に対する委員長の報告は可決です。本

データコレクター一式６万１,０００円を計

件は、委員長の報告のとおり決定することに

上いたしました。この機器は、図書の貸し出

賛成の方は起立願います。

し・返却等、バーコード読み取りによりパソ
コン処理できる機器でございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

歳出終わりまして、次、歳入について申し

全員の起立です。

したがって、議案第５号足寄町職員特殊勤

上げます。

務手当支給条例の一部を改正する条例の件

８ページをお願いいたします。国庫支出

は、委員長の報告のとおり可決されました。

金、国庫補助金、総務費国庫補助金におきま
して、総務管理費国庫補助金といたしまして

◎

地域活性化経済危機対策臨時交付金１００万

議案第８号

○議長（吉田敏男君）

日程第９

議案第８

号平成２１年度足寄町一般会計補正予算（第

円を計上しております。
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２６万１,０００円、ふ

１４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

るさと銀河線跡地活用等振興基金繰入金７３
万３,０００円をそれぞれ計上いたしてござ

す。

います。

総務課長大塚博正君。
ただいま議題と

３ページにお戻りください。第２表債務負

なりました議案第８号平成２１年度足寄町一

担行為補正といたしまして、２２年度事業に

般会計補正予算（第１４号）について、提案

かかわります業務委託等、追加３０件をお願

理由の御説明申し上げます。

いしてございます。関係分４ページにもか

○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１
９９万４,０００円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ９８億１,４３２

かっておりますので、よろしくお願いいたし
たいと思います。
以上で、議案第８号平成２１年度足寄町一
般会計補正予算（第１４号）の提案理由の説

万３,０００円とするものでございます。
歳出から御説明申し上げます。

明とさせていただきます。御審議のほどよろ

１０ページをお願いをいたします。総務

しくお願いを申し上げます。

費、総務管理費、銀河線跡地整備費におきま

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

して、工事請負費といたしまして旧ふるさと

理由の説明を終わります。

銀河線宿舎解体工事１７３万３,０００円を

これから、議案第８号平成２１年度足寄町

計上いたしました。これにつきましては、銀

一般会計補正予算（第１４号）の件の質疑を

河ホール横の旧宿舎２棟の解体工事でござい

行います。
１０ページをお開きください。歳出から始

ます。
次に、農林水産業費、農業費、営農用水道
等費におきまして、使用料及び賃借料といた
しまして除雪機借上料２０万円を計上いたし
ました。

めます。款で進めます。第２款総務費、質疑
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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銀河線跡地整備費で

旧ふるさと銀河線宿舎解体工事に２棟分で１

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

７３万３,０００円、これについてはやはり
そこへ住みたいよという人が多かったので、

○議長（吉田敏男君）

何とかそこを一般の人に開放してくれないか

戻りください。第２表債務負担行為補正、追

という話があったんですけど、やはりここは

加３０件、質疑はございませんか。

バスの駐車場ということになっていくわけで

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

すか。
○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

ただいま議題に供され

てます債務負担行為の関係でお尋ねをいたし

副町長、答弁。
議員御指摘のとお

り、大型車の駐車場になる予定でございま

ます。
本来、相当の額になって、この債務負担行
為の議会手続は妥当なものと思いますが、こ

す。
○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

の執行に当たって何か留意点がありますれ
ば、前年度と対比いたしましてね、委託の方

せんか。
５番

８番

次に、３ページにお

法と委託のあり方等、あるいは入札等、もろ

木村明雄君。

○５番（木村明雄君）

この銀河線跡地につい

てでございますけども、これについて大誉地
から足寄間の間、これについてどこまで進ん

もろ含めて何か留意点あればお示しをいただ
きたいと存じます。
あわせて、先ほど４号議案で議会議決なり
ました化石博物館の関係の債務負担行為１億

でいるのか。
これは農家の人たちも、これから先に向け

８,０００万強が議決を求めるべく提案に

てだんだんと夏になると、そういうことにな

なっておりますが、我々所管委員会でない委

ればそれなりにやはり整備もしていかなきゃ

員は全くわからないんですね、内容が。

ならなくなるということの中で、お尋ねをし

先ほど９番議員も反対討論の中で論旨述べ
ておられましたけどね、できますればこの辺

たいと思います。
これ解体工事の関係

も含めてね、大きな債務負担行為の期間が長

だけの質疑ですから、ちょっとまた別の機会

こうございますしね、いろいろと制度が変わ

でひとつお願いいたします。

る、要するに執行のあり方が変わるわけで

○議長（吉田敏男君）

す、今まで直営でやったのが。

他に質疑はございませんか。

そういう節目のときは、所管委員会の皆さ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第６款農林水産業

けども、所管委員以外の我々にもお示しをし

費、ございませんか。

ていただかないと、本来だったら、この予算

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第１０款教育費、質

提案のなったときに条例案等が提案されたと
きに、付託前に内容について質疑をするとい

疑はございませんか。

うことも、一つの我々の議員としての方法は

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

んにお示しするのは当然のことなんでしょう

歳出総括、ございま

残されてはいたんですけどね、これは条例と
の兼ね合いであえてその際質疑をしなかった

せんか。

と、配慮して質疑をしなかったという経過も

（「なし」と呼ぶ者あり）
次、８ページ、歳入

あるもんですから、その内容がわからなけれ

に入ります。歳入一括で行います。質疑はご

ば、この債務負担を認めるとか認めないとい

ざいませんか。

うそういうことではなくて、本条例案も可決

○議長（吉田敏男君）

になっておりますしね、そういうことではな

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

歳入総括、ございま

くて、やっぱり知らしめるべきかなと。
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できますれば、先ほどの反対討論を聞いて

から、内容について後日お示ししていただき

てちょっと推しはかることができたんですけ

たいもんだなと、このように思いますがいか

ど、現状の直営方式の事業費というのが明ら

がでしょうかね。それでは前段も含めてひと

かになったわけですよね。当然、当該年度の

つ答弁いただきたいと思います。

決算委員会に決算が徴されて示されることに

○議長（吉田敏男君）

なるんですけども、今度改めてこの直営方式

○副町長（田中幸壽君）

から指定管理者方式に変わったと、どのよう

す。

副町長、答弁。
お答えをいたしま

に状況が変わっていくのか、どのように税が

今回の提案をいたしております債務負担行

使われていくのか、そういうことの内容が一

為についてでありますけれども、留意点とい

切我々は承知できないんですよね。

うことでお尋ねがありましたけれども、今回

一つとしては、議案が上程になったとき

提案をしているこの債務負担行為の内容につ

に、こういう種の質疑は幾らでも可能なこと

きましては、議員も御承知のとおり、この

は事実だったんですけども、基本的にあるべ

間、例年どおりの内容と同様のものを今回も

き姿でということでね、その前提に条例も付

上げさせていただいてまして、この中で一

託ということで質疑をしなかったこともござ

部、足寄放牧ブランド確立促進業務委託から

いますので、改めて、議会終了後でも結構で

障害者地域就労支援委託業務までの５件につ

すので、他の委員会、つまり総務委員会のメ

きましては、昨年補正で事業実施をしており

ンバーにお示しをしていただけたら、我々が

ますふるさと再生雇用の３ヵ年のことしがた

町民に対して説明ができるんですよね。

またま中間年、２２年度が中間年という形に

先ほどの反対討論の方の論旨だけ聞いてて

なっております。

も、なかなかやっぱり、おっしゃってること

そういったことで継続の事業でありますけ

は当然一つの理念に基づいて論じてますか

れども、この部分の業務委託が今回債務負担

ら、このことについては当然了といたします

行為で計上しているということで、特徴的な

けどね、我々が全くわからなければ、町民に

新しいものについては、これも御指摘のとお

全然説明できないです、この状況では。

り足寄動物化石博物館施設管理運営業務、先

いやいや、こんなことで２１年から２６年

ほど議決をいただきましたこの分について

まで１億８,９００万で債務負担行為して、

は、後段、他の所管の委員会にもということ

それ以内で指定管理して、一定の支出が町が

で情報を公開、公開といいますか、情報提供

毎年度支払うんだということは当然わかりま

すれということでございます。

すけど、内容が全くわからん。単年度にした

この分については、教育委員会の方から御

らどうなるのかと、そういうことも含めて

答弁をしていただきたいというふうに思いま

やっぱり示すべきでないかなと、こういう制

すけれども、内容等々それ以外の部分につき

度の変わり目についてはね。

ましては、先ほども申し上げましたふるさと

一定でランニングをしていく通常の業務の

再生雇用については、もう既に金額が決まっ

場合については、所管だけでも当然結構で

ている継続の部門でありますので、金額的な

しょうけどね、我々も当然審議の機会を与え

変更はございません。

られておりますので、条例案提案がなったと

そのほか警備委託ですとか清掃ですとか、

きに、逐条でもってお尋ねすることは、さっ

もろもろの業務委託を計上しておりますけれ

きの１２番議員のようにそれは可能だったん

ども、中には、燃料代等々が下がって、若干

ですけどね、委員会付託ということで配慮し

安くなったという部分もありますけれども、

て質疑しなかった経過もありますんで、条例

正確には、ちょっと今資料が手元にありませ

のことはそういうことで了で可決されました

んので申し上げられませんけれども、ほぼ昨
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年同様の業務委託料の予算の計上になってい

それによって事情が状況が、外的要因に

るということで、御理解を願いたいと思いま

よって積算根拠が著しく増になったり減に

す。

なったりするものございましょうし、そうい

この債務負担行為が認められれば、即指名

うものは当然わかるんですけども、単純的に

委員会を開催をして、４月１日に事業実施が

考えてね、この今提案されたものにおいて、

てきるように、入札行為、契約等々を済ませ

すべてがそういう状況でないように私は思慮

て対応する予定になっているところでありま

してるんですよね。
もちろん一番大きく占める通常の例えば公

す。
この時期での業務委託というのは、そう

務補業務委託にしても警備委託にしても、そ

いったことで事前の入札行為等々があってこ

れほど今の状況の賃金物価上昇からいって

の時期の債務負担行為になってるというのは

ね、不安定な要因ではなくて、低い状況の中

例年どおりでございますので、その部分も御

で安定してることから踏まえれば、そういう

理解を願いたいと思います。

こともあってしかるべきかなという思いもし
てるんですよ。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○教育長（加藤和弘君）

もう一つ同時にね、競争原理が働いて入札

教育長、答弁。
お答えをいたしま

行為の中でね、一方でそれじゃあ競争原理が
働くということは、どういうことを発注先に

す。
指定管理者制度に移行するに当たっての資

するかということもありましょうね。地場の

料提供ということでございますけれども、議

企業なり地場の雇用ということを中心とした

会のお許しをいただければ、事業計画等を含

ときは、そういうこともなかなか厳しいもの

めて御提出申し上げたいと、このように思っ

があると、現実問題として。そういうことへ

てますので、どうかよろしくお願いいたしま

の思いを馳せたときには、ある種スタイルが

す。

限定されるのかなと。
高橋幸雄君。

そしたら、やっぱりこういう種のものを提

過般、こういう委託業

案してあなた方が執行していくときには、留

務の段階で複数年契約の話も議論交わしたこ

意点としてはあと何が残ってるんだろうなと

とございますね。

いうことをね、そのことによって何が町民に

○議長（吉田敏男君）
○８番（高橋幸雄君）

８番

今、副町長が答弁された特殊なもの、それ

とってプラスになるのかな、あるいはそれに

から国の制度が絡む財源が絡むもの、もちろ

かかわる業界にとっていいのか、あるいはそ

んありますけども、うちの町が直接例えば庁

れに業界に係る雇用されてる人がどういう安

舎業務の委託もそうでございましょうしね、

心感を与えるのかと、いろいろな思いありま

そういう簡易なものについて、もっと集約す

すよね。それを総合的に判断をしたとき、あ

るようなやり方で、そして最終的に複数年契

るべき一つの留意事項があるんではないかと

約することによって雇用が安定されたり、そ

いう思いをするんですよ。

こに働く人方が安心して、もちろん受注する

だから、先ほど副町長答弁されたように、

企業ももちろんそうでございましょうけど

国のふるさと雇用、もろもろ含めたそういう

ね、我々一般町民にしましたら、そのことに

ものはまた一連の関連はございますから、一

よって財政支出が軽減されるという、私はそ

概に言えませんでしょうけどね、そういうこ

ういうものもあると思うんですよ。

とを踏まえて、一つの留意点は、今年度は新

例えば需用費の関係、つまり燃料がかかる

年に向けてどういうことでしょうかねという

とか、そういうことの単価によって伴う変更

のが私の質疑の趣旨でございますんで、その

のあるものはまた例外ですよね。

辺御理解をいただいて、現段階には全くそう
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いうことは考えておらず、前年と同じような

というのはこれは無理な話、わかりました。

ことで執行を考えたと、こういうことであれ

ただし、新年度に向けての分にはそうですよ

ばこれもやむなしですけどね。

と。

今見たところ、複数年契約の債務負担行為

私がこの機会、もう１回あるんですよね、

の期間がないんですね。今あるのは足寄化石

来年のこのぐらいに。議会でこの同じ案件

博物館ですよね、複数。あとは単年度です

で。それまでにも、まあ委員会の中でも委託

ね、２１、２２年ですからね、来年の新年度

業務の関係で道内調査をするときに、メ

の分ですよね。

ニューへ入れようかって、いろんなお話も出

そういうところの観点からいくと、どんな
御所見があるのかなと、執行に当たって。そ

てることも事実なんですよね、まだ集約され
てませんけどね。

ういうことをお尋ねしてる質疑の趣旨でござ

その際に、例えば特養であるとか病院であ

いますんで、御理解いただいて御答弁をいた

るとか給食業務であるとかすると、私ども総

だきたいと思いますが、いかがでしょうか、

務委員会の担当セクションではございません

御所見をどうぞ。

のでね、そんなお話を申し上げて、まだ意見

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

を集約し切ってない状況にありますけども、

副町長、答弁。
お答えをいたしま

ただ、我々としても、やっぱりこの種のもの
については、非常にやっぱり直接直営でやる

す。
この債務負担行為の補正をお願いしている

ものについては、それなりのやっぱり一定の

物件については、従来も単年単年で、それ以

ことを我々も思いをいたしますけど、また直

外に長期契約というのをやっている物件とい

接・間接的に委託をして、町が直接な場合

うのもあるわけですけれども、この部分につ

は、また一つの思いもまた出てくるわけです

いては、どちらかというと人、清掃であった

よね。

り警備であったり、ほとんどが人件費の占め

したがって、今年度は今現段階での答弁に

る要素が多いといった物件が多いのが事実で

ついては持ち合わせてない、御所見持ち合わ

あります。

せてないということですから、これ以上言及

そういった中でどうしてもその時々の雇用

することはいたしませんけども、次年度に向

の状況等々を見たときに、当然地元雇用、地

けてもね、これ当該年度中に向けて、かつて

場の企業の今育成雇用等々も考慮した中で、

のごみ収集もそうですね、単年度から複数に

一定の価格変動もあるということも踏まえ

なった、あの入札行為したとき、非常に困惑

て、単年度契約にはしてるということもある

した業界もいろいろあった、それにかかわる

わけですけれども、正直申し上げて、議員の

人もいろいろと困惑した状況で、今複数年契

御指摘の後段の部分の答えと今お答えできる

約になりましたね。あれはそれなりのやっぱ

内容というのは、議員が後段で申し上げたよ

り事情なんですよ。

うに何ら変わらないのかということでありま

それなりに指名して一定のものがあるから

すけれども、昨年と同様の対応をしていきた

指名した、極端なこというと、落札しないと

いということでございますので、今年度から

思ったら落札したら、それから一定のことで

特に入札形態等々が変わっていくということ

短い期間の中でその業務の業務行為を契約に

ではございませんので、御理解のほどよろし

基づいて遂行するために、その受託業者の方

くお願いしたいと思います。

がそれで困惑したと、

の方もそうですよ

高橋幸雄君。

ね、前経営されてた方が行くんだったら、次

まあ、大体答弁の限界

とったら雇用を脅かされるというお話も聞い

かなと。持ち合わせないのに、答弁せ答弁せ

てます。そういうことからいきますれば、

○議長（吉田敏男君）
○８番（高橋幸雄君）

８番
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るものなのか、お伺いします。

やっぱりそこで複数年契約ですよね。
だから、この種のものもやっぱりただ人件

○議長（吉田敏男君）

教育長、答弁。

費だけ対応だったら、それこそ先ほど申し上

○教育長（加藤和弘君）

２階部分のアリー

げたように

とかそういうもの、究極なデ

ナの鏡の関係でございますけれども、基本的

フレ社会ということもあってね、そういう状

には業者の方で行うということになろうかと

況ですけども、もっと一考察あるのかなと、

思いますけれども、いずれにしても、使われ

そしてそのことによってもう少し予算算出の

る方についても使った後の御協力をいただく

算出科目はいろいろなことございましょうけ

ということもあろうかと思います。そういう

ども、してることございましょうけど、もう

ことで御理解いただきたいと思います。

少し複合した形の中でやる方法はないのかな

○議長（吉田敏男君）

とか、そのことによって、町費が安定的に一

○２番（榊原深雪君）

定年数その業務に携わる事業のパイが確保さ

変汚れてましたのでね、利用する団体がやは

れることによっての企業に対しても、いい

りグラスだとか用意していこうねという話に

やっぱり影響を与えることは事実なんですよ

はなってるんですが、利用者が複数の場合あ

ね。

りますよね、たくさんの方が。結局その人た

２番

榊原深雪君。

今度利用するとき、大

ましてやそこに雇用される方も、毎日の命

ちは指をつけないように出したり入れたりし

がかかってるわけですから、だからそういう

ても、ほかの団体の方がそういうふうなこと

ことから言えば、もうちょっと新年度に向け

がある場合もあるんですよね。

てね、本日のこの補正予算については答弁の

そして、皆さんが徹底してそういうことを

限界と承知して、これで承知しますけど、こ

協力していただければいいんですけれども、

の１年間、学習期間ということで、新年度の

そういうところも清掃、協力としてできる範

今ごろに向けてひとつ、一つの決意のほどを

囲は、やはり床とかモップかけたりというこ

副町長ひとつ御所見述べていただければ、非

とはするんですけれども、気がつけば利用者

常に質疑をしてる議員として非常に喜ばしい

がするのは、もろん常識的に考えたらそうな

限りなんですが、いかがでしょうか。どう

んですけれども、どちらが、その清掃業務の

ぞ。

料金の中に入ってるものなのかどうかという

○議長（吉田敏男君）

ことをお伺いしたいんですよね。

副町長、答弁。

○副町長（田中幸壽君）

議員仰せのとお

○議長（吉田敏男君）

り、来年度以降に向けていろいろな部分で検

○教育長（加藤和弘君）

討してまいりたいというふうに考えておりま

す。

すので、御理解のほどよろしくお願いいたし
○議長（吉田敏男君）

今、契約内容等手持ちにございませんけれ
たように、どちらがやるかというのは明確に

他に質疑は。

していきたいと。

榊原深雪君。

○２番（榊原深雪君）

お答えをいたしま

ども、いずれにしても、先ほど申し上げまし

たいと思います。
２番

教育長、答弁。

ただ、利用される方については、やはり

１点お伺いします。

総合体育館の清掃業務委託についてお伺い

使った後始末ということも御理解をいただき

します。２階の団体のところで利用した場

ながら進めさせていただければなと、このよ

合、使用した後にモップなり掃除機かけた

うに思っているところでもございます。

り、ほうきで掃いたりは床はするんですけれ

以上でございます。

ども、備品について大きな鏡とかありますよ

○議長（吉田敏男君）

ね、ああいうのは利用者がきれいにするもの

せんか。

なのか、その清掃業務委託を受けてる方がす
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他に質疑はございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括、

しまうというこの予算、この２点に対して反
対いたします。

ございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

せんか。賛成討論ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

これで、討論を終わ

これから、議案第８号平成２１年度足寄町

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

○議長（吉田敏男君）
ります。

ませんか。
９番

他に討論はございま

動物化石博物館施設

管理運営業務の債務負担行為１億８,９００

一般会計補正予算（第１４号）の件を採決を
します。

万円、要するに年間３,７８０万円、本当こ

この表決は、起立によって行います。本件

れにはとてもがっかりした。指定管理者に

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

なったらもっと町の負担がなくなると、それ

起立願います。
（賛成者起立）

を期待していたのに、町の負担は前と余り変
わらない、このような状況ではやはりこのや

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

したがって、議案第８号平成２１年度足寄

り方にはまずいなと。
今まで化石博物館が開館して１２年と少し
ぐらい、この間赤字赤字赤字続き、要するに

町一般会計補正予算（第１４号）の件は、原
案のとおり可決されました。

せいぜい５００万前後ぐらいの、最近では５
◎

００万いかない、３００万かそこらぐらいの

議案第９号

収入になっているという状況の中で、やはり

○議長（吉田敏男君）

指定管理者するにしても、今までの人ではだ

号平成２１年度足寄町簡易水道特別会計補正

めなんじゃないか。

予算（第２号）の件を議題といたします。

議案第９

本件について、提案理由の説明を求めま

今までの人は、やはり大学の研究室にいる
ような人だから、そうではなくて一般受けす

日程１０

す。

るような、たくさん観客を引きつけるような

建設課長南岡雄二君。

そういうセンスを持った人に指定管理やらせ

○建設課長（南岡雄二君）

るべきではなかったのかな。そういうことか

なりました議案第９号平成２１年度足寄町簡

らこの年間３,７８０万円もかけることに対

易水道特別会計補正予算（第２号）につい

して反対いたします。

て、提案理由の御説明を申し上げます。

それからあと１点、銀河線の跡地、あそこ
にある跡地の宿舎解体工事、あそこは住居と

ただいま議題と

補正の内容につきましては、債務負担行為
補正をお願いするものでございます。

して提供してほしいという意見が本当にいろ

１４ページをお願いいたします。第１表簡

んな人から寄せられていた、でも、そこを無

易水道６ヵ所におけます施設維持検針等業務

理やりわざわざお金をかけて壊して大型車の

委託に係る債務負担行為１件をお願いするも

駐車場にすると。

のでございます。

あんな遠くに駐車場をしても、あそこから

以上で、提案理由の説明を終わらせていた

駅へ行くったら一体どれだけ歩くんだろう

だきます。御審議のほどよろしくお願い申し

と。コンビニのように店舗のすぐ前に駐車場

上げます。

ある方が便利な中で、こんな遠くに駐車場を

○議長（吉田敏男君）

つくる必要ないんじゃないか。そういうこと

理由の説明を終わります。

から宿舎を有効利用しないで簡単に解体して

これをもって、提案

１３ページをお開きください。これから、
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議案第９号平成２１年度足寄町簡易水道特別

務負担行為として３件をお願いするものでご

会計補正予算（第２号）の件の質疑を行いま

ざいます。内容といたしましては、平成２２

す。

年度当初より業務が開始される、特別養護老

１４ページをお開きください。第１表債務

並びに洗濯業務の業務委託３件についての債

負担行為１件、質疑はございませんか。

務負担行為の設定をお願いするものでござい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

人ホームに係る施設警備業務並びに清掃業務

総括、ございません

ます。
以上で、提案理由の御説明を終わらせてい

か。

ただきます。御審議のほどよろしくお願いい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

たします。
○議長（吉田敏男君）

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

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、

ませんか。

議案第１０号平成２１年度足寄町介護サービ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

ス事業特別会計補正予算（第３号）の件の質
疑を行います。

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第９号平成２１年度足寄町
簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件を

１６ページをお開きください。第１表債務
負担行為３件、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

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

○議長（吉田敏男君）
か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

起立願います。

○議長（吉田敏男君）

（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９号平成２１年度足寄
町簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件

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）

は、原案のとおり可決されました。

○議長（吉田敏男君）
◎

総括、ございません

これで、討論を終わ

ります。

議案第１０号
議案第

これから、議案第１０号平成２１年度足寄

１０号平成２１年度足寄町介護サービス事業

町介護サービス事業特別会計補正予算（第３

特別会計補正予算（第３号）の件を議題とい

号）の件を採決をします。

○議長（吉田敏男君）

日程第１１

この表決は、起立によって行います。本件

たします。
本件について、提案理由の説明を求めま

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。

す。

（賛成者起立）

福祉課長堀井昭治君。
○福祉課長（堀井昭治君）

ただいま議題と

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

なりました議案第１０号平成２１年度足寄町

したがって、議案第１０号平成２１年度足

介護サービス事業特別会計補正予算（第３

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

号）について、提案理由の御説明を申し上げ

３号）の件は、原案のとおり可決されまし

ます。

た。

１６ページをお願いいたします。第１表債
― 27 ―

◎

起立願います。

議案第１１号

○議長（吉田敏男君）

日程第１２

（賛成者起立）

議案第

１１号平成２１年度足寄町上水道事業会計補

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

正予算（第４号）の件を議題といたします。

したがって、議案第１１号平成２１年度足

本件について、提案理由の説明を求めま

寄町上水道事業会計補正予算（第４号）の件
は、原案のとおり可決されました。

す。
建設課長南岡雄二君。
○建設課長（南岡雄二君）

◎

ただいま議題と

議案第１２号

なりました議案第１１号平成２１年度足寄町

○議長（吉田敏男君）

上水道事業会計補正予算（第４号）につい

１２号平成２１年度足寄町国民健康保険病院

て、提案理由の御説明を申し上げます。

事業会計補正予算（第４号）の件を議題とい

平成２１年度足寄町上水道事業会計の補正

議案第

たします。
本件について、提案理由の説明を求めま

予算（第４号）は、施設維持検針等業務委託
に係る債務負担行為１件をお願いするもので

日程第１３

す。
病院事務長高田安春君。

ございます。
以上で、提案理由の説明を終わらせていた

○病院事務長（高田安春君）

ただいま議題

だきます。御審議のほどよろしくお願い申し

となりました議案第１２号平成２１年度足寄

上げます。

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

号）について、提案理由を御説明いたしま
す。

理由の説明を終わります。
１７ページをお開きください。これから、

第２条関係でございますが、予算第９条の

議案第１１号平成２１年度足寄町上水道事業

次に第１０条として債務負担行為を加え、平

会計補正予算（第４号）の件の質疑を行いま

成２２年４月１日から業務開始を必要とする

す。

夜間警備業務等の委託など２件の債務負担行

債務負担行為第８条１件、質疑はございま

為の設定をお願いいたしております。
以上のとおり提案申し上げますので、御審

せんか。

議賜りますようよろしくお願いいたします。

（「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）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

か。

１９ページをお開きください。これから、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

議案第１２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４号）の件の質

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

債務負担行為第１０条２件、質疑はござい

ませんか。

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これで、討論を終わ

○議長（吉田敏男君）

ります。
これから、議案第１１号平成２１年度足寄

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

町上水道事業会計補正予算（第４号）の件を

○議長（吉田敏男君）

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

総括、ございません

これで、質疑を終わ

ります。
討論はございませんか。
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４番

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

本当に発言の機会を

いただきましてありがとうございます。

ります。
これから、議案第１２号平成２１年度足寄

私もこの森林組合さんとは同業種に当た

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４

り、私なりの個人のいわば同業種としての経

号）の件を採決をします。

験４５年間からの端からの見解と同時に、今

この表決は、起立によって行います。本件

現在置かれている公職に存在しているという

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

立場からも、先般２月の１１日、十勝毎日新

起立願います。

聞さん、それから北海道新聞さんの記事に、
記者さんの若干な受け取り方の微量な表現は

（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１２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
４号）の件は、原案のとおり可決されまし

違いますけど、ほぼ同一した見解を新聞の掲
載によって見させていただきましたところで
ございます。
１２月の定例会だったですかね、８番議員
さんから緊急ということで、こういうことも

た。

踏まえた中で想定された質問された、その後
◎

に大きな新聞のいわば白抜きの活字となって

諸報告

○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

あらわれたわけでございますけど、私はまず
町長にお聞きしたい。
非常に町長にこれからお聞きすることも、

いたしました。

行政側からのいわば内政干渉に当たる部分も

（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

４番

井脇昌美君。

あろうと思うんだけど、それは一般論とし

○４番（井脇昌美君）

突然なんですけど、

て、一般論としてまず受けとめておいていた

これより皆さんにお諮りをしていただきたい

だきたいと、お尋ねをさせていただきたい

んですけど、足寄町森林組合の１件につきま

と、そういう中でお答えをいただきたいと思

して緊急質問をされたいと思ってるんですけ

うんですけど、まず、新聞にも掲載されてま

ど、皆さんの同意をお求めいただきたいんで

したけど、１２月の定例会の８番議員さんの

すけど。

ときの質疑の中で、推定されるほぼ３,００
０万円という欠損金が出てるという報告の中
◎

で、１２月同月、最終的な数値も含めた中で

緊急質問
ただいま４番井脇昌

２月にわたって数値が確定したと、その数値

美君から、森林組合の件について緊急質問を

そのものが今回提示される数字がはっきり出

したいとの同意を求められました。したがっ

たんですけど、９００万前後のもう早数字的

て、井脇昌美君の緊急同意の件を議題として

なずれが生じていると。

○議長（吉田敏男君）

なぜそのような数字が予測されなかったの

採決をいたします。
この採決は、起立によって行います。井脇

かなという、非常にずさんな、いわば経理数

昌美君の森林組合に対する緊急質問に同意の

字上の押さえ方も相当いい加減と言われても

上日程に追加し、追加日程第３として発言を

しようがないようなところがあるんでないか

許すことに賛成の方は起立願います。

なと。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

井脇議員の発言を許します。

町の方にも相当おくればせながらの報告し
かなかったというような、中間でその経過の
報告もなされてなかったようにも新聞から拝
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見されているところでもございます。その中

金等々をすべて切り崩して約２００万円弱の

で一番今後大事なこととして、これからお答

いわば繰越損失が計上されたと。理事さんの

えもいただかなくちゃいけないんですけど、

報酬が五百数十万円、１２月に、職員の１２

何か具体的な策がさっぱり見えていないなが

月の賞与までカットしてゼロにして、自分ら

ら事業計画が出されていると。

だけがそのような金額を報酬をいわば配付し

むしろ同時に、私は事業計画どころか、厳

たと、１０名ですかね。ちょっとね、我々民

しいようですけど、その書類に改善計画とい

間ではちょっと考えられないです。本当に考

うものがきっちりと提出されるべきではない

えられないですよ。

かなと、そういう事務処理の流れというの

今までの過去の理事さん、いわば平成７年

は、存じてない人らばかりが、いわば理事さ

度１億円以上の大きないわば累積赤字が出た

んになって役員さんになっておられるのかな

ときに、議員からも派遣されて本当に理事さ

と。

んとなって活躍され、身を削り、やっとこ正

また、町の行政林業政策として理念を逆に

常化に持っていったあの経過等々が引き継い

言えば組合に向けていなかったのかなと、常

だ途端に、がたがたがたがたと何か積んであ

日ごろ。その辺の双方にもちょっと問題が

る石をけっ飛ばしたように一気に崩れたよう

あったんではなかろうかなと。

な数値になってきてますよね。私はね、この

御存じのように、町も３７％の全体の出資

間この数年間の経過を見て、町にも若干やは

ウエートを占めてると、お聞きするところに

りその間何かお話の仕方がなかったのかな

よると、組合法に沿うていうと３７％、一般

と、そういうことも考えたこともございまし

の民間と違って、発言力は決してボリューム

た。

が多いということでない、一組合員さんも大

私も昨年だったですかね、代表理事さんに

口の出資者も同等の発言力ともお聞きしてる

お会いしまして、私の経験の中で少しでもそ

ところでもございますが、しょせん町の重い

のような協定書もあのように交わさせていた

このような税金の一部がこうしていわば三千

だいた、いろんな側面から柔らかい支援の仕

数 百 万 円 前 後 、 細 か く 言 う と ３ ,４ ６ ８ 万

方も方法も考えたこともありましたし、自分

だったですかね、３,４６８万だったような

の個人的な人間的な感覚からも、代表理事さ

記憶してるんですけど、そのような数値はい

んともお会いし、いろんな事業の遂行、いろ

わば出資金として出されていると。

んな今の業界の実態というのもお話もさせて

ですから、そのいわば町としては重い出資

いただきましたけど、何だかの耳に念仏みた

金をですね、なかなか内政干渉には至らな

いな感じの非常に反応のない、そんな感じは

い、いろんな指示・命令は出せないながら、

受けてはいたんです。

私はそのままで今の流れに任せるような現況

決して個人を中傷してどうこうということ

のイメージですけど、私はそうはならないと

ではないんですけど、非常に理事さんそのも

思うんです。

のがこのリスクということが全く想定されて

理事さんがさっぱり責任の自覚がない、ど

ないというか、だれしもが想定して理事を、

のような理事さんがあれで責任とったと思っ

大変な仕事ですから受ける人はいないんで

てるのか、私はそれで責任とったと思ってい

しょうけど、理事というのはそういうよう

るんであれば、これはもうとんでもない、理

な、理事さんというのはそういう僕は立場に

事さんの能力を疑わざるを得ないような現況

あられる、ある意味においては。
いわば利益が出たときに報酬が、その分に

です。
何かこれも新聞で見させていただきました

頑張ったいわば理事者の報酬として得るとい

ところ、欠損金のいわば法定準備金とか積立

うのがこれは私、基本ではなかろうかと思う
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んです。すべてをとめて職員を解雇し、職員

に厳しい町長の御意見も出ようと思いますけ

を異動させで事業計画、新年度にしてもそこ

ど、その中できょう実は緊急質問ということ

らじゅうカットして、私はね、この流域に対

で今話の機会をちょうだいしたわけですけ

して今まで、工場のいわば基幹産業としての

ど、その辺非常に内政干渉に入る場合もある

存在というのを私はね、工場を閉鎖すればそ

でしょうけど、一般論として町長の思いを発

れで簡単にいいのかと。

信していただかねばならないですし、お答え

先人がいろんなあの工場を苦慮して今日ま

をちょうだいをいたしたいと思います。

で来た経過があるわけです。それが維持でき

○議長（吉田敏男君）

ない。町のある人も、議員さんの中にもやっ

○町長（安久津勝彦君）

ぱりおられたですよね、町の人にもおられま

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

した。そんなもの、おが粉工場建てたからあ

ちょっと手元で控えさせていただいて、一

んなもの赤字なんだと、乾燥工場を建てたか

部重複する部分もあるかなというふうに思い

ら赤字いくの当たり前なんだと、とんでもな

ますけれども、８点にわたる御質問かなとい

いやじというか、理解し得てないですね。こ

うふうに思います。

れも町長、やっぱりちょっと理解しておいて

順次お答えをしていきたいというふうに思
いますけれども、まず冒頭の、昨年の１２月

あげてください。
製材工場が存在する限り、この乾燥工場と

定例会で高橋議員からの御質問等々を含め

いうのはこれは必需品なんです。これを避け

て、あるいは行政報告も含めて、当時は３,

て通ることのできないいわば１機関なんで

０００万強の赤字決算の見込みということで

す。その維持管理ができなかったということ

私の方から報告をさせていただいたわけであ

です。

りますけれども、これは１２月時点でありま

また、今のおが粉工場は作動してます。こ

す。

のおが粉工場というのは、大きな大きな今で

あらかじめ申し上げておきますと、森林組

は、過去６年、７年前、８年前の設立当時の

合の決算というのは１２月であります。です

ことを考えると、大きな大きな利益を今生ん

から残り期間わずかでございます。

でるんですね。ですから誤解してるんです

な ぜ ３ ,０ ０ ０ 万 強 と い う 数 字 の 説 明 に

よ、すごく。そしてわあわあわあわあわあわ

なったかといいますと、実は私も説明を受け

あわあわあやじを飛ばしてるだけてす。それ

てたのは、最悪３,７００万程度の赤字にな

をまた真に受けて、理事さんもわあわあわあ

るかもしれないと、しかし、数字を精査をし

わあわあわあわあわあ同じくやってるわけで

ていく中で、３,２００万から３,３００万程

すよ。

度に圧縮できるかなというこんなお話もいた

なぜここでこれだけの損失が出たか、ただ

だいたということで、ですからその時点で

この期間をカットする、職員の報酬をカット

は、ちょっと確定した数字じゃなかったもの

する、自分らはいただく、パフォーマンスで

ですから、表現の仕方としては、３,０００

２〜３％削除したらいいんだろうと、それで

万強の最悪赤字が出るかもしれないというそ

申しわけ立つんだろうというこの事業の体質

んな見込みだという報告をさせていただいた

では、私は今年度やっても同じことだと思い

ということでございます。
残りわずかの中で最終的な決算の数値の精

ますよ。
ですから２３日、冒頭に町長のけさの招集

査をした結果、年明けて１月に聞いたわけで

のごあいさつの中に、総会後に議会の方にま

ありますけれども、３,９００万強の赤字決

た報告されるというお話もちょうだいいたし

算という最終報告をいただきました。

ましたが、その総会時に、今回ばかりは非常

正直言って、私もある意味愕然といいます
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か、驚きといいますか、たしか圧縮できるは

ながら、必要に応じて情報交換もしながらと

ずが、なぜふえたのかなということで、担当

いうようなことで、それは意識をしながら進

の方に指示をしまして、そのわずかの期間

めてきたつもりでございます。

で、減るどころかふえたという原因何なのか

ただ、毎月だとか二月に１遍だとか、定期

ということで、少しお聞きをすれということ

的な協議ということではございませんけれど

でお聞きをした結果、そしてまた、あわせて

も、少なくても今の時期でありますと、今の

そのときに部門別の、詳細は避けますけれど

時期よりも年前ですね、年前の時期でありま

も、部門別の状況も若干参考までにお聞きし

すと、当然新年度予算にかかわること、森林

ていたわけでありますけれども、そのときに

組合から行政に対する支援等々を含めた要望

は、共通経費といいますか、経費の配分をす

をお聞きする、あるいはこれは農とあわせて

る前の数字だということで、部門別の分につ

林業の政策懇話会的なものも当然持っており

いてそんなお話も聞いていたわけであります

ますし、それから何か大きなことがあれば、

けれども、それが結果として経費をオンした

当然どちらからともなくこれは相談といいま

ら３,９００万になったという、正直言って

すか、相談をかけるということが私はでき上

私自身、現段階でも、その詳細というのは

がっていたというふうに認識をしていたわけ

ちょっと説明を求めたわけでありますけれど

でありますけれども、あえて強調させてもら

も、数字がこうなんだと言われたら、そうで

いますけれども、そんなつもりでずっと、常

すかと言わざるを得ないといいますか、そう

に私が日ごろから言ってるとおり、足寄町の

いう意味では、その点についても私はちょっ

基幹産業の一つとしてやっぱり林だというこ

と疑問といいますか、不満に思っている点で

とを常に強調しておりましたから、そういう

もあります。

つもりでおりました。

ですから、議員ずばりお尋ねの何で短期間

そこで今年度、じゃあ具体的にどんなかか

の間で９００万もふえたんだという私に対す

わりをしてきたかといいますと、特に少し大

る質問については、私もちょっと経営者であ

きな動きをしてまいりました。

りませんし、数字も徴してませんから、

それは何かといいますと、これはたしか６

ちょっとお聞きをしたことを、ちょっと率直

月議会だというふうに思いますけれども、高

にそのままお答えをしてるわけでありますけ

橋議員からもちょっと御質問を受けた経過も

れども、残念ながら、そういう精査をした結

ありますけれども、御案内のとおり、年が明

果が９００万程度ふえたというようなことだ

きましたから一昨年になりますかね、例の

というようなことでございます。

リーマンショックのとんでもない経済不況に

それから、２点目の改善計画の構築、ある

陥った、ここでこの田舎の町で一番先に影響

いは行政と組合とのかかわり、このかかわり

を受けたのは、やっぱり加工場、木工場なん

というのは、これは議員御質問のいわゆる今

ですね。

期の赤字の見通しが出た段階でのこと、ある

これは足寄町の森林組合に限らず、全道、

いは今年度のかかわり、それから後段の方で

全国の加工場、木工場というのは極めて厳し

は、過去において再建対策をしたときに、い

い状況になった。もっと言えば、とりわけ足

ろいろ改善計画を立ててみごとに再建を果た

寄町の森林組合というのはカラマツ、これ梱

した、それ以後の行政のかかわり方というこ

包材ですとかパレットですとか、そういうと

とも含めて、関連することだろうというふう

ころに供給を多くしていたわけでありますか

に思います。

ら、もろに影響を受けたということもありま

まず、再建対策以降の行政と私どもとして
は、担当者の方ともこれは常に連携を密にし

す。
そういう中で高橋議員の質問にもありまし
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た、これは足寄町の林業政策として、とりわ

次に４点目、町の貴重な財源の中から３,

け加工場をどうしていくのかという部分で、

４００万強の出資金を出していると、これは

これは私も、これはもうこの以前から、森林

議員も仰せのとおり、これは会社組織ではご

組合の加工場、木工場部門は、部門別で見て

ざいませんから、協同組合でありますから、

も苦戦をしてるという状況はわかっておりま

３０％を超える出資割合でありますけれど

したから、これは指導機関であります北海

も、これは発言権というのは、本当にそれぞ

道、あるいは十勝支庁、機があるごとにそれ

れ組合員同じ立場でございますから、特に発

ぞれ担当のところに行って、十勝管内の木工

言権の強く持っているわけではございませ

場の状況、あるいは足寄町の森林組合の工場

ん。

の現状をお話をし、いろいろ指導なり、ある

そういう中にあって、具体的に議員の方か

いは助言なり、もっと言えば、道森連との絡

ら役員責任の問題を触れておられました。職

みも含めて支援策というようなことも検討い

員の手当カット、６月は１ヵ月分と聞いてお

ただきたいというようなこともお願いをして

ります。１２月は手当なしというふうに聞い

きたところであります。

ております。そういう中で役員報酬のカット

さらに７月以降、何らかの形で、このまま

どうなんだと。

の状況を手をこまねいていては、最悪足寄町

この役員報酬のカットの分につきまして

から木工場が消えてなくなる、もっと言えば

は、この年度当初に５％カットをしてるんだ

カラマツを引ける工場がなくなってしまうん

と、対前年比。さらにはこういう事業計画を

でないかと、こんな危機感も持ちながら、何

含めてさらに５％カットをした、合計で１０

らかの形で足寄町に木工場を残せる方策がな

％をカットをしたんだということで私はお伺

いのかということで、具体的な協議を課長以

いをしております。

下担当の方に指示をし、これは非公式ではあ

それでその責任感の問題、それでいいのか

りましたけれども、森林組合の方と具体的な

という大変厳しい御指摘といいますか、御発

相談をせというようなことで指示をし、最終

言がございました。

的には１０回程度協議を持ってきたわけでご

率直に申し上げまして、私は大口出資者と
かというそういう意味でなくて、これは私個

ざいます。
その都度報告を受けたわけでありますけれ

人としても、この責任のとり方はいかがなも

ども、なかなかその協議がスムーズに進まな

んかなということで感じまして、実はそのこ

いなというふうに私はその程度感じ取ってい

とも組合長以下役員の皆様方にも、大変僭越

たわけでありますけれども、これが実は１２

な話ではありましたけれども、議員と同じよ

月のたしか７回目か８回目の協議の報告の中

うな気持ちはお伝えをしたところでございま

で、町長、実は大変だということで報告があ

す。

りまして、そのときに、先ほど申し上げまし

それから、改善計画とあわせて来期の再建

た３,０００円強の赤字の見通しだというこ

といいますか、事業の計画の絡みで、もっと

とが明らかになったということです、そのと

議員の方から具体的に、工場を閉鎖すれば済

き初めて。そんな状況もあって、先ほど申し

むことなんですかということでありますけれ

上げたちょっと驚きということも含めてあっ

ども、実はこれまた同じことを私も申し上げ

たということでございます。

させていただきました。

この間の再建対策以降の行政としてのある

不採算部門の工場をもう赤字が膨らむから

いは組合とのかかわりという部分では、今年

やめたと、じゃあほかの部門で従来どおりの

度の部分も含めて少しお話をさせていただき

やり方で繰越欠損金、あるいは解消ができ、

ました。

次期黒字という状況に持っていけるんですか
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という部分については、ずぱり御指摘もさせ

ら、そういう中で次期の揺るぎない経営計画

ていただきましたし、もっと言えば、今期の

をしっかりと組合員総体の中で確認されるこ

赤字の原因をもっとしっかりと原因究明を

とを、現段階では御期待を申し上げる以外に

し、改善点はどこなのかというところも含め

ないなという思いでございます。

て明確にしなければ、ちょっと簡単なもんで

以上でございます。

はないんではないですかということもあわせ

○議長（吉田敏男君）

て、僭越ながら申し上げてきたところでござ

○４番（井脇昌美君）

います。

場は御存じを承知しながら、一般論としてお

４番

井脇昌美君。

非常に町長もつらい立

最後のこのままの体制では大変な状況にな

答えをるるいただいたわけなんですけど、今

るんではないのかという御心配の御発言でご

お答えの中で、リーマンショックといいます

ざいます。私も同じような思いでございま

か、金融危機の要因がもろに受けたんだとい

す。

う、ある意味においては、軽微な低いレベル

そこで、るるお話し申し上げましたけれど

の言いわけですよね。

も、過日、実はこれは何も権限は持ってはい

私はこの数字に対してはね、なぜこのよう

ないんですけれども、過日、森林組合の方に

なことを言うかということは、きちっと分析

お邪魔をさせていただいて、まさしく何も権

されてるわけです、工場の実態というもの

限ありませんから、そういう意味では非公式

は。

な話ということになるかもしれませんけれど

これは足寄の森林組合さんだけでないわけ

も、今申し上げたようなことも含めて、組合

です。今こうしてお話ししてる最中も、製材

長以下役員の皆様方には大変厳しいお話をさ

工場というのはフル操業です。今、オーダー

せていただきました。

が洪水のように入ってるんですから。

結論としては、やはり総会の場でどういう

というのはなぜかったら、昨年の１月から

形で組合長の方から今期の総括、あるいは次

やっぱり４月ごろまでは低迷していたのは事

期の方針、議案書以外にどういう形で付加を

実です。弱電、自動車関係のいわば製造比率

するのか注目をしたい、もっと言えば、議案

が、トヨタ自動車でも３０％ぐらい製造がと

書どおりのただ単なる読み上げでは私は納得

まりましたね。各自動車メーカーの梱包材の

できませんという、大変僭越ながら大変きつ

ウエートというのは、これは

い言い方をさせていただきました。

きい、弱電メーカーも含めてですね。

非常に大

あわせて監事さんに対しても、議案書に

これが５月に入ってから、堰を切ったよう

載っている監査報告だけでは、到底これは組

に自動車、または弱電関係のエコポイントと

合員の皆さん方は納得しないんではないです

いうんですかね、何ていうんですか、あの効

かということも申し伝えさせていただいたと

果も拍車がかかって、もう急速な回復に乗じ

いうことでございます。

て、年末までに一気にその分のいわばリスク

長々とお話ししましたけれども、いずれに

が、逆にある工場においては３割、逆にカ

しましても、２３日の総会、私自身も出席を

バーリングできたというほど製材の実態です

し、機会が与えられれば、ごあいさつもさせ

よ。だから非常に何か言いわけばっかりして

ていただきたいというふうに思っておりま

いるにすぎないなと。
町長のお話の中で、町長も町からの報告を

す。
総会が本当に組合員さんの皆さん方の本当

今ある意味においては代弁していただいたと

にある意味議論百中といいますか、伯仲をし

いう中で、また非常に残念なのは、報酬を減

ていただいて、やはり赤字決算はしたわけで

額すると、報酬ですよ、報酬は出るというこ

すから、これはもうどうにもなりませんか

と自体も、役員の報酬というのは健全な経営
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の中で、冒頭に先ほどお話ししたとおり、理

る中で、こちらの言い分も指示はしないでも

事さんというのは非常につらい立場で、決

聞いていただけない人らに、町の監視料２５

まった定額を毎月毎月きちっきちっといただ

０万また、ああ、どうぞ少しでも穴埋めに

けるという本来の話、形はあったとしても、

使ってくださという意図で支給してるのか、

そのときの状況によっては、水飲んで理事さ

またもう少し踏み込んでいうと、この監視料

んというのは今まで過去にも１食抜いてきた

というのは、どのような形で森林組合さんは

という事実もありますし、理事さんの中には

２５０万いただいてるんですかね。

数百万負担をしてきたという、これは古い話

おまけに、理事の任期がお聞きするとあと

でないですよ、何とか健全な運営をするべく

１年あると、１年あってもやらくていいんで

やってきたのが主だったんですね、理事さん

すから、これ理事だけは。自分から辞退すれ

が。

ば、辞職すれば、あと１年あるからって、責

だから、報酬が減額すると役員になる人が

任感持ってあと１年何もやる気ない、能力な

いないから、だから５％報酬したんだとい

い人がそこに座ってる必要ないんですよ。あ

う、私ね、これは恐ろしい考えだと思いま

と３年あるからって３年やらなきゃいかんと

す。これは何ていいますかね、経営感覚も何

いうことないんです。その辺の逆に言えば大

も度外視して、報酬いただけるから入るとい

変でしょうけど、代表理事さんとお話も私は

う感覚ですもね、それだったら。私の解釈の

早急にされるべきだと思います。
ですから１〜２点お聞きしましたけど、ま

誤りもあるのかもしれませんけど。
それと、町の方からこれ民有林の森林組合

ずその辺のお答えを、今年度の監視料も快く

さんに対して監視料２５０万見込まれてます

出そうと思っているのか、その辺もお聞きし

ね。私はね、そのような町も本当に何かどう

たいと思います。

したらいいかわからないような現況の中で目

○議長（吉田敏男君）

に見えない、私はこの２５０万悪いというこ

○町長（安久津勝彦君）

とでないんです、このことがそういう経過の

す。

町長、答弁。
お答えをいたしま

中で町ときちっとした連携図られ、町にき

まず最初の、５月以降ぐらいからは加工場

ちっとした報告なされた経過という、本当に

については生産量回復し、もっと言えば、従

町の大口の出資者としての存在をきっちりと

前以上に操業プラスしているところもあるよ

私は理解していながらの事業だったら私はわ

というお話でございます。
実は工場の状況というのは、当然十勝支庁

かりますよ。
何もかにも無視しておいて、そして減額に

の方にも相談をし、現地にもたしか２回ぐら

なったらあんなもの役員のなる人は理事なん

いはもう現地に入ってくれてるというふうに

かだれもいないわと、リスクもない何もな

思ってますけれども、これはまたやっぱりそ

い、考えてないんですよね。減額になったら

の中でちょっと明らかになってきたのは、や

役員になる人いないんですから、さっぱり理

はり取引先が、再建やったときにはいろんな

事さんの役目というのは何なんだ、責任感と

ところとの取引をやってたわけでありますけ

いうのは全く失ってる、私はだから今の組合

れども、その後、これは私どももちょっと掌

の現況から見、この２５０万すらですね、私

握してなかったんですけれども、工場の取引

は町で今年度事業計画に入れられたというけ

先というのは道森連オンリーにしてしまった

ど、それは向こうが勝手に入れてくるだけで

というこんな話をお聞きしまして、何を言っ

すから、そのようなとこに町としてはお支払

てるんだよと、これ平たい言葉で言いますけ

いしようと思ってるんですか。

れども、何を言ってるんだよと、もっともっ

理解できない、いろんな中で不満が募って

と新規開拓も含めてすべきでないのかとい
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う、まあ、しょせん我々は素人でありますけ

べきだなというふうに私は思っております。

れども、そんなお話をしてきたのも事実でご

民有林の監視料といいますか、委託料の関
係でございます。２１年度も約２５０万計画

ざいます。
また、途中では道森連からもオーダーが少
し入って、回復してきたのかどうかちょっと

をし、新年度についても同額を計上する予定
でございます。

定かではありませんけれども、ちょっと工場

詳しい内容は、私もあれですけれども、こ

の体制が整わないということで、何かオー

れは民有林の造林地、これは巡視も含めて、

ダーを断ったという経過もお聞きしまして、

あるいは事業の関係等々含めて、所有者の

ますます御理解といいますか、ちょっと理解

方々といろいろ指導を含めて相談業務という

できない状況だなというふうに、そんなじく

ことで委託をしているわけでございます。

じたる思いもしたのも事実でございます。

これについてはそれぞれ毎年毎年実績とい

それから、報酬１０％減でいいのか、ある

うことも提出をさせ、確認をさせております

いは役員の責任の問題どうなんだ、さらには

から、この事業は手抜かりなく実行していた

役員体制、任期１年残っているんだけどもど

だいてるということは確認をしておりますの

うなんだということでございますけれども、

で、これは引き続きやっていきたいなという

これにつきましては、先ほども申し上げたと

ふうに思っておりますので、御理解いただき

おり私自身も本当にいかがなものかなという

たいというふうに思います。
以上でございます。

ふうには思っております。
ただ、役員責任というものは、これは法に

○議長（吉田敏男君）

４番

井脇昌美君。

定めがありまして、当然役員責任はこれは負

○４番（井脇昌美君）

民有林の監視料のこと

わなきゃいけないというのはこれは間違いな

に対して、私はこの２５０万が仮に３００万

くあるわけですから、役員のなり手が云々だ

でもね、私はその金額は云々ではないんで

とかかんぬんだとか、そういうレベルでない

す、実は。
今の現況の非常に町のこのつらい立場とい

というふうには私は思っております。
そのこともちょっとやりとりの中では、

うのをなぜ理解してもらえないのかなという

ちょっときつく、そんなことは聞きたくない

ことに対して、本当にこの金額が、むしろも

というお話もさせてもらいましたけれども、

う本当に意が通じなければ、もうどぶに投げ

これはそういう意味では、議員と認識は一致

るような感じになってしまうような感じする

するところかなというふうに思っておりま

ものですから。
それと同時に、取引先に道森連さんという

す。
ただ、最後の任期１年残ってるからといっ

言葉、販路が出ましたけど、道森連さんのこ

てそのままでいいのかと、場合によっては場

とがいい悪いというよりも、それもすべて言

を設定、行政として私の方からそこら辺のこ

いわけなんですよね。道森連さんは道森連さ

とも申し入れるべきではないのかということ

んのやっぱりしっかりした販路というのは

でございますけれども、この点についてはで

持ってくれてるわけですから、それが１００

すね、これはまさしくちょっと、いろんな思

％だから、仮に５０％だからいい悪いじゃな

いはありますけれども、これはちょっとそこ

いわけです。

までいっちゃうと、まさしく内政干渉なのか

それなりにむしろ今町長の方から、お客さ
んの貴重な気持ち、あらわれを断ったと、

なというそんな思いもしております。
そのことも含めて、これはやはり役員責任

オーダーを断ったわけですから、これは僕は

の問題等々含めて、あるいは体制のあり方含

最悪の、今断って今それを失うんじゃなく

めて、これはやはり私は総会の場に期待をす

て、２年、３年、１０年後にずっと延々とそ
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のお客さんというのはもうこっちへ向いても

最後になりますけど、そんなことも含めて
町長の固い決意と、今回２３日に総会に行か

らえないわけですよ。
それなりのいろんな値段等とか、いろんな

れるときのいろいろな激励も含めて所見をお

あると思うんです。サイズの問題もあっただ

伺いして、質問を終わらさせていだきます。

ろうと思うんです。

○議長（吉田敏男君）

それはただ単に断った理由というのは、明

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
まとめとして出資

確に私もわかりませんけど、それだけに残念

金の問題、これはもうまさしく町民の財産で

なようなお話の一端ですけど、何かすべてが

ありますから、ここのところの判断というこ

言いわけだけで、そんなこれから事業を起こ

とで、新聞報道の見出しでは、出資金引き上

す、改善していく中で、甘いもんでないとい

げもということで足寄町が通告をしたという

うですね、最後になりますけど、私は一言で

見出しもありました。

言うと、この今の形というのは、早急にいわ

これは中身を見ていただければわかるんで

ば総入れかえをした中で、大手術が早急にな

すけれども、私は現時点で直ちに引き上げる

されるのが、私個人的な意見としては理想で

べしとは判断はしておりません。仮にその行

なかろうかと思います。

動に判断をしたとすれば、がたがたがたとも

それと同時に、私もなかなかあれなんです
けど、町のこれだけの３７％の出資、これが

う本当に最悪の状況を迎えるのかなというそ
んな思いをしております。

今何かずるずるずるずる言いづらい、言えな

ただ、本当に議員も心配いただいてるとお

い、権限ないという中で、今仮に脱会したか

り、本当に総会の議論のいかんによっては、

らったって、三千四百数十万円の金額は戻り

何を言いたいかというと、要するに次期のど

ませんから、そういう経理内容ですから、何

ういう対策をし、どういう事業計画、確固た

％戻るのかは、相当な出資金の回収しかなら

る事業計画を樹立をされるのかというところ

ないんですけど、どちらにしても、出資金の

にかかわってくるんだろうというふうに思い

問題も今日に経過して今年度も入ろうとして

ますけれども、そのことがやはり総会の中で

るんですけど、２月いっぱいだったですか

しっかり確認をされて、そして経過といいま

ね、あの工場をもう閉鎖するという、今月

すか、雪が解けて実際に動き出して、造林事

いっぱいですよね。非常に新聞では２月いっ

業も本格化してきて、その推移を見きわめな

ぱいと載ってましたね、非常に寂しいです

がら、これは本当に貴重な町民の財産であり

ね。

ますから、それは常にどうすべきかというこ

一回これを灯をともすと、なかなか再度再

とは念頭に置きながら、これまで以上に森林

建するというのは、これはお客さんのいろん

組合との連携といいますか、情報をしっかり

な流れも含めて非常に難しいんですけど、私

収集をして見きわめをしていかなくちゃいけ

はこの流域で大きな偉業をなしてきた先人

ないなというふうに、そういう認識ではおり

が、ずっと工場を建設してから今日まできた

ます。

経過というのを、もっと僕は慎重に考えるべ

当然経営責任というのは、組合長以下役職
にあるのはこれは事実であります。私の責任

きではなかろうかなと。
それほど物事を重く重心に考えられない人

としては、やはり３,４００万強の町民の財

らなんですよ、乱暴に言えばですね。だから

産を出資しているわけでありますから、これ

最後に何を言いたいかということは、出資金

をやっぱり損害を与えないようにというの

の問題も、やっぱり町もシビアに、やっぱり

は、これは私の使命でもあります。
繰り返しになりますけれども、だからと

厳しい決断をなさらなければいけないのかも
しれないです。

いって、一番簡単なのは、今現在ですべてを
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引き上げれば被害は、元金は全額は戻りませ
んけれども、最小限度にとどめれるというこ
とにはなりますけれども、しかし、そんな短
絡的なものでもないというふうに思っており
ます。
重い責任を背負いながら、まずは２３日の
総会に期待をしたいということ、そしてその
後の事業の進展、推移を少し見守るというよ
りも、どういう状況だ、どういう状況だとい
うことでしっかりとした情報収集をさせてい
ただきながら、必要に応じてまた議会の方に
も正確な情報を提供してまいりたいというふ
うに考えておりますので、御理解賜りたいと
いうふうに思います。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

これをもちまして、

４番井脇昌美議員の緊急質問を終えます。
◎

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

これをもちまして、

本臨時会に付議された案件すべて終了いたし
ました。これで本日の会議を閉じます。
平成２２年第２回足寄町議会臨時会を閉会
をいたします。
午後

３時５２分

閉会
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