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◎議事日程
日程第

１

議員矢野利恵子君に対する懲罰の動議（懲罰特別委員会）＜Ｐ３〜Ｐ１１＞

日程第

２

議案第２５号

平成２１年度足寄町一般会計補正予算（第１５号）＜Ｐ１１
〜Ｐ２３＞

日程第

３

議案第２６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
４号）＜Ｐ１１〜Ｐ２３＞

日程第

４

議案第２７号

平成２１年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第３号）＜
Ｐ１１〜Ｐ２３＞

日程第

５

議案第２８号

平成２１年度足寄町老人保健特別会計補正予算（第３号）＜
Ｐ１１〜Ｐ２３＞

日程第

６

議案第２９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３
号）＜Ｐ１１〜Ｐ２３＞

日程第

７

議案第３０号

平成２１年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第４号）＜
Ｐ１１〜Ｐ２３＞

日程第

８

議案第３１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８号）＜Ｐ１１〜Ｐ２３＞

日程第

９

議案第３２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
４号）＜Ｐ１１〜Ｐ２３＞

日程第１０

議案第３３号

平成２１年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３
号）＜Ｐ１１〜Ｐ２３＞

日程第１１

議案第３４号

平成２１年度足寄町上水道事業会計補正予算（第５号）＜Ｐ
１１〜Ｐ２３＞

日程第１２

議案第３５号

平成２２年度足寄町一般会計予算＜Ｐ２３〜Ｐ２９＞

日程第１３

議案第３６号

平成２２年度足寄町国民健康保険事業特別会計予算＜Ｐ２３
〜Ｐ２９＞

日程第１４

議案第３７号

平成２２年度足寄町簡易水道特別会計予算＜Ｐ２３〜Ｐ２９
＞

日程第１５

議案第３８号

平成２２年度足寄町老人保健特別会計予算＜Ｐ２３〜Ｐ２９
＞

日程第１６

議案第３９号

平成２２年度足寄町公共下水道事業特別会計予算＜Ｐ２３〜
Ｐ２９＞

日程第１７

議案第４０号

平成２２年度足寄町介護保険特別会計予算＜Ｐ２３〜Ｐ２９
＞

日程第１８

議案第４１号

平成２２年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理
事業特別会計予算＜Ｐ２３〜Ｐ２９＞

日程第１９

議案第４２号

平成２２年度足寄町介護サービス事業特別会計予算＜Ｐ２３
〜Ｐ２９＞

日程第２０

議案第４３号

平成２２年度足寄町後期高齢者医療特別会計予算＜Ｐ２３〜
Ｐ２９＞

日程第２１

議案第４４号

平成２２年度足寄町上水道事業会計予算＜Ｐ２３〜Ｐ２９＞

日程第２２

議案第４５号

平成２２年度足寄町国民健康保険病院事業会計予算＜Ｐ２３
〜Ｐ２９＞
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午前１０時００分
◎

開議

時３０分再開といたしたいと存じます。

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

全員の出席でござい

午前１０時０４分

休憩

午前１０時３８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。

ます。これから、本日の会議を開きます。

本件に対し、委員長の報告を求めます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

懲罰特別委員会委員長

です。

高橋幸雄君。

○懲罰特別委員会委員長（高橋幸雄君）
◎

員会の審査報告を申し上げます。

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

平成２２年第１回足寄町議会定例会（３月

議会運営委員会委員

１２日）において付議された事件について、

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

委

足寄町議会会議規則第７７条の規定により報

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

３

告をいたすものでございます。
お手元に配付の報告書に入る前に、当委員

月１２日に開催されました議会運営委員会の

会の審査内容について申し上げます。

協議の結果を報告いたします。
本日は、最初に議員矢野利恵子君に対する

本委員会は、委員会条例第１７条の規定に

懲罰の動議について、懲罰特別委員会から審

よって、傍聴を許可することといたしまし

査報告を受け、審議をいたします。

た。

次に、議案第２５号から議案第３４号まで

次に、審議方法についてお諮りし、次の方

の補正予算案の提案説明を受けた後、即決で

法により審議することに決定をいたしまし

審議いたします。

た。

次に、議案第３５号から議案第４５号まで

本件に関しては、懲罰事犯の人権にもかか

の新年度予算案の提案説明を受けた後、予算

わることにかんがみ、委員各位が同一なる情

審査特別委員会を設置し、会期中の審査とし

報の価値観を共有し、適切なる審査に供する

た後、本会議休憩中に予算審議を行います。

ため必要であろうと思慮し、委員長において

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

精査をさせていただきました。
委員長において提案をし、次の５点につい

これにて、議会運営

て申し上げ、委員会の一致を見て進めさせて

委員会委員長の報告を終わります。

いただいた経過がございます。
◎

第１点は、法規範と経過について説明をさ

議員矢野利恵子君に対する

せていただきました。

懲罰の動議
議員矢野

第２点目は、本事犯に関しては、関係者の

利恵子君に対する懲罰の動議の件を議題とい

事犯状況について、委員会記録をもとに説明

たします。

をさせていただきました。

○議長（吉田敏男君）

日程第１

第３点目は、矢野利恵子君からの弁明につ

地方自治法第１１７条の規定により、矢野
利恵子君の退場を求めます。議員控え室でお

いてお諮りをいたしました。

待ちをいただきたいと思います。

第４点目は、以上の点を踏まえ、本件に関

（矢野利恵子君退場）

して各委員の自由討議を行ったところでござ

○議長（吉田敏男君）

ここで、日程第１に

います。
そして最終的には、審査結果について委員

つきまして、事務手続上多少の時間が要しま

会の意思決定を行ったところでございます。

す。
それで暫時休憩をしたいと思います。１０
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１点目の法規範と経過について、事務局よ

り説明いたしました。内容について申し上げ

○議会事務局長（根本昌弘君）

ます。

私の方から、まず、矢野議員に対する正副議

３月１２日の本会議で議員矢野利恵子君に
対する懲罰の動議が提出され、議決されまし

それでは、

長による事情聴取の経過を御説明いたしま
す。
まず、質問の部分でございます。３月９日

た。
懲罰特別委員会は、足寄町議会委員会条例

の件について町長より申し入れがあった。矢

第６条により、懲罰の動議があったときは懲

野議員も勉強のために水道課に行ったんだと

罰委員会が設置されたものとするとなってお

思うが、担当職員は、その段階で伝え聞くと

り、また、この懲罰委員会は、足寄町議会会

ころによると、勉強のやりとりの中で職員に

議規則第１０９条により委員会に付託しなけ

対する中傷めいたこと、ありもしないことを

ればならないこととなっております。

職員に対して言った。

懲罰委員会は、議会の品位と規律を保持す

それから、大勢の職員が在席しているにも

るために、秩序を乱した議員に対して、議会

かかわらず、足寄町の職員は最低ということ

の議決権により懲罰を科すことができるもの

を大声で言ったと聞く。

で、議会外の行為であっても、議会自体の品

そこで確認をしなければならないのは、そ

位を汚し、その権威を失墜するような言動に

の事実があったのかどうか。いわれなき中傷

ついては、懲罰の対象となるものでございま

という部分については、数年前の職員の飲酒

す。

問題、怪文書もあなたが書いたのではないか

３月１２日の本会議で議決を得た懲罰の動

という話が実際にあったのか。あるいはやり

議は、懲罰を科せられたいとするもので、懲

とりの中も含めて、大勢の職員の前で職員を

罰の内容は、地方自治法第１３５条により、

誹謗するような言動があったのか。

公開の議場における戒告、公開の議場におけ

議員：足寄町の職員が最低とは思っていな

る陳謝、一定期間の出席停止、除名のいずれ

い。担当職員に対してのコメントは差し控え

かの懲罰を決定することとなります。

る。当日の９時ごろから総務課を振り出しに

次に、本事犯に関しては、３月１２日の本

水道に行った。

会議冒頭から休憩して議会運営委員会におい

その中で簡易水道の漏水率、中足寄の水の

て協議し、正副議長において関係議員から聴

状態が悪いので、解消予算の確認をしようと

取を行い、また、執行者側に対しては、正副

した。中足寄は簡易水道でないとの回答があ

議長及び議会運営委員会の会議で、直接、町

り、どこが簡易水道かと尋ねたら、そんなこ

長及び関係職員から聴取を行った経過があり

ともわからないのか、予算書に出てるだろ

ます。

う、決算書に出てるだろうと言われ、調べた

したがって、本委員会は、内容を十分に承

ら出ていなかった。
伝票を見ればわかるはずだとも言われ、そ

知されていない委員もいることから、事犯の

んな言い方はないだろうと思った。私もむっ

状況を事務局から朗読をさせました。
なお、本事犯等委員会記録聴取内容につい

として、一連のことをそういううわさがある

ては、各委員の自由討議の前に配付をいたし

よと言ったのは確か、あんたがやったんだね

たところでございます。

と言ったのは確か、酒気帯びの話をしたのは

正副議長が行った矢野議員からの聴取、正

確かであります。

副議長及び議会運営委員から直接行った町長

平成８年以降だが、ひまさえあれば私は以

及び関係職員からの聴取内容については、事

前から警察に遊びに行っていて、警察から、

務局長から朗読をいたしたいと思います。

町職員はよくない、勤務時間中に酒気帯びで

○議長（吉田敏男君）

捕まった人がいるとの話を聞いた。

議会事務局長。
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うわさによると、当時の議会の実力者に頼

りということと思う。

んで表に出ることを抑えたことを何年か後に

議員：そんなことはないと思う。

聞いた。こんなこともそんな態度の人ならあ

問い：職員は長の命を受けて仕事をしてお
り、議員がわからない部分を聞きに行くこと

り得ると思った。
証拠のないことを言ってしまって、謝るこ
とはやぶさかでないと思っている。売り言葉

は問題ないが、政策的な部分には答えれない
ことがある。
議員：私が言いたいのは、そんなこともわ

に買い言葉のことで、言ったことに対して悪
いとは思うが、けんかを売ってきたのは相手

からないのかと言われたのが発端。

の方、一方的に私が悪いとなるなら納得でき

問い：各課でも言われているのか。

ない。今後の対応についても、こちらから何

議員：そんなことはない。他の課ではき

かをするということを考えなければならな

ちっと対応してくれている。
問い：各課へ行っても、職員が答弁できな

い。
怪文書については、だれが書いたかわから

い部分まで要求されていることも聞いてい

なかったが、ある人から聞いた。ある人とい

る。そこをわきまえてもらいたい。矢野議員

うのは、昔、議員に、中心市街地活性化をや

のこれまでの話は過去のものであり、今とは

めるようにと怪文書が回った。だれが書いた

関係ない。個人攻撃となるのではないか。
議員：そうはならないと思う。一方的にや

かは私はその人に確認をしている。
その人が名前を書いたらまずいから書くな
と言われて、その人に確認したら、本当にそ

れば個人攻撃になるが、売り言葉に買い言葉
である。

うだった。昔、足寄町の要職にあった方が書

問い：今、議会の開会中にこうして時間を

いた。当時の商工会長と一緒にやったと聞い

とってこういう事態になっている、このこと

ている。半信半疑の部分もあったが、その態

をどう思うか。
議員：職員対私個人の問題だから、議会を

度で直感した。
質問：正確なことがない中での話である。

中断させてまで申し入れしてくるのはすごい

議員：状況証拠である。

人と思う。

質問：最終的にたくさんの職員が在席して

問い：このことは議会が受けることになら

いたにもかかわらず、最低とは言っていない

ない。勤務中のことであり、管理者が受けて

との話があったが、いろんなことを言ったと

議長に話してもらった。理事者からとなれば

聞いている。どういう話だったのか。

議会として受けなければならない。
職員にしてみれば、こういう言われ方をす

議員：警察の人に言われたんだと話をした

るということは名誉棄損に値するということ

だけ。警察の話で事実である。
問い：一部ではかなり激高して大声でとい

もあるだろうし、他の職員のことも、矢野議
員の言動については、勉強するのはいいが非

う話があったようだが。
議員：私は声が大きいが、激高はしていな

常に迷惑していることが多いという状況があ
るということなので、矢野議員と職員との感

い。
問い：けさ町長に呼ばれて行ったときに、

覚も違うと思うが、現実としてはある。

矢野議員については、ここのみならず、いろ

議員対個人の問題との話もあったが、議会

んなところでそのような話がある。職員とし

議員の活動の範疇としてのこともあるので、

ても迷惑を受けているとの話もあった。長い

議員としての品位の問題とかが問われてく

時間を要するとか、その中で不適切な発言が

る。今回のこのことに対してのみずからの反

あるとのことと思う。自分に気に入らないこ

省点はどうか。

とであったとしたら、それに対し反論をした
― 5 ―

議員：相手の挑発に乗ってしまったことが

反省点。そんな態度がなければこんなことに

員会の委員だから、このような中身はわかっ

ならなかった。

ていない。これだから足寄の職員はどうしよ

以上であります。

うもない、最低だと言われていると、このよ

次に、同日、町長及び関係職員からの聴取

うな言葉を言われました。
続いて、そうそう、あなたでしょう、勤務

の部分でございます。
町長：けさほど議長・副議長に町長室でお

中に酒を飲み警察に逮捕されたのは。みんな

話をしました。この間の矢野議員の対職員と

がそう言っているという言葉が続いてありま

の関係について申し入れをさせていただきし

した。
そのような事実があり、それが私だという

た。
これまで矢野議員は各課において調査活動

ことを確認したのでしょうかと問いました。

を行っており、例えば企画振興室職員担当、

いや、みんながそう言っている。うわさ

財産管理、上下水道等で質問には答えている

だ。それと、前の選挙の折に変なチラシをつ

が、何度説明をしても聞いてもらえない。あ

くったのもあなたでしょう。こいつかと私は

げくのはてには、あなたは嫌っているんで

思ったと、このような言葉が続いています。

しょう、私はこんな道路は要らないなどのや

私が、それも事実の確認をして役場という
公の場で言っているのでしょうか。少なくて

りとりを何度か聞いていました。
９日に担当室長との間にやりとりがあり、

も特にワープロやパソコンの苦手な自分にで

１１日の午後に事情を聞きました。私が看過

きるものでもないし、自分にとって何の利益

できないと思っているのは、室長本人の名誉

にもならないことをだれがしますかと言葉を

に関することで、うわさ話による誹謗中傷が

返しました。もしそれが事実に反するとすれ

あり、この際、首長として、円滑な公務執行

ば、名誉棄損に当たるのではないでしょう

のため議長・副議長に申し入れたのはこの間

か。確認のため警察に行ってお調べくださ

の経過であります。

い。

担当職員：事実発生日時は平成２２年３月

それがだれであるか私は知っていますが、

９日午前１１時２１分で、担当と確認をして

申し上げることもないことですからというこ

います。

とで反論をしています。

経過ですが、簡易水道の有収率の低い原因

そこへ、警察へ行って聞いたら、名前は言

について、新年度予算の質問のための事前資

わなかったけれど、そのような職員はいたと

料の収集ということで、上下水道室窓口カウ

言った。けれど私はそれがあなただと聞いて

ンターに来た折の出来事であります。

いる、うわさでは。ということです。

最初は上下水道室業務担当者が対応してい

前議長と仲がよいから、丸め込んでもらっ

ましたが、工務的内容であったこと、工務担

たとみんなが言っている。これがつけ足しで

当者が現場監理のために不在であったことか

す。
事実に基づくものであればともかく、まこ

ら、私が対応しました。
質問の冒頭、内容が基本なことであったこ
とから、この程度のことはベテランの矢野議

とに心外なことですね。まあ、とりあえず質
問にお答えします。

員なら既に御承知のことであり、勉強されて

なお、冒頭に申し上げた勉強不足との言葉

いるのでは。過去の委員会でも何度も説明し

に対しては、言い過ぎたとの思いがあります

ていますし、決算書等でもお示ししているの

ので、素直に謝りたいと思っていますと、こ

で、多少勉強不足ではという言葉を発したも

れは私の言葉です。

のであり、これに対して、失礼な言葉だと、

以上のやりとりが大まかな内容です。

勉強不足と言われましたね、私は文教厚生委

なお、予算の内容については割愛しており
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ますが、この間に数回にわたり職員に、最低

振興室に来て、なぜそんなことを役場でやら

レベルという言葉を４回ほど発している。こ

なきゃいけないんだということを平気で言

れは身近な職員が確認をとっている状況であ

う。
そのときには正式に申し入れはしませんで

ります。
委員会の中で問いです、勉強不足といった

したが、このたびは、本人からも説明があっ
たとおり事実無根のことで、うわさがあった

のは冗談まじりで言ったのか。
担当室長：その辺のところもあったと思い

からということ、これは看過できないという
ことで申し上げたということであります。

ます。
質問：本人が暴言を吐いたのは、相手の挑

委員からの問い：酒を飲んで捕まったのは

発に乗ってしまったと言っているが、今の話

あなたでしょうという話が出ましたが、どの

を聞いていると、そのようなことはあり得な

時点で出たのか。
担当室長：勉強不足の発言の後即時にで

いと思う。このように本人が理解しているの

す。

は違うと思う。
ただ、問題は、なぜ水道の話から個人のプ

委員：怪文書の正副議長の段階で、足寄町

ライバシーの話になったのか。職場は公の場

の要職にあった方が書いた。当時の商工会長

である。職場で勉強不足という言葉からなぜ

と一緒にやったと聞いている。これもそのと

個人の話になったのか、理解できない。

きに出ているのか。
担当室長：先ほどの酒気帯びの逮捕のすぐ

問い：挑発に乗ったということと勉強不足

後です。

と言ったことの相関関係が見当たらない。
問い：町長の話の中で長時間いたとの話が

委員：私はその人に確認している。その人

あったが、本人はそんなに長くはいないと

が名前を書いたらまずいから書くなと言われ

言っている。そのことについてはどうか。

て、その人に確認したら、そうだったという

町長：逐次時間をチェックしたことはあり
ませんが、先ほども事例を挙げましたが、議

流れになっているが、それらしいこともその
時点で言っているのか。

会があるごとにと言っても過言ではないと思

担当室長：その件については、私の覚えの

いますが、必ずカウンターの前に座って勉強

ないことですから、そのときの矢野議員の言

されているんだと思いますが、結果を聞きま

動につては詳細な記憶はしておりません。た

すと、先ほど申し上げたとおり繰り返し説明

だ、先ほど言ったように、酒気帯びのすぐ後

をしても全く理解してもらえないというか、

にその言葉が出てきたということでありま

最後には道路は要らないと。

す。
委員：そのときも、怪文書はあなたが書い

担当や係とやりとりすべき事項でもなけれ
ば、仮に担当とやりとりして私のところでや

たんでしょうのような話だったのか。

りとりするのであればまだ理解はできる気が

担当室長：そのとおりです。

しますが、つい最近、職員担当に来て人件費

以上であります。

ですとかを聞いて、そこでも、あんたは私を

○議長（吉田敏男君）

嫌ってるんでしょうと、すぐにこのようなこ

長

とが出てくる。

○懲罰特別委員会委員長（高橋幸雄君）

今、職員も減ってきていて、ここでの時間
を何とかしてほしいという話も数回聞いてい

懲罰特別委員会委員

高橋幸雄君。
以

上が、当該職員、当該議員との委員会記録に
基づく正確な内容でございます。
次に、矢野利恵子君から弁明の機会を求め

るところです。
今定例会にも、行方不明者が出たときに、

られておりましたので、委員会の同意を得て

私が指示をして図面準備をしたときに、企画

矢野利恵子君の弁明を行ったところでござい
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の際、懲罰をすべきだという全員の意思決定

ます。
なお、それに先立ちまして、委員長の方か

でございます。
以上が当委員会の審査内容の全貌でござい

ら、弁明の発言の内容について、議員の身分
に関してのことですので、問題とされた自己

ます。
次に、委員会の審査報告に触れさせていた

の心情について、自己の立場を明らかにする
ために弁解・説明する発言の場であり、弁明

だきます。

に際しては、本事犯の範囲を超えることがで

事件名
議員矢野利恵子君に対する懲罰の動議

きませんと申し上げ、御理解をいただき、発

審査の経過

言をしていただいた経緯でございます。

委員会開催日

その際の矢野利恵子君の弁明の全文につい

３月１２日・１５日

審査の結果

て申し上げます。

（１）懲罰事犯の有無について

矢野利恵子です。まず、私のために議会を

懲罰を科すべきものと認める。

延長し、このように皆様に御足労かけてし

（２）懲罰の処分・種類及び内容

まったことをおわびいたします。
それからあわせて、弁明の機会を与えてく

地方自治法第１３５条第１項第３号の

れたことに、関係者の方々に深く感謝しま

規定により、３月１６日から３月１８日

す。

までの３日間の出席停止とする。
（３）理由

懲罰委員会が設けられたということですけ
れども、その水道室長とのやりとりの中で、

平成２２年３月９日、矢野利恵子議員

清野氏に対しては、余りにも無礼な態度で、

が調査活動のため建設課水道担当職員か

その態度から、かねてから疑いを持っていた

ら説明を求めた際、調査活動と全く関係

過去の所業を問いただしただけで、やってい

のない担当職員を事実無根の誹謗中傷す

ないならやっていないと堂々と答えればよ

る 発 言で 、著 しく 職員 の名誉 を毀 損し

い。

た。

初めに予算書の中身も知らずこちらに失礼

矢野議員の不適切な発言は、議会の品

な態度をしてきた方が悪いと思います。先に

位、公正な運営、社会的影響の観点から

けんかを売って原因をつくった清野氏が謝る

も認められないものでございます。

なら、こちらも聞かなくてもいいような余計

したがって、懲罰を科すこととする。

なことを質問してしまったということについ

先ほど申し上げましたように、少数意見の

ては、悪いと思っているので謝りますが、そ

留保はございませんでした。
以上で、委員会の審査報告を終わります。

うでない限り謝りません。
以上です。

○議長（吉田敏男君）

以上が矢野利恵子君の弁明の内容のすべて

報告を終わります。

これにて、委員長の

矢野利恵子君から、本件について一身上の

でございます。
次に、各委員より自由討議を行ったところ
でございます。自由討議につきましては、全

弁明をしたいと申し出があります。これを許
すことに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

委員から御所見をいただきました。内容につ
いては、懲罰の内容についての所見が述べら

○議長（吉田敏男君）

れました。なお、少数意見の留保はございま

す。

異議なしと認めま

したがって、矢野利恵子君の一身上の弁明

せんでした。
次に、矢野利恵子君に対する懲罰によっ

を許すことに決定をいたしました。

て、本委員会の意思決定が行われました。こ

矢野利恵子君の入場を許します。
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いって。決算に出ている、後で調べたら決算

（矢野利恵子君入場）
○議長（吉田敏男君）

矢野利恵子君に一身

書にも出ていません。
出ていないことをどうして知らないのかを

上の弁明を許します。
９番

聞いたら、自分はパソコンは基本操作しかで

矢野利恵子君。
まず最初に、委員

きずに、使い方がわからないと答えた。どう

会でも申し述べたんですけれども、私のため

いうことなんだろうって。担当しているはず

に議会を長引かせてしまった、このことは、

の予算書や決算書の中身も知らない仕事をし

本当に委員会の方々ばかりでなく、ほかの

ている、それなのにこんな横柄な態度をとる

方々にもおわび申し上げたいと思います。申

のかと。

○９番（矢野利恵子君）

こんなことから、こんな性質の者なら、町

しわけありませんでした。
言った言わないは水かけ論になるかもしれ

内でうわさになっている過去の所業について

ないんですけれども、この町側から申し入れ

やっているかもしれないと思って、聞かなく

られた事実については、私がやられたことと

てもいいことを確認してしまったと、それは

はかなり違うところがあるなと、そういうと

踏み込み過ぎてよくなかったと本当に反省し

ころから言いたいと思います。

ています。

経緯を申しますと、最初は簡水の漏水率を

でも、原因をつくった室長は何のおとがめ

水道課に聞きに行きました。そうしたら対応

もなし。けんか両成敗というならわかります

していただいた職員の方が室長を呼びに行っ

けれども、ほかの議員さんは、自分はそんな

て、２人で資料を探して戻ってきました。

態度をされていないから安心だと思ったら大

どうしてそんなことを知りたいんだと言う

間違いじゃないか。

から、ある人の家の水が春、雪解けの時期に

それから、けさ見せてもらってびっくりし

なると、水が赤く濁って飲み水として使いに

たんですけれども、町長の方からも、あなた

くくて困る、それは漏水率と関係があるので

は嫌ってるんでしょうと、私が嫌いだからと

はないかと聞いたら、そこは簡水ではないと

か、私、実は大学時代、一般教養の心理学の

室長は答えたんですね。

時間で、嫌い嫌いは好きのうちというか、嫌

えって、それじゃあ簡水はどこの地域なの

いは好きの裏返しだって、だから私、嫌って

と続けて聞いたら、そんなこともわからない

いるんでしょうなんて、そんな何ていうか、

のかと言われたのが始まりです。

ちょっと恥ずかしいというか、そういう言葉

今までそんな対応をした職員の人は１人も

は使わないな。自分のことを気に入らないの

いなかったので、こちらもびっくりして憮然

かぐらいは言うかもしれないけれども、こう

として、正直にわからないよと答えました。

いう表現の仕方はしないなと。

総務のとき勉強していなかったのか、予算

そして、一番ちょっと肝心なところ抜けて

書に出てるだろう。総務って、今私、文教を

るんじゃないかなと。その人を疑う結果に

３年やって、その前４年休んでいるから、７

なったのは、前にこの活性化事業は町のため

年前だったっけと思ったけれども、ああそう

にならないからやめなさいという怪文書が、

だ、私、産経で終わっているって。

もらってない人もいるけれども、もらった人

総務はそれからまた４年おくれの１１年以

もいる中で、相当詳しく中身が書いてあった

上も前のこと、よく覚えていただいて注目し

と。相当詳しく中身が書いてあって、あれは

ていただいて、その室長にはありがとうと言

もしかしたら職員の方から出たんではないか

うべきなんですけれども、予算書にも見せ

といううわさもあった。

る、予算書にも出ていないよと。そしたら説

その職員がだれかということを聞いた際

明資料に出ているって、説明書にも出ていな

に、怪文書はその人が書いたんだよというこ
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とを聞いた際に、それも実はその職員が

そのことには弁解の余地もなく、反省してお

ちょっと権力者のところへ、とある権力者の

ります。この弁明の機会をつくっていただい

ところへ行って、自分はもう役場の仕事やめ

てありがとうございました。

たい、これ進まない、これをやっても決して

○議長（吉田敏男君）

足寄町のためにはならない。そしたらそのと

君の退場を求めます。

ここで、矢野利恵子

（矢野利恵子君退場）

ある人は、そんなこと言うな、役場をやめた
ら生活どうするんだ、ちゃんとやってろっ

○議長（吉田敏男君）

ただいまの委員長の

て。その話を聞いた役場の要職についている

報告に対する質疑を行います。質疑はござい

人が、この活性化事業をやめろという怪文書

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

を議員に送ったんだと。
私はもう、名前書いてないので捨ててし
まったんですけれども、それ以来、怪文書は
捨てないように取っておくようにしています

○議長（吉田敏男君）

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

けれども、その情報を教えてくれた人に、と

ませんか。

ある権力持ってるその方に聞きに行ったんで

１０番

谷口二郎君。

○１０番（谷口二郎君）

すよね、それは本当のことかって。
その人が来て、自分は役場をやめたい、そ

質疑なしと認めま

賛成の立場で発言

をいたします。

んなことを言ったんだろうかって。そしたら

今回の事案で特別委員会の皆さん方には大

そうだって。それはその話を聞いた同級生の

変御苦労をいただきました。大変大事な議会

昔役場の要職についていたそれが書いたと、

の開会中にこういうことが発生をして、議員

そいつは自分の名前を書こうとしたけれど

全体で心痛のことであったことは事実であり

も、とめたんだと、何かあったら困るからっ

ます。

て。おまえもあれを読んだんだろうと言われ

しかも議場外というそんな出来事でござい

て、はい読みましたって。じゃあ町のために

ましたので、全体でどういうふうにこれ始末

は考えた方がいいぞと。

をつけるかということでは、それぞれ議員さ

その情報が合ってたもんですから、その怪
文書もこの人が書いたんだよという情報も

ん方も悩んでおられたんでないか思います
ね。

合ってるなと思って聞いてしまったのは、本

今回、議会としてこういう始末をつけなけ

当にこっちがＡがそうだからＢもそうだとい

ればならないといういきさつも、我々は反省

うことにはならなかったかもしれないので、

しなきゃならんことがあるんですよね。それ

本当に余計なことを言ってしまった、これに

は、特に矢野議員の場合は、前にも不穏当発

ついては反省しています。

言で懲戒処分を受けたということもありまし

ただ、こういうふうに一方だけを処罰し

た。

て、原因をつくった方は全くおとがめなしだ

やっぱり議員というのは、地方議会の議員

と、こんなことをしていたら、どんどんエス

は、自分の発言に対しては最後まで責任を持

カレートしていって、今のうちにちゃんとし

たなければならないということが課せられて

た職員教育しないと、これでいいんだという

おりますので、議場内、議場外を問わず、そ

前例をつくってしまってほかにも伝わってい

れは自分で始末をつけなければならないとい

くんじゃないか、そのことを十分に考えて皆

うことになります。
したがって、これは今回の事案もそうです

さん判断していただきたいと思います。
本当に職員の方に、売り言葉に買い言葉で

けどもね、本人は認めておりますので、全く

聞かなくてもいいことを聞いてしまったと、

事実無根のことを、議場外であっても、その
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ことをもって相手を中傷誹謗すると、しかも

の動議の件を採決をします。

公開であると、公開の面前だと、これはいか

本件に対する委員長の報告は、矢野利恵子

ような立場からも許されることではありませ

君に３日間の出席停止の懲罰を科すというこ

ん。

とでございます。本件は、委員長の報告のと

私はそういう意味では、今回の懲罰の理
由、それから結果ですね、これは妥当だとい

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）

うふうに思っております。
どういう処罰を科すかというのは、それは

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

懲罰委員会独自が判断をすることではござい

したがって、矢野利恵子君に３日間の出席

ますけれども、これは客観的に見てこれが妥

停止の懲罰を科すことは可決をいたしまし

当なのかどうなのか、これは社会的にそれが

た。

許されるのかどうかということも重々判断を

矢野利恵子君の入場を求めます。
（矢野利恵子君入場）

した上で結果を出すわけであります。
しかも、議会が議会議員を処分するという

○議長（吉田敏男君）

ただいまの議決に基

ことでありますのでね、これは非常に重たい

づいて、これから矢野利恵子君に対し懲罰の

ものということの立場に立って、前回のとき

宣告を行います。

も、二度とこういうことがないようにという

矢野利恵子君の起立を求めます。
（矢野利恵子君起立）

ことで、お互い戒めていこうということの決
意をしたところでございますけれども、折し

○議長（吉田敏男君）

もまた矢野議員のこういった発言がずっと続

間の出席停止の懲罰を科します。

いていたという経過もあって、大変迷惑をし
たということも、それは執行者ばかりでなく

矢野利恵子君は、議会会議規則第１１３条
の規定により、直ちに退去を命じます。
（矢野利恵子君退去）

て、我々議員もそういう意味では重くとらえ

○議長（吉田敏男君）

ていたという経過がありました。
たまたま今回こういう事件で、不幸にして

矢野利恵子君に３日

ここで、暫時休憩を

いたします。

と言わせていただきますが、懲罰をかけな

午前１１時２０分

休憩

きゃならんということになったことは、非常

午前１１時３０分

再開

に残念なことでありますけれども、議員全体

○議長（吉田敏男君）

が、自分たちの戒めも含めて、このことを全

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

体のこれからの議会活動、議会としていい方
◎

向に向けていくように、そういった決意を同

議案第２５号〜議案第３４号

時にしていかなけれぱならないことというふ

○議長（吉田敏男君）

うに判断をしております。

５号平成２１年度足寄町一般会計補正予算

その意味で、私は妥当であるということの

日程第２

（第１５号）の件から日程第１１

議案第２
議案第３

賛成の言葉を申し上げて、終わりたいと思い

４号平成２１年度足寄町上水道事業会計補正

ます。

予算（第５号）までの１０件を一括議題とい

○議長（吉田敏男君）

他に討論はございま

たします。
本件について、提案理由の説明を求めま

せんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

す。これで、討論を終わります。
これから、議員矢野利恵子君に対する懲罰

ただいま議題と

なりました議案第２５号平成２１年度足寄町
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一般会計補正予算（第１５号）から議案第３

事業一覧、４ページから１０ページにかけま

４号平成２１年度足寄町上水道事業会計補正

して箇所図等を添付してございます。

予算（第５号）まで、一括提案理由の御説明

このきめ細かな交付金事業でありますが、
地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備

を申し上げます。
補正予算つづり１ページをお願いいたしま

等を支援することを目的としており、平成２

す。議案第２５号平成２１年度足寄町一般会

２年１月１日以降に予算計上された地方単独

計補正予算（第１５号）について御説明申し

事業が対象となります。本町への交付限度額

上げます。

は１億３,８９７万円となっております。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

対象事業につきましては、平成２２年度に

８,４３０万９,０００円を追加し、歳入歳出

予定していた事業や総合計画に計上していた

予算の総額を歳入歳出それぞれ９８億９,８

事業を一部前倒しをし、一般会計１０事業、

６３万２,０００円とするものでございま

特別会計１事業の合わせて１１事業となって

す。

います。総事業費は１億６,３１２万２,００

本補正予算の重点事項であります国の経済
対策によります地域活性化・経済危機対策臨
時交付金、地域活性化・きめ細かな臨時交付

０円となっております。
なお、事業予算につきましては、全額、繰
越明許で補正計上をしております。

金、地域活性化・公共投資臨時交付金の状況

次に、地域活性化・公共投資臨時交付金に

につきまして、まずもって別冊の補正予算説

ついてでありますが、予算資料１１ページに

明資料により御説明を申し上げたいというふ

交付金の制度概要、１２ページに本町の実施

うに思います。

事業一覧を添付しております。

別冊の補正予算説明資料をお願いをいたし

この公共投資臨時交付金は、国の経済対策

ます。１ページ目の地域活性化・経済危機対

における公共事業等の追加に伴う地方負担の

策臨時交付金についてでありますが、この交

軽減を図ることを目的とし、制度上予定され

付金事業につきましては、平成２１年４月１

ている地方負担額の９割程度が算定基礎とさ

１日以降に予算措置された事業が対象とな

れ、国庫補助事業と地方単独事業の地方負担

り、本町の交付金上限額は２億８,０７２万

に充当できるものとなっております。
ただし、地方単独事業については、建設地

６,０００円となっております。
対象事業としましては、６月定例議会から
２月の臨時議会において議決をいただきまし

方債対象事業のみに充当可能となっておりま
す。

た一般会計２２事業、特別会計２事業、企業

また、交付金の一部を基金に積み立てし、

会計１事業の合わせて２５事業となっており

平成２３年度までに実施する地方単独事業の

ます。

財源とすることが可能という内容になってお

総事業費は３億４９２万３,０００円と

ります。

なっております。事業のほとんどが執行済み

これにより、交付金の充当や有利な過疎債

であり、執行残と交付金の財源調整のための

を活用し、１２ページ上段部分の既定予算を

補正計上をしております。

下段の補正予算に変更しようとするものであ

なお、事業実施における財源調整後の必要
な一般財源は１０５万円となる見込みであり

ります。
本町の対象事業は、補正後予算で一般会計
で７事業と積立金、特別会計１事業となって

ます。
次に、地域活性化・きめ細かな臨時交付金

おります。総事業費は１４億２８８万円で、

についてでございますが、予算資料２ページ

交付金は３億２,０７７万２,０００円、一般

に交付金の制度概要、３ページに本町の実施

財源は２,４７８万７,０００円となっており
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保健衛生費、予防費、扶助費におきまして、

ます。
以上、交付金の状況について申し上げまし

新型インフルエンザ予防接種費といたしまし
て６８６万６,０００円を減額いたしまし

た。
それでは、予算書に戻っていただきたいと
思います。歳出の主な事項から御説明申し上

た。
６８ページをお願いいたします。合併処理
浄化槽事業費、負担金補助及び交付金におき

げます。
３８ページをお願いいたします。総務費、

まして、合併処理浄化槽設置整備事業補助金

総務管理費、基金積立金、積立金におきまし

といたしまして７９５万円を減額いたしまし

て、財政調整基金積立金といたしまして１億

た。

３,２８５万４,０００円を計上いたしまし

７０ページをお願いいたします。水道費、
繰出金におきまして、簡易水道特別会計繰出

た。
４０ページをお願いいたします。財産管理
費、工事請負費におきまして、集会施設改修
等工事といたしまして４,１３７万円を計上

金といたしまして６５９万９,０００円を減
額いたしました。
７２ページをお願いいたします。農林水産
業費、農業費、農業振興費、負担金補助及び

いたしました。
４４ページをお願いいたします。行政情報

交付金におきまして、農山漁村活性化プロ

管理費、委託料におきまして、子ども手当シ

ジェクト支援交付金といたしまして６３６万

ステム構築業務といたしまして３４８万４,

９,０００円を減額いたしました。
７６ページをお願いいたします。営農用水

０００円を計上いたしました。
４６ページをお願いいたします。銀河線跡

道等費、工事請負費におきまして、道道北見

地整備費、工事請負費におきまして、銀河線

白糠線道路改良工事に伴う配水管移設工事と

鉄道施設撤去工事といたしまして２,６３３

いたしまして５４２万８,０００円を減額い

万５,０００円を減額いたしました。

たしました。

情報化推進費、委託料におきまして、携帯

８０ページをお願いいたします。林業費、

電話伝送路設計監理業務といたしまして６８

林業振興費、負担金補助及び交付金におきま

９万２,０００円を工事請負費から組み替え

して、２１世紀北の森づくり推進事業補助金

をいたしました。

といたしまして５８５万８,０００円を減額

５４ページをお願いいたします。民生費、

いたしました。

社会福祉費、国民健康保険助成費、繰出金に

林道維持管理費、工事請負費におきまし

おきまして、国民健康保険事業特別会計繰出

て、川向線整備工事といたしまして１,０１

金といたしまして２,０５９万５,０００円を

２万２,０００円を計上いたしました。
町有林管理費、役務費におきまして、手数

計上いたしました。
後期高齢者医療費、負担金補助及び交付金
におきまして、療養給付費負担金といたしま
して８６３万２,０００円を減額いたしまし

料といたしまして１,６２６万８,０００円を
減額いたしました。
８２ページをお願いいたします。水源林造
林事業費、役務費におきまして、手数料とい

た。
６０ページをお願いいたします。児童福祉
費、児童福祉総務費、負担金補助及び交付金

たしまして６６０万７,０００円を減額いた
しました。

におきまして、子育て応援特別手当といたし

８４ページをお願いいたします。商工費、

まして６５５万２,０００円を減額いたしま

観光費、工事請負費におきまして、多目的観

した。

光施設整備工事といたしまして２,２００万

６６ページをお願いいたします。衛生費、

円を計上いたしました。
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８６ページをお願いいたします。土木費、

危機対策臨時交付金及び地域活性化・公共投

道路橋梁費、道路管理費、工事請負費におき

資臨時交付金並びに地域活性化・きめ細かな

まして、町道舗装補修工事といたしまして

臨時交付金が主なものであります。
２４ページをお願いいたします。道支出

２,４３０万６,０００円を計上いたしまし

金、道補助金、労働費道補助金、労働諸費道

た。
臨時地方道整備事業費、工事請負費におき

補助金におきまして、ふるさと雇用再生特別

まして、南７条通整備工事といたしまして３

対策事業道補助金といたしまして５０１万

４１万８,０００円、８８ページになります

１,０００円を減額いたしました。

が郊南１丁目５号通整備工事といたしまして

２６ページをお願いいたします。消防費道

９７３万４,０００円、栄町１丁目西通整備

補助金におきまして、防災情報通信設備整備

工事といたしまして７８７万５,０００円を

事業道交付金といたしまして７０１万３,０

それぞれ計上いたしました。

００円を国庫補助金から組み替えて計上いた

９０ページをお願いいたします。都市計画

しました。

費、土地区画整理費、繰出金におきまして、

２８ページをお願いいたします。財産収

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業

入、財産売払収入、生産物売払収入におきま

特別会計繰出金、総額で７,８７３万２,００

して、カラマツ素材売払収入といたしまして

０円を計上いたしました。

１,１４７万７,０００円、収益分収金といた

９２ページをお願いいたします。下水道
費、繰出金におきまして、公共下水道事業特
別会計繰出金といたしまして３,９９４万８,

しまして６１０万７,０００円をそれぞれ計
上いたしました。
繰入金、基金繰入金におきまして、財政調
整基金繰入金といたしまして１億４,７５３

０００円を減額いたしました。
９８ページをお願いいたします。教育費、

万６,０００円、公共施設建設等基金繰入金

小学校費、学校建設費、工事請負費におきま

１,４００万円、減債基金繰入金３,０７５万

して、足寄小学校外構工事といたしまして７

３,０００円、ふるさと銀河線跡地活用等振

５３万９,０００円を計上いたしました。

興基金繰入金７,２９１万５,０００円をそれ

１００ページをお願いいたします。中学校

ぞれ減額いたしました。

費、学校管理費、委託料におきまして、中学

３２ページをお願いいたします。諸収入、

校校舎耐力度調査業務といたしまして７１８

雑入、水源林造林事業収入といたしまして７

万２,０００円を減額いたしました。

２０万６,０００円を減額いたしました。

１０６ページをお願いいたします。社会教

３４ページをお願いいたします。町債とい

育費、博物館運営費、工事請負費におきまし

たしまして、農林水産業債、土木債、教育

て、博物館屋根防水補修工事といたしまして

債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、災害

１,２００万円を計上いたしました。

復旧債におきまして、合計で１億６,３５０

以上で歳出を終わり、次に、歳入について

万円を計上いたしました。
以上で、歳入を終わらさせていただきま

御説明を申し上げます。
１２ページにお戻りください。地方道路譲
与税につきましては、税法改正により次ペー
ジの地方揮発油譲与税に改められたことによ
ります国からの配分に応じ２,４２７万５,０

す。
６ページにお戻りください。第２表繰越明
許費補正、追加１４件。
第３表地方債補正、廃止３件、変更５件を
お願いいたしました。

００円を組み替えております。
２０ページをお願いいたします。国庫支出

以上で、平成２１年度足寄町一般会計補正

金におきましての補正は、地域活性化・経済

予算（第１５号）についての説明を終わりま
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すべき事項がございませんので、省略させて

す。
次に、特別会計について御説明いたしま

いただきます。
１６６ページで第２表地方債補正、変更１

す。
１１７ページをお願いいたします。議案第

件をお願いいたしました。

２６号平成２１年度足寄町国民健康保険事業

次に、１８１ページをお願いいたします。

特別会計補正予算（第４号）について御説明

議案第３０号平成２１年度足寄町介護保険特

を申し上げます。

別会計補正予算（第４号）について御説明申

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

し上げます。

４,０２２万１,０００円を減額し、歳入歳出

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億５,９

１,２０６万９,０００円を追加し、歳入歳出

９２万６,０００円とするものでございま

予算の総額を歳入歳出それぞれ６億９,９９

す。

６万９,０００円とするものでございます。

歳入歳出につきましては、執行による減額
等が主なものでございます。詳細の説明は省

歳入歳出の内容につきましては、省略をさ
せていただきます。
次に、２０１ページをお願いいたします。

略をさせていただきます。
次に、１４３ページをお願いいたします。

議案第３１号平成２１年度足寄町足寄都市計

議案第２７号平成２１年度足寄町簡易水道特

画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計補

別会計補正予算（第３号）について御説明を

正予算（第８号）について御説明申し上げま

申し上げます。

す。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６

６７４万５,０００円を減額し、歳入歳出予

５６万７,０００円を追加し、歳入歳出予算

算の総額を歳入歳出それぞれ６,２２１万３,

の総額を歳入歳出それぞれ１０億６６１万

０００円とするものでございます。

６,０００円とするものでございます。

歳入歳出予算につきましては、事業の執行

歳出の主な事項から御説明申し上げます。

残によるものでありますので、詳細の説明を

２１０ページをお願いいたします。事業
費、工事請負費におきまして、区画道路整備

省略させていただきます。
次に、１５５ページをお願いいたします。
議案第２８号平成２１年度足寄町老人保健特

工事といたしまして１,３２３万５,０００円
を計上いたしました。

別会計補正予算（第３号）について御説明を

次に、歳入について申し上げます。

申し上げます。

２０８ページにお戻りください。繰入金、

歳入歳出予算の総額に変更ございません

他会計繰入金におきまして、一般会計繰入金

が、歳入予算におきまして、医療費の返還に

といたしまして７,８７３万２,０００円を計

伴う補正が生じたものでございます。

上いたしました。

次に、１６５ページをお願いいたします。
議案第２９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３号）について御

町債、土地区画整理事業債におきまして総
額７,２６０万円を減額いたしました。
２０４ページにお戻りください。第２表繰
越明許費１件。

説明申し上げます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
６,４１４万３,０００円を減額し、歳入歳出

第３表地方債補正、変更２件をお願いいた
しました。

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,４４

次に、２１５ページをお願いいたします。

５万５,０００円とするものでございます。

議案第３２号平成２１年度足寄町介護サービ

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

ス事業特別会計補正予算（第４号）について
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残が主なものでありますので、説明について

御説明申し上げます
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

は省略させていただきます。

３５１万８,０００円を減額し、歳入歳出予

以上で、議案第２５号平成２１年度足寄町

算の総額を歳入歳出それぞれ３億７０６万

一般会計補正補正予算（第１５号）から議案

５,０００円とするものでございます。

第３４号平成２１年度足寄町上水道事業会計

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

補正予算（第５号）までの提案理由説明を終

すべき事項がございませんので、省略させて

わらさせていただきます。御審議のほどよろ

いただきます。

しくお願いを申し上げます。

次に、２２７ページをお願いいたします。
議案第３３号平成２１年度足寄町後期高齢者
医療特別会計補正予算（第３号）について御

○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。
ここで、暫時休憩をいたします。昼食のた
め、１時まで休憩をいたします。

説明申し上げます
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

午後

０時００分

休憩

４０４万７,０００円を減額し、歳入歳出予

午後

１時００分

再開

算の総額を歳入歳出それぞれ９,０３７万１,

○議長（吉田敏男君）

０００円とするものでございます。

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

これから、議案第２５号平成２１年度足寄

すべき事項がございませんので、省略させて

町一般会計補正予算（第１５号）の件の質疑

いただきます。

を行います。

次に、２３７ページをお願いいたします。

３６ページをお開きください。歳出から始

議案第３４平成２１年度足寄町上水道事業会

めます。款で進めます。第１款議会費、質疑

計補正予算（第５号）について御説明申し上

はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

げます。
収益的収入及び支出の総額から７６６万

○議長（吉田敏男君）

次に、３６ページか

６,０００円を減額し、収益的収入及び支出

ら５２ページ、第２款総務費、質疑はござい

の総額をそれぞれ１億３３３万７,０００円

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

とするものでございます。
次に、資本的収入及び支出の総額から資本

○議長（吉田敏男君）

次に、５２ページか

的収入額１１３万５,０００円、資本的支出

ら６４ページまで、第３款民生費、質疑はご

額２,３５０万６,０００円をそれぞれ減額

ざいませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

し、資本的収入の総額を２,４２０万８,００
０円に、資本的支出の総額を１億３,９６６

○議長（吉田敏男君）

万９,０００円とするものでございます。

ページ、第４款衛生費、質疑はございません

資本的収入額が資本的支出額に対して不足
する額１億１,５４６万１,０００円は、当年

６４ページから７０

か。
１０番

谷口二郎君。

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

○１０番（谷口二郎君）

を４９０万円、建設改良積立金を８,１２７

関係でお尋ねをいたしますが、新年度予算で

万２,０００円にそれぞれ改め、補てんする

も当然これ事業計画されておりますのでね、

ものであります。

これかなり減額されておりますので、この内

第４条で、棚卸資産の購入限度額の変更を

この合併浄化槽の

容についてちょっと御説明いただけません
か。

お願いしております。
収入支出の内容につきましては、事業執行

○議長（吉田敏男君）
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住民課長、答弁。

○住民課長（中鉢武美君）

お答えいたしま

１番

星孝道君。

○１番（星

す。

孝道君）

民有林造林事業のこ

当初１９件の予定で事業を進めてまいりま

とについてお尋ねしたいと思いますが、昨年

したが、昨年の冷湿害の影響もございまし

も苗不足ということで事業量を縮小して、次

て、農家の方で一部見送りをしたいというこ

年度へ繰り越したという経過がございました

とで取りやめた経過がございます。そういっ

が、今年度についても同じような経過をた

たことで今年度は１２基を実施したというこ

どってるということでありますが、この苗の

とで、執行残が出たような状況にございま

需要・供給ということに関して、見通しはど

す。

のようにお持ちであるかをお聞きしたいと思
います。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

１０番

谷口二郎

○議長（吉田敏男君）
○経済課長（鈴木

君。
○１０番（谷口二郎君）

そういうような単

経済課長、答弁。

泉君）

お答えいたしま

す。

純な理由だけではね、単純な理由ならいいん

カラマツ等の苗木の需給の動向についての

ですけども、例えば経営上の問題とか、それ

御質問でございますが、カラマツ等の苗木の

からこれ合併浄化槽設置することに対するそ

需給状況につきましては、直近で平成２２年

ういった疑問だとやらね、あるいは設置でき

のことしの２月１日開催されました北海道林

ないという事情だとか、そういうことでなけ

業用種苗需給調整協議会において報告された

ればいいんですけども、単なるそういった先

内容では、カラマツは１号苗というんです

送りの事情だけであるんならば理解できるん

か、１号苗の苗見込みは、昨年の秋の長雨の

ですけどもね、それ以外にはそういったこと

影響によりまして７４５万１,０００本、平

は考えられませんか。

成２１年春の幼苗床がえ数の６９％。

○議長（吉田敏男君）

住民課長、答弁。

○住民課長（中鉢武美君）

そういった意味

これに対しまして需要量は８７３万本で、
この１苗だけでは需要は満たされないという
ことで、１２７万９,０００本の不足となる

ではございません。
交付金事業ということで、補助金につきま

２苗ですね、６０％を超えた苗なんですが、

しても今年度１９基分ということであります

これを含めると８２８万１,０００本が得ら

ので、その分の差額といいますか、その分は

れまして、２号苗を使用することで不足分は

次年度の中で対応してよろしいということで

４４万９,０００本まで圧縮されるというこ

ございますので、次年度においては町の負担

とでございます。

がふえるというような形になりますが、前年

それでこの協議会におきましては、不足分

度で交付金が来てるということで御理解をい

につきましては、植樹樹種の変更や秋事業の

ただきたいと思います。

実施等の検討をお願いしたいということであ

○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

ります。
それで十勝支庁管内では、カラマツの不足

せんか。

数については４７万本、道内合計では４４万

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第５款労働費、ござ

９,０００本でありますが、他の支庁で不足
しないで増となってるところもありまして、

いませんか。

これからの見通しとしましては、十勝管内で

（「なし」と呼ぶ者あり）
７２ページから８２

は４７万本ということになっております。こ

ページまで、第６款農林水産業費、質疑はご

ういったことで十勝支庁の林務課の資料で確

ざいませんか。

認しております。

○議長（吉田敏男君）
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それで今後におきまして、カラマツの苗木

いませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

の確保につきましては、最善の努力をしてい
かなければならないと考えておりまして、も

○議長（吉田敏男君）

し仮に供給できないような場合があれば、カ

費、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ラマツの樹種の変換、カラマツからアカエゾ
マツ、また植栽年度の、こういったことはで

○議長（吉田敏男君）

きるだけ避けたいと考えておりますが、植栽

疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

以上でございます。
○１番（星

孝道君）

１番

第１２款公債費、質

（「なし」と呼ぶ者あり）

年度の変更も考えられております。
○議長（吉田敏男君）

第１１款災害復旧

第１３款職員費、質

疑はございませんか。

星孝道君。

（「なし」と呼ぶ者あり）

実態はわかりまし

た。十勝で４７万本不足していると、こうい

○議長（吉田敏男君）

う実態にあるということも承知いたしました

ませんか。

歳出の総括、ござい

（「なし」と呼ぶ者あり）

が、町長の執行方針にもありましたように、
無立木地帯を解消していく、これは足寄町の

○議長（吉田敏男君）

次に１２ページ、歳

みならずどこの町もやっぱり近々の課題だ

入に入ります。款で進めます。第１款町税、

と、こんなふうに思っておりますが、そのた

質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

めにはやっぱり苗の供給がなけりゃ、このこ
とが解消ができないという現実がございまし

○議長（吉田敏男君）

て、これは本町だけでこのことを解消ができ

質疑はございませんか。

第２款地方譲与税、

（「なし」と呼ぶ者あり）

るかということになると、できないと思いま
すが、やはりこれは支庁、あるいは道とやっ

○議長（吉田敏男君）

第３款利子割交付

ぱりそういったことをもう少し、苗の供給を

金、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

早期にやっぱり改善するよう手だてを講じて
いくべきだと、こんなふうに思っておりま

○議長（吉田敏男君）

す。

金、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

以上です。
○議長（吉田敏男君）

他に農林水産業費、

第８款国有提供施設

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

第７款商工費、質疑

○議長（吉田敏男君）

はございませんか。

第１２款分担金及び

負担金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

等所在市町村助成交付金、質疑はございませ

質疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

第４款配当割交付

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、８４ページか

ら９４ページ、第８款土木費、質疑はござい

○議長（吉田敏男君）

ませんか。

１３款使用料及び手数料、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）

（「なし」と呼ぶ者あり）

第９款消防費、質疑

○議長（吉田敏男君）

はございませんか。

第１４款国庫支出

金、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に１６ページ、第

（「なし」と呼ぶ者あり）

９４ページから１１

２ページまで、第１０款教育費、質疑はござ

○議長（吉田敏男君）
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次に２２ページ、第

この表決は、起立によって行います。本件

１５款道支出金、質疑はございませんか。

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、第１６款財産

起立願います。
（賛成者起立）

収入、質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第１７款寄附金、質

原案のとおり可決されました。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ら、議案第２６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４号）の件

（「なし」と呼ぶ者あり）
次に、３０ページを

お開きください。第２０款諸収入、質疑はご

１２４ページから１４１ページまで、歳入
か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

第２１款町債、質疑

○議長（吉田敏男君）

はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

歳入総括、ございま

○議長（吉田敏男君）

せんか。
６ページにお戻りく

ださい。第２表繰越明許費補正、追加１４

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）

件、質疑はございませんか。

○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

ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

の質疑を行います。
歳出一括で行います。質疑はございません

ざいませんか。
○議長（吉田敏男君）

１１７ページをお開きください。これか

第１８款繰入金、質

疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

したがって、議案第２５号平成２１年度足
寄町一般会計補正予算（第１５号）の件は、

疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

第３表地方債補正、

廃止３件、変更５件、質疑はございません

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２６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４

か。

号）の件を採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括は

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

ございませんか。

起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。本件

（賛成者起立）

これで、質疑を終わ

○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

したがって、議案第２６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

ませんか。

４号）の件は、原案のとおり可決されまし

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

討論なしと認めま

た。
１４３ページをお開きください。これか

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第２５号平成２１年度足寄

ら、議案第２７号平成２１年度足寄町簡易水

町一般会計補正予算（第１５号）の件を採決

道特別会計補正予算（第３号）の件の質疑を

をします。

行います。
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１４８ページから１５３ページまで、歳入

これから、議案第２８号平成２１年度足寄

歳出一括で行います。質疑はございません

町老人保健特別会計補正予算（第３号）の件

か。

を採決をします。
この表決は、起立によって行います。本件

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

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。

か。

（賛成者起立）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第２８号平成２１年度足

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

寄町老人保健特別会計補正予算（第３号）の
件は、原案のとおり可決されました。

ませんか。

１６５ページをお開きください。これか

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わ

ら、議案第２９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３号）の件の

ります。
これから、議案第２７号平成２１年度足寄
町簡易水道特別会計補正予算（３号）の件を

質疑を行います。
１７０ページから１７８ページ、歳入歳出
一括で行います。質疑はございませんか。

採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

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）

起立願います。

りください。第２表地方債補正、変更１件、
質疑はございませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

全員の起立です。

したがって、議案第２７号平成２１年度足
寄町簡易水道特別会計補正予算（第３号）の

○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括、

ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

件は、原案のとおり可決されました。
１５５ページをお開きください。これか
ら、議案第２８号平成２１年度足寄町老人保
健特別会計補正予算（第３号）の件の質疑を

○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。

行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

１６０ページから１６２ページ、歳入歳出
一括で行います。質疑はございませんか。

○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。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

１６６ページにお戻

総括、ございません

これから、議案第２９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３

か。

号）の件を採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

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

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

起立願います。
（賛成者起立）

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）

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

全員の起立です。

したがって、議案第２９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３
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号）の件は、原案のとおり可決されました。

ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

１８１ページをお開きください。これか
ら、議案第３０号平成２１年度足寄町介護保

○議長（吉田敏男君）

第３表地方債補正、

険特別会計補正予算（第４号）の件の質疑を

変更２件、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

行います。
１８６ページから１９８ページ、歳入歳出
一括で行います。質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）
ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括、

総括、ございません

○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。

か。

これから、討論を行います。討論はござい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

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

○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。

ませんか。

これから、議案第３１号平成２１年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

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８号）の件を採決を

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第３０号平成２１年度足寄
町介護保険特別会計補正予算（第４号）の件

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

を採決をします。
この表決は、起立によって行います。本件

起立願います。
（賛成者起立）

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）

起立願います。

したがって、議案第３１号平成２１年度足

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

全員の起立です。

したがって、議案第３０号平成２１年度足
寄町介護保険特別会計補正予算（第４号）の

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８号）の件は、原
案のとおり可決されました。
２１５ページをお開きください。これか

件は、原案のとおり可決されました。
２０１ページをお開きください。これか

ら、議案第３２号平成２１年度足寄町介護

ら、議案第３１号平成２１年度足寄町足寄都

サービス事業特別会計補正予算（第４号）の

市計画足寄市街地区土地区画整理事業特別会

件の質疑を行います。

計補正予算（第８号）の件の質疑を行いま

２２０ページから２２４ページ、歳入歳出
一括で行います。質疑はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

２０８ページから２１２ページ、歳入歳出
一括で行います。質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

総括、ございません

○議長（吉田敏男君）

か。

これで、質疑を終わ

ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

２０４ページにお戻

りください。第２表繰越明許費１件、質疑は

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
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号）の件は、原案のとおり可決されました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

２３７ページをお開きください。これか

討論なしと認めま

ら、議案第３４号平成２１年度足寄町上水道

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第３２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４

事業会計補正予算（第５号）の件の質疑を行
います。
２４２ページから２４５ページ、収益的収

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

入及び支出一括で行います。質疑はございま
せんか。
（「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３２号平成２１年度足

２４６ページから２

４９ページ、資本的収入及び支出一括で行い
ます。質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
４号）の件は、原案のとおり可決されまし

○議長（吉田敏男君）

た。

か。

総括、ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

２２７ページをお開きください。これか
ら、議案第３３号平成２１年度足寄町後期高

○議長（吉田敏男君）

齢者医療特別会計補正予算（第３号）の件の

りください。第４条予算第７条に定めた棚卸

質疑を行います。

資産購入限度額について、これに質疑はござ

２３２ページから２３４ページ、歳入歳出

いませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

一括で行います。質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

２３７ページにお戻

全体に対する総括、

ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

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

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

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）

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）

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３４号平成２１年度足寄

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第３３号平成２１年度足寄
町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

町上水道事業会計補正予算（第５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

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

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）

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）

討論なしと認めま

全員の起立です。

したがって、議案第３３号平成２１年度足
寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

全員の起立です。

したがって、議案第３４号平成２１年度足
寄町上水道事業会計補正予算（第５号）の件
は、原案のとおり可決されました。
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７２ページをお願いいたします。銀河線跡
◎

地整備費、委託料におきまして、銀河線跡地

議案第３５号〜議案第４５号

○議長（吉田敏男君）

日程第１２

議案第

３５号平成２２年度足寄町一般会計予算の件

用地確定測量調査業務といたしまして２,４
６０万円を計上いたしました。

議案第４５号平成２２年度

７６ページをお願いいたします。戸籍住民

足寄町国民健康保険病院事業会計予算までの

基本台帳費、使用料及び賃借料におきまし

１１件を一括議題といたします。

て、戸籍総合システム機器使用料といたしま

から日程第２２

本件について、提案理由の説明を求めま

して４９９万円を計上いたしました。
８６ページをお願いいたします。民生費、

す。

社会福祉費、社会福祉総務費、負担金補助及

町長安久津勝彦君。
ただいま議題とな

び交付金におきまして、足寄町社会福祉協議

りました議案第３５号平成２２年度足寄町一

会補助金といたしまして１,４５０万３,００

般会計予算から議案第４５号平成２２年度足

０円を計上いたしました。

○町長（安久津勝彦君）

寄町国民健康保険病院事業会計予算まで、一

扶助費におきまして、障害者介護給付費と
いたしまして１億４,０９９万１,０００円を

括提案理由の御説明を申し上げます。
平成２２年度一般会計予算書１ページをお

計上いたしました。

願いいたします。議案第３５号平成２２年度

８８ページをお願いいたします。国民健康

足寄町一般会計予算について御説明申し上げ

保険助成費、繰出金におきまして、国民健康

ます。

保険事業特別会計繰出金といたしまして８,

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

４８９万５,０００円を計上いたしました。

７６億５,３４５万２,０００円とするもので

後期高齢者医療費、負担金補助及び交付金
におきまして、療養給付費負担金といたしま

ございます。
歳出の主な事項から御説明申し上げます。

して１億１,３３５万９,０００円を計上いた

５０ページをお願いいたします。総務費、

しました。

総務管理費、一般管理費、委託料におきまし

繰出金におきまして、後期高齢者医療特別

て、ファイリングシステム導入業務といたし

会計繰出金といたしまして３,６９６万２,０

まして３３７万６,０００円を計上いたしま

００円を計上いたしました。
９４ページをお願いいたします。老人福祉

した。
５８ページをお願いいたします。財産管理

費、介護保険助成費、繰出金におきまして、

費、委託料におきまして、公有財産管理シス

介護保険特別会計繰出金といたしまして９,

テム導入業務といたしまして７３５万円を計

４９６万２,０００円を計上いたしました。
介護サービス事業助成費、繰出金におきま

上いたしました。
工事請負費におきまして、仮称南区コミュ

して、介護サービス事業特別会計繰出金とい

ニティーセンター建設工事といたしまして

たしまして４,１７４万８,０００円を計上い

５,７９６万円を計上いたしました。

たしました。

６６ページをお願いいたします。行政情報

９８ページをお願いいたします。児童福祉

管理費、委託料におきまして、システム保守

費、児童福祉総務費、扶助費におきまして、

管理業務といたしまして１,０１７万円を計

子ども手当１億９７万円を計上いたしまし

上いたしました。

た。

使用料及び賃借料におきまして、業務系シ

１０８ページをお願いいたします。衛生

ステムリース料といたしまして１,３１７万

費、保健衛生費、保健衛生総務費、貸付金に

８,０００円を計上いたしました。

おきまして、医師等修学資金貸付金といたし
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といたしまして６９８万６,０００円をそれ

まして９６０万円を計上いたしました。
１１２ページをお願いいたします。合併処

ぞれ計上いたしました。

理浄化槽事業費、負担金補助及び交付金にお

貸付金におきまして、農業後継者就農育成

きまして、合併処理浄化槽設置整備事業補助

資金貸付金といたしまして８００万円を計上

金といたしまして１,２３１万円を計上いた

いたしました。
１２６ページをお願いいたします。畜産草

しました。
１１４ページをお願いいたします。清掃

地費、貸付金におきまして、畜産振興資金貸

費、じん芥処理費、委託料におきまして、一

付金といたしまして３,０００万円を計上い

般廃棄物収集運搬業務といたしまして４,５

たしました。
１２８ページをお願いいたします。農地

５２万円を計上いたしました。
負担金補助及び交付金におきまして、池北

費、負担金補助及び交付金におきまして、湿

３町行政事務組合じん芥負担金といたしまし

害対策緊急排水事業補助金といたしまして７

て１億１,４２１万円を計上いたしました。

７１万２,０００円を計上いたしました。

し尿処理費、委託料におきまして、し尿収

１３０ページをお願いいたします。営農用

集運搬業務といたしまして１,４７９万３,０

水道等費、委託料におきまして、中足寄営農

００円を計上いたしました。

用水道導配水管布設がえ調査設計業務といた

負担金補助及び交付金におきまして、十勝
環境複合事務組合し尿負担金といたしまして
２,００８万１,０００円を計上いたしまし

しまして１,０９１万２,０００円を計上いた
しました。
工事請負費におきまして、大誉地・愛冠浄
水場計装装置改修工事といたしまして１,０

た。
１１６ページをお願いいたします。水道

４０万６,０００円を計上いたしました。

費、繰出金におきまして、簡易水道特別会計

１３４ページをお願いいたします。中山間

繰出金といたしまして２,６５８万８,０００

地域等直接支払推進事業費、負担金補助及び

円を計上いたしました。

交付金におきまして、中山間地域等直接支払

病院費、負担金補助及び交付金におきまし
て、国保病院に対する補助金・負担金といた

交付金といたしまして２億１,９２９万６,０
００円を計上いたしました。

しまして４億４,６２１万９,０００円、投資

農地・水・環境保全向上対策事業費、負担

及び出資金といたまして６,３８３万円をそ

金補助及び交付金におきまして、農地・水・

れぞれ計上いたしました。

環境保全向上対策負担金といたしまして１,

１１８ページをお願いいたします。労働

５９３万７,０００円を計上いたしました。

費、労働諸費、雇用対策等費、委託料におき

１３８ページをお願いいたします。林業

まして、ふるさと雇用再生特別対策事業とい

費、林業振興費、負担金補助及び交付金にお

たしまして３,５４５万６,０００円、緊急雇

きまして、足寄町有害鳥獣被害対策協議会負

用創出事業といたしまして８６７万３,００

担金といたしまして６,４３０万３,０００

０円をそれぞれ計上いたしました。

円、森林整備地域活動支援交付金といたしま

１２４ページをお願いいたします。農林水

して１,４１０万円、民有林造林事業補助金

産業費、農業費、農業振興費、負担金補助及

といたしまして２,０４５万１,０００円、２

び交付金におきまして、防衛施設関連農業用

１世紀北の森づくり推進事業補助金といたし

施設設置事業補助金といたしまして３,０９

まして１,４０８万９,０００円をそれぞれ計

３万３,０００円、農山漁村活性化プロジェ

上いたしました。

クト支援交付金といたしまして９,４７９万

１４０ページをお願いいたします。林道新

２,０００円、耕畜連携地力増進事業補助金

設改良費、工事請負費におきまして、森林管
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理道谷の沢線開設工事といたしまして２,３

た。
道路新設改良費、委託料におきまして、仮

４１万５,０００円を計上いたしました。
町有林管理費、役務費におきまして、手数
料といたしまして６,８０４万円を計上いた

称西町鉄道通ほか１路線調査設計業務といた
しまして５４３万円を計上いたしました。
工事請負費におきまして、旧鉄道敷地整備

しました。
１４２ページをお願いいたします。水源林

工事といたしまして１,４７０万円、中足寄

造林事業費、役務費におきまして、手数料と

愛冠線道路整備工事といたしまして１,２５

いたしまして１億８４９万２,０００円を計

０万円をそれぞれ計上いたしました。
１５８ページをお願いいたします。都市計

上いたしました。
工事請負費におきまして、作業道整備工事

画費、土地区画整理費、繰出金におきまし

といたしまして６６７万３,０００円を計上

て、足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

いたしました。

事業特別会計繰出金といたしまして１億７,

原材料費におきまして、造林用苗木といた

１４８万２,０００円を計上いたしました。

しまして１,１９０万７,０００円を計上いた

１６０ページをお願いいたします。下水道
費、繰出金におきまして、公共下水道事業特

しました。
商工費、商工振興費、負担金補助及び交付
金におきまして、足寄町商工会補助金といた
しまして１,３０６万４,０００円を計上いた

別会計繰出金といたしまして２億６,２６７
万円を計上いたしました。
１６２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

しました。
１４４ページをお願いいたします。貸付金

て、あしょろ銀河ホール２１北駐車場整備工

におきまして、中小企業特別融資貸付金とい

事といたしまして３,７９８万９,０００円、

たしまして９,０００万円を計上いたしまし

あしょろ銀河ホール２１外構工事７,２９２

た。

万円をそれぞれ計上いたしました。

１４６ページをお願いいたします。観光

１６４ページをお願いいたします。住宅

費、負担金補助及び交付金におきまして、あ

費、住宅管理費、工事請負費におきまして、

しょろ観光協会補助金といたしまして９６８

下愛冠団地解体工事といたしまして４,２８

万４,０００円を計上いたしました。

５万１,０００円を計上いたしました。

１５０ページをお願いいたします。土木

消防費、消防施設費、負担金補助及び交付

費、土木管理費、地籍調査費、委託料におき

金におきまして、池北３町行政事務組合消防

まして、地籍測量業務といたしまして２,３

負担金といたしまして２億７,６２２万７,０

６８万２,０００円を計上いたしました。

００円を計上いたしました。

１５２ページをお願いいたします。道路橋

１７０ページをお願いいたします。教育

梁費、道路管理費、工事請負費におきまし

費、教育総務費、事務局費、負担金補助及び

て、街路灯補修工事といたしまして５６０万

交付金におきまして、足寄高等学校通学費等

円を計上いたしました。

補助金といたしまして６３７万２,０００円

土木車両管理費、備品購入費におきまし
て、除雪ドーザー２,８８９万８,０００円を

を計上いたしました。
１８４ページをお願いいたします。社会教
育費、博物館運営費、委託料におきまして、

計上いたしました。
１５４ページをお願いいたします。臨時地
方道整備事業費、委託料におきまして、郊南

博物館施設管理運営業務といたしまして３,
７８０万円を計上いたしました。

１丁目３号通ほか５路線調査設計業務といた

２００ページをお願いいたします。職員費

し ま し て １ ,０ ２ ０ 万 円 を 計 上 い た し ま し

につきましては、特別職２名、教育長、一般
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職１２６名、準職員８名の給与・賃金等の人

減 の ３ 億 ５ ,１ ０ ０ 万 円 を 計 上 い た し ま し

件費にかかわる費用すべてを計上させていた

た。

だきました。人件費の詳細につきましては、

１８ページから２２ページの使用料及び手

２１２ページから２１７ページに科目別内訳

数料につきましては、前年度比０.８％減の

を添付しておりますので、御参考にしていた

１億６,４７４万５,０００円を計上いたしま

だきたいと存じます。

した。

以上で歳出を終わり、次に、歳入について

２２ページから３０ページの国庫支出金及
び道支出金につきましては、事務事業等にか

御説明を申し上げます。
１０ページにお戻りください。町税、町民

かわります補助金等を計上しております。

税、個人町民税におきましては、前年度対比

３２ページをお願いいたします。財産収

４.４％減の３億２４６万２,０００円を計上

入、財産売払収入、生産物売払収入におきま

いたしました。

して、カラマツ素材売払収入といたしまして

法人町民税におきましては、前年度対比
３.８％増の４,６７４万８,０００円を計上

１,３２３万８,０００円を計上いたしまし
た。
３４ページをお願いいたします。繰入金、

いたしました。
固定資産税におきましては、前年度対比

基金繰入金におきまして、農業振興基金繰入

２.８％増の３億９,２９１万５,０００円を

金１,５００万円、ふるさと銀河線跡地活用

計上いたしました。

等振興基金繰入金５,４１２万６,０００円を

１２ページをお願いいたします。町たばこ

それぞれ計上いたしました。

税におきましては、前年度対比１０.１％減

３８ページをお願いいたします。諸収入、

の５,４１９万３,０００円を計上いたしまし

雑入、水源林造林事業収入といたしまして１

た。

億３,６９２万１,０００円を計上いたしまし

その他の町税につきましては、おおむね前

た。
４４ページをお願いいたします。町債につ

年度当初予算程度を計上いたしました。
地方譲与税におきましては、自動車重量譲

きましては、森林管理道谷の沢線開設事業債

与税１億２,２７３万２,０００円、地方揮発

１,０３０万円など総額７億５,８４７万円を

油譲与税４,７２２万７,０００円を計上いた

計上いたしました。
以上で、歳入を終わらさせていただきま

しました。
１４ページをお願いいたします。地方消費
税交付金におきましては、前年度対比２.３
％減の８,２４３万６,０００円を計上いたし

す。
６ページにお戻りください。第２表債務負
担行為１件をお願いいたしました。
第３表地方債４件をお願いいたしました。

ました。
自動車取得税交付金におきましては、前年

１ページに戻っていただきまして、１ペー

度対比１.９％増の３,１４２万３,０００円

ジで、一時借入金の借り入れの最高額は１５

を計上いたしました。

億円と定めるものでございます。

地方特例交付金におきましては、前年度対
比７８.４％増の１,７８３万１,０００円を

以上で、平成２２年度足寄町一般会計予算
の説明を終わります。
次に、特別会計について御説明申し上げま

計上いたしました。
１６ページをお願いいたします。地方交付

す。

税の普通地方交付税におきましては、前年度

１ページをお願いいたします。特別会計予

対比０.６％減の３６億８,５１２万円を、特

算書１ページ、議案第３６号平成２２年度足

別地方交付税については、前年度対比１０％

寄町国民健康保険事業特別会計予算について
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者医療特別会計に移行整理のための所要経費

御説明を申し上げます。
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ
１１億３,４１７万円とするものでございま

等の計上をいたしました。
次に、７７ページをお願いいたします。議
案第３９号平成２２年度足寄町公共下水道事

す。
１８ページ以降の歳出の主なものにつきま
しては、保険給付費、後期高齢者支援金等、

業特別会計予算について御説明申し上げま
す。

前期高齢者納付金等、老人保健拠出金、介護

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

納付金、共同事業拠出金、保健事業費等の計

４億８０９万１,０００円とするものでござ

上をいたしました。

います。

次に、８ページ以降の歳入につきまして

８８ページ以降の歳出につきましては、職

は、国民健康保険税といたしまして２億６,

員給与等人件費及び処理場管理経費並びに管

７７６万円を計上、前期高齢者交付金として

渠新設工事費等を計上をいたしております。

２億５,６３７万８,０００円を計上、共同事

８４ページをお願いします。８４ページか

業交付金として１億２,９０８万８,０００円

ら８７ページの歳入予算につきましては、国

を計上、その他の収入につきましては、平成

庫支出金、一般会計繰入金、町債等を計上い

２１年度実績を勘案し、推計計上いたしまし

たしました。
８０ページにお戻りください。第２表債務

た。
なお、１ページで、一時借入金の借り入れ

負担行為２件をお願いいたしました。
第３表で地方債１件をお願いいたしまし

最高額は５,０００万円と定めるものでござ

た。

います。
次に、３７ページをお願いいたします。議

次に、１０３ページをお願いいたします。

案第３７号平成２２年度足寄町簡易水道特別

議案第４０号平成２２年度足寄町介護保険特

会計予算について御説明を申し上げます。

別会計予算について御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

４,５４９万２,０００円とするものでござい

６億８,９１３万７,０００円とするものでご

ます。

ざいます。

歳出の主なものといたしましては、５０

１１６ページ以降の歳出につきましては、

ページ、水道工事費におきまして、足寄簡易

総務費、保険給付費等を計上をいたしまし

水道配水管布設がえ工事１,３４９万３,００

た。
次に、１１０ページをお願いします。１１

０円を計上いたしました。
４４ページ、４５ページからの歳入におき

０ページ以降の歳入につきましては、介護保

ましては、水道工事によります国庫補助金、

険料、国庫支出金、支払基金交付金、一般会

水道事業債など所要の財源を計上いたしまし

計繰入金等を計上しております。
各科目の予算額についての説明は、省略を

た。
４０ページをお願いいたします。第２表地

させていただきます。
次に、１３３ページをお願いいたします。

方債１件をお願いいたしております。
次に、６１ページをお願いします。議案第

議案第４１号平成２２年度足寄町足寄都市計

３８号平成２２年度足寄町老人保健特別会計

画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計予

予算について御説明を申し上げます。

算について御説明を申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

７万３,０００円とするものでございます。

４億２,１０８万円とするものでございま

歳入歳出の予算につきましては、後期高齢

す。
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歳出から申し上げます。

議案第４３号平成２２年度足寄町後期高齢者

１４６ページをお願いいたします。事業

医療特別会計予算について御説明申し上げま

費、委託料におきまして、移転補償費調査積

す。

算業務６１５万３,０００円、仮換地指定業

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

務 ３ １ ２ 万 ６ ,０ ０ ０ 円 を 計 上 い た し ま し

９,９２４万１,０００円とするものでござい

た。

ます。

工事請負費におきまして、東通整備工事

１９４ページ以降の歳出につきましては、

４,４３８万４,０００円、区画道路整備工事

後期高齢者医療広域連合納付金等を計上いた

２,０８７万４,０００円を計上いたしまし

しました。
１９２ページ以降の歳入につきましては、

た。
負担金補助及び交付金におきまして、土地
区画整理事業に伴う排水管拡張工事負担金と
いたしまして２,３８５万７,０００円を計上

後期高齢者医療保険料、保険基盤安定繰入金
等を計上いたしました。
次に、企業会計について御説明申し上げま
す。

いたしました。
補償補てん及び賠償金におきまして、土地
区画整理事業に伴う移転補償といたしまして
２億２,５１９万３,０００円を計上いたしま

議案第４４号平成２２年度足寄町上水道事
業会計予算について御説明申し上げます。
業務の予定量につきましては、予算書の１
ページに記載のとおりでございます。

した。
１４８ページをお願いいたします。精算金

収益的収入及び支出の予定額につきまして

補償補てん及び賠償金におきまして、精算金

は１億１,０３９万１,０００円とするもので

といたしまして９４１万円を計上いたしまし

ございまして、内容につきましては、経常的

た。

収入と人件費及び管理費用でございます。

１４０ページにお戻りくだい。１４０ペー

資本的収入及び支出につきましては、工事

ジ以降の歳入につきましては、国庫支出金、

負担金収入、支出は建設改良費と企業債償還

道支出金、一般会計繰入金、町債等を計上い

金であります。
また、企業債１件、一時借入金の限度額と

たしております。
１３６ページにお戻りください。第２表に

いたしまして４,０００万円をお願いいたし
ました。

おいて地方債２件をお願いいたしました。
次に、１５９ページをお願いいたします。

次に、議案第４５号平成２２年度足寄町国

議案第４２号平成２２年度足寄町介護サービ

民健康保険病院事業会計予算につきまして御

ス事業特別会計予算について御説明申し上げ

説明申し上げます。
予算書の１ページをお願いをいたします。

ます。
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ
２億７,４０６万９,０００円とするものでご

業務の予定量につきましては、予算書の１
ページに記載のとおりでございます。
収益的収入及び支出の予定額につきまして

ざいます。
１７０ページ以降の歳出につきましては、

は１１億５,６２１万１,０００円とするもの

職員の給与費、施設の管理運営費等を計上を

でございまして、内容は、経常的収入と人件

いたしました。

費及び管理費用等でございます。

次に、１６６ページ以降の歳入につきまし

資本的収入及び支出につきましては、一般

ては、サービス事業収入、一般会計繰入金等

会計出資金の収入と、支出は機械・備品購入

を計上いたしました。

と企業債償還金が主なものでございます。

次に、１８５ページをお願いいたします。

また、企業債１件、一時借入金の限度額と

― 28 ―

いたしまして１億円をお願いをいたしたとこ

ここで、暫時休憩をいたします。休憩中に
予算審査特別委員会の開催をお願いをいたし

ろでございます。
以上で、議案第３５号平成２２年度足寄町

ます。

一般会計予算から議案第４５号平成２２年度

午後

２時３８分

休憩

足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで一

午後

３時４９分

再開

括提案理由を申し上げ、説明を終わらさせて

○議長（吉田敏男君）

いただきます。御審議のほどよろしくお願い

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

を申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩をいたします。２時３０
午後

２時１３分

休憩

午後

２時３０分

再開

は全部終了をいたしました。
次回の会議は、３月１７日午前１０時より
開会をいたします。

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。
お諮りをいたします。
本件につきましては、議長を除く１４人の
委員で構成する予算審査特別委員会を設置
し、これに付託して、会期中の休憩中に審議
することにしたいと思います。これに御異議
ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認めま

す。
よって、本件につきましては、議長を除く
１４人の委員で構成する予算審査特別委員会
を設置し、これに付託して、会期中の休憩中
に審査することに決定をいたしました。
ここで、暫時休憩をいたします。休憩中に
特別委員会を開いて正副委員長の互選をお願
いをいたします。
午後

２時３１分

休憩

午後

２時３７分

再開

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

本日は、これで散会をいたします。

分再開といたします。

○議長（吉田敏男君）

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

理由の説明を終わります。

○議長（吉田敏男君）

◎

これをもって、提案

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。
諸般の報告を行います。
予算審査特別委員会の正副委員長の互選が
行われ、その結果の報告が議長の手元に参り
ましたので報告をいたします。
委員長に星孝道君、副委員長に島田政典
君、以上のとおりです。
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午後

３時５０分

散会
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