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午前１０時００分

開会
◎

◎

○議長（吉田敏男君）

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

開議宣告

全員の出席でござい

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

ます。ただいまから、平成２２年第３回足寄

です。

町議会臨時会を開会いたします。
ここで、暫時休憩をいたします。

◎

休憩中に議会運営委員会をお開きいただき

○議長（吉田敏男君）

たいと存じます。

会議録署

名議員の指名を行います。

休憩

午前１０時１６分

再開

会議録署名議員は、会議規則第１１６条の

休憩を閉じ、会議を

規定によって、１番星孝道君、２番榊原深雪
君を指名いたします。

再開いたします。

◎

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

町長安久津勝彦君か

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

議会運営委員会委員長

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

議運結果報告

長から、会議の結果の報告を願います。

ら、招集のごあいさつがございます。
町長

日程第１

午前１０時０１分
○議長（吉田敏男君）

◎

会議録署名議員の指名

議長のお許しをい

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

本

ただきましたので、第３回臨時会招集に関す

日開催されました第３回臨時議会に伴う議会

るごあいさつを一言申し上げます。

運営委員会の協議の結果を御報告いたしま

既に春耕期に入っているわけでございます

す。
会期は、本日５月７日より５月１８日まで

けれども、また、４月に降雪があったり、ま
た、気温がどうも順調に上がらないという状

の１２日間といたします。
なお、５月８日から５月１７日までの１０

況でございまして、ことしの作況についても
今の段階から心配をしているところでござい

日間は、休会となります。

ますけれども、いずれにしましても出来秋を

本日は、最初に、平成２１年第１回定例会

迎えられるよう一刻も早く天候回復を願って

で足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

いるところでございます。

に付託されました事件について、同委員会か

さて、本日予定しております案件について

ら中間報告を受けたいと思います。
次に、町長から行政報告を受けます。

申し上げます。

次に、報告承認第１号から報告承認第３

この後、議長のお許しをいただいた後に、

号、議案第４６号から議案第５１号まで、議

行政報告を５件予定してございます。
次に、専決処分に関する報告承認案件とい
たしまして３件、議案といたしまして工事請

案第５４号、議案第５５号を即決で審議いた
します。

負契約に関する件が２件、それから条例改正

議案第５２号、議案第５３号は、提案説明

に関する件が７件、一般会計補正予算につき

を受け、質疑を行った後、文教厚生常任委員

まして１件ということで、議案といたしまし

会に付託し、会期中の審査といたします。
なお、本日の本会議終了後に議員会総会を

て合計１０件を予定しております。
よろしく御審議を賜りますようお願いを申

開催する予定でございます。
以上で、議会運営委員会の協議結果の報告

し上げまして、臨時会招集のごあいさつとさ
せていただきます。

を終わらせていただきます。
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○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

委員会委員長の報告を終わります。

したがって、足寄町議会改革・活性化等調
◎

査特別委員会の中間報告を受けることに決定

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

日程第２

会期決定

をいたしました。
ここで、冒頭、皆様方に申し上げます。

の件を議題といたします。

足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

お諮りをいたします。
本臨時会の会期は、本日から５月１８日ま

委員長の中間報告がございます。その後に、

での１２日間にしたいと思います。これに御

質疑を受けたいと存じます。その後、質疑を

異議ございませんか。

受けた後に、議会改革・活性化等調査特別委
員会委員以外の皆様には、採決権を行使しな

（「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

いことを前提にして、自由討議をお願いをし
たいと思います。

す。

足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

したがって、会期は、本日から５月１８日

委員長の発言を許します。

までの１２日間に決定をいたしました。

足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

なお、１２日間のうち、８日から１７日ま
での１０日間は、休会といたしたいと思いま

委員長

す。これに御異議ございませんか。

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会
委員長（菊地一將君）

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

菊地一將君。

異議なしと認めま

足寄町議会改革・活

性化等調査特別委員会の中間報告をさせてい
ただきます。

す。

本委員会に付託された調査事件について、

よって、１０日間は、休会に決定をいたし

調査の中間報告をしたいので、足寄町議会会

ました。

議規則第４７条第２項の規定により議会の承

ここで、暫時休憩をいたします。

認を求めるものでございます。

午前１０時２３分

休憩

午前１０時２６分

再開

調査事件名、足寄町議会改革に関する諸問

休憩を閉じ、会議を

題の調査・研究及び提言、二つ目として、足

○議長（吉田敏男君）

寄町議会活性化に関する諸問題の調査・研究

再開いたします。

及び提言について。
◎

調査日につきましては、平成２１年３月１

足寄町議会改革・活性化等調査

７日から平成２２年５月６日まで、１６回、

特別委員会中間報告
○議長（吉田敏男君）

日程第３

足寄町議

会議を開いております。
調査場所につきましては、町内、道外は山

会改革・活性化等調査特別委員会中間報告に

形県の庄内町、奈良県の斑鳩町、滋賀県の竜

ついての件を議題といたします。
足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

王町でございます。
報告内容については、別紙のとおりとなっ

から、調査中の事件について中間報告をした

ております。

いとの申し出があります。

それでは、足寄町議会改革・活性化等調査

お諮りをいたします。
本件は、申し出のとおり報告を受けること
にしたいと思います。これに御異議ございま

特別委員会の中間報告をさせていただきま
す。
地方分権の推進に伴い、地方公共団体が担

せんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

う役割はますます増大し、住民の代表機関と
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して自治体の政策形成、最終意思決定を行う

かなければならない。

議会の役割と責任は一層重要性を増してお

また、地方分権改革推進による条例制定権

り、新しい時代にふさわしい議会の役割とそ

の拡大などが勧告されており、一括交付金や

の機能が十分に発揮することが求められてい

義務づけ・枠づけの見直しが進めば、地方議

る。

会の果たす役割は一層重要となってくるもの

議会の構成や運営においても、議会の意思

と思います。
このことから、次の項目について協議し

と住民の意思とが乖離しないような努力が以

た。

前にも増して必要とされている。
足寄町議会の改革・活性化については、平

民意を反映できる最低限必要と思われる人

成２１年３月に特別委員会を設置し、これま

数であること。二つ目、執行機関に対する十

で先進地の道外視察も含め協議を重ねている

分なチェック機能が果たせる人数であるこ

ところでございます。

と。常任委員会活動の活発な展開が可能な人

足寄町議会議員選挙が平成２３年４月に執

数であること。議会審議の空洞化を招かない

行されることから、議員定数の調査結果につ

ことと、住民意向を行政に生かせる議会活動

いて次のとおり中間報告をいたします。

を目指す人数であること。広大な面積を有
し、生活者点在の地域性も考慮されること。

議員定数の見直しについて。
議員定数は、平成１１年７月に成立した地

以上の協議の結果、現在の置かれている環

方分権一括法により地方自治法が改正された

境・情勢等を考慮し、次期一般選挙から定数

のに伴い、法定定数制から条例定数制に改正

を２名減の１３名と判断したところでござい

され、地方自治法第９１条では、地方自治体

ます。

の自主性及び自立性を高めるため、地方自治

また、議会の活性化等に資する事項につい

体の議会がみずから条例により議員定数を定

て、これまで取り組んできた執行者側に対す

めることになった。

る反問権や一般質問に対する答弁書の直前配

足寄町における議員定数は、平成１６年１

付、補正予算の本会議での即決審議など、で

２月議会において足寄町まちづくり推進調査

きるところから議会の改革を進めているが、

特別委員会から、池北三町の合併問題が合意

今後も引き続き議会の改革・活性化に向け、

に至らず自主・自律の道を選択し、議会とし

町民に対する役割・責任を果たすための議会

て財政状況や議会機能の充実などを総合判断

づくりを目指し、町民から信託を受けたとの

して１８名から１５名とした経過がございま

強い認識を持ち、議会のあり方や議会の活性

す。

化の議論にとどまらず、町民に開かれた議会

直近の十勝管内における議員定数は、国内

のあり方、議会と町民参加、議員の資質向上

の経済情勢がいまだ厳しいことから、削減で

など、議会制度の改革を積極的に議論し、さ

の方向で進んでいる状況であります。

らに調査・検討を進め、一つでも多く改善で

本委員会では、議会は住民が直接選挙で選

きるよう取り組んでまいります。
以上、報告とさせていただきます。

んだ代表で構成される最高の意思決定機関で
あり、条例の制定や予算の決定、地方税に関

○議長（吉田敏男君）

する議決のほか、執行機関の監視や議会の組

報告に対する質疑を行います。質疑はござい

織運営などの権限を持つことからも、経費節

ませんか。

減の側面のみで議員定数を削減すべきではな

○議長（吉田敏男君）

２番

いという議論もありました。

○２番（榊原深雪君）

質問させていただき

一方で、地方自治体に課せられている行財

ただいまの委員長の

榊原深雪君。

ます。

政改革を実現し、住民福祉の向上を図ってい
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今回の特別委員会の調査項目についてです

が、今回の議員定数以外にどのような調査項

ただきました。
それと、道外調査の関係につきましてです

目をされていたのかをお聞きいたします。
それと、視察先の参考項目、それも伺いた

けれども、山形県の庄内町というところは、
人口が２万３,８３７名おりまして、面積に

いと思います。
そして、きのうこの文書をいただいたわけ

つきましては２４９.２キロ平米ということ

ですけれども、特別委員会に所属していない

でございます。そして、人口が２万３,８０

議員と、それから町民からの広く意見を聞く

０人ということでございますけれども、議員

ことに対しての御意見も聞きたいと思ってお

定数については２０名ということになってお

ります。

ります。それから、奈良県の斑鳩町におきま

それと、視察先の３町、それの議員１人当

しては、人口が２万８,５９３名、面積にお

たりの人口など、視察先の参考項目を何点か

きましては１４.３キロ平方メートルで、議

述べていただきたいと思います。

員定数におきましては１５名ということに

○議長（吉田敏男君）

なっております。それから、滋賀県の竜王町

足寄町議会改革・活
菊地一將君。

におきましては、人口が１万３,３９７人、

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

面積が４４.５キロ平方メートル、議員定数

委員長（菊地一將君）

につきましては１２名ということになってお

性化等調査特別委員会委員長

それでは、答弁をさ

ります。

せていただきます。

こんな程度でよろしいでしょうか。

まず初めに、町民等特別委員以外の意見聴
取ということでございますけれども、議員に

○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

はそれぞれ中間報告をするということで、当

○２番（榊原深雪君）

１番目の問いの答え

初、進めていたところなのですけれども、町

に、なかなか時間がとれなくてというお話で

民の意見につきましては、時間をとれなかっ

したけれども、報告書の中にあります議会の

たということもあり、また、委員の中でも十

意思と住民の意思が乖離しないような努力が

分精査しながら協議してきたということで、

以前にも増して必要とされているという中

町民の意見聴取はしなかったと。議員に対し

で、住民との対話がなければだめだと思うの

ても、特別委員に入っていない方々にも、そ

ですね。そして、住民から選ばれた議員さん

れなりに報告は必要であるということも考え

も、特別委員会に所属していない議員の意見

ていたところでございますけれども、時間が

というのも、とても大切なことだと思ってお

とれないということになると詭弁になるかな

ります。そういうところもやっていただくの

と思いますけれども、あれやこれややってい

も希望しております。

るうちに時間がなくなったということもござ

そして、今のお答えですが、３町の視察さ

いまして、きょうに至ってしまったことをお

れた先の何を参考にされようとしたのか、参

わび申し上げたいと思います。

考項目をお聞きしたわけです。人口とか土地

それと、議員定数以外のほかの調査につい

の面積、それは別として、私たちの町の議会

てということでございますけれども、今読み

にどのようなことを取り入れたい目的で視察

上げた文書にもありますように、来年４月が

されたかということをお聞きしたいわけです

選挙ということで、作業的には一番急がれる

ね。そういうところも答弁をお願いいたした

条例改正等もありますので、それで、ほかの

いと思います。

ことについては進行中でありますけれども、

○議長（吉田敏男君）

議員定数についてはそういう選挙が目の前に

要旨というのは、ここにありますように議会

控えているということで、急がなければなら

の意思と住民の意思が乖離しないためにも、

ない項目ということで、先に報告をさせてい

住民との、恐らく公聴会なんかのことを言っ
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今の２番議員の発言

以上です。

てるのだと思いますけれども、そういったこ
とをなぜしなかったのかということが一つ

○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

と、もう一つは、視察先、これは何を求めて

○２番（榊原深雪君）

私に残された質問の

視察に行ったのかということの２点だと思い

機会は、あと１回しかありませんので、今、

ます。

委員長が答弁された項目がたくさんあるもの
ですから、的を絞ってできなかったような気

ここで、暫時休憩をいたします。
午前１０時４６分

休憩

もいたします。こちらの議会の中で消化して

午前１１時０３分

再開

いる部分もたくさんありますよね。その中

休憩を閉じ、会議を

で、議会の議員定数に関しては、１年以上も

○議長（吉田敏男君）

かかって中間報告をされたわけですよね。そ

再開いたします。
答弁、足寄町議会改革・活性化等調査特別

ういう時間がかかっているということも、

菊地一將君。

もっと話し合うべきところの重点項目であれ

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

ば、議員定数に関して重点項目であるがゆえ

委員長（菊地一將君）

に、もっともっと議論が大切なところではな

委員会委員長

今の榊原議員の質疑

かったかなと思います。

に対してお答えをいたします。
先ほど言われた議会と住民が乖離しないよ

あと、視察先の参考項目も、どの程度のこ

うにという文面もつけさせていただいたとこ

とを参考とされたのかも余り明確では私はな

ろでございますけれども、時間等も短いとい

かった答弁に思います。だから、あとは自由

う関係もございまして、住民懇談会とかアン

討議の中で、もっと重要な若い世代が立候補

ケートとか、そういうことをできなかったと

できるような環境をどう整えていくのかとい

いうことでございます。

うようなことも、ほかの議会のほうで聞いて

そこで、委員会として、質疑の中で現状維

いただきたかったなと思うところもあります

持の１５名とか１２名とかといういろいろな

ので、あとの自由討議のところでさせていた

意見もございました。しかし、特別委員会の

だきたいと思います。
以上です。

審査を踏まえ、また、それぞれの委員が認め
ていただいた道外視察や議会運営委員会の視

○議長（吉田敏男君）

察等も踏まえて、意思決定をさせていただい

せんか。
１３番

たという経過でございます。
それと、次の２番目の質問についてでござ

他に質疑はございま

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

特別委員会の皆様

いますけれども、どういう目的で視察に行か

には、１６回の調査ということで、大変御苦

れたのかということでございます。この件に

労をかけ、敬意を表したいと思います。

つきましては、特別委員会の設置とか議案の

私からは、後から自由討議もあるそうです

配付の状況、一般質問の状況、意見書の取り

ので、答えていただきたい質疑の部分だけを

扱い、また、請願・陳情の取り扱い、議会活

質問させていただきます。榊原さんの御意見

性化に関する組織について、議会の基本条例

と全く同じことを昨夜考えてまいりました。

について、専決処分について、議員への事前

先に榊原議員がされましたので、重複しない

説明について、予算・決算の審議状況につい

ところでしたいと思います。

て、委員会の運営・活性化について、議員の

今回、事件名が改革に関する諸問題の調

倫理・資質について、住民参加・親しまれる

査・研究、また、活性化に関する諸問題の調

議会についてというような、そのほか議会改

査・研究ということで、１６回に及ぶ調査を

革と議員定数・議員報酬のあり方についてと

いろいろな論議の中でされたと思います。今

いう項目で視察に行ってきました。

回、私どもは特別委員ではありませんので、
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どのような自分の立場・身分にも関する、こ

く２名であったのかということですね、そこ

れからの活動に関する調査・研究ということ

ら辺の説明もないと思います。それを伺いた

でありますので、大変関心を持って、どのよ

いと思います。

うな中間報告が出るのかなという、大変興味

それと、きめ細やかな、私たち特別委員以

深く待っておりましたが、今回は１６回もし

外の者への説明、それがなぜなかったのか。

ているのに、１年数カ月に及ぶ調査なのに、

突然、２名減ですって今報告を受けまして

削減だけのことを報告したことに対してびっ

も、そして、しかも前の日の配付ですから、

くりいたしました。

これも本当に乱暴というか、特別委員以外の

そして、しかも、いろいろ質疑の時間もあ

人を軽視しているとは言いませんけれども、

ると思いましたので考えておりましたが、前

そこら辺もすごく不愉快な思いで、きのう受

日に配付ということが、これまた大変びっく

け取りました。

りしまして、質問するにもいろいろな勉強を

あともう一つ、２名削減に対する各ほかの

したり、いろいろ調査したりして、自分なり

委員さんからのどのような意見があったの

に質問をしたかったのですけれども、前日、

か、それと、１６日間のうち、削減に対する

直前配付ということで、今急にですね、ほと

時間配分ですね、どのぐらいの時間を占め

んど昨夜のことですから、それでも三つ、四

て、半分ぐらいを削減に論議したのか、わず

つの項目を考えてきたのですが、なぜ前日配

か１時間だったのか、削減に対する時間のボ

付、こんな１年数カ月もあったのに、１６回

リューム、そういうのを伺いたいと思いま

も調査日があったのに、何で、しかも臨時議

す。
以上です。

会もちゃんと最初から日にちが決まってます
のに、前日配付だったのか、その経緯をまず

○議長（吉田敏男君）

お伺いしたいと思います。

でしょうか。

委員長、整理できた

それともう一つは、本別さんとかほかの町

今の１３番高道議員の１点目の質疑は、な

村と違って、足寄町は特別委員会という選ば

ぜ前日の配付になったのかということが一つ

れた人の構成の中で審議しておりまして、私

であります。それから２番目に対する質疑

たち選ばれなかった特別委員でない人たち

は、特別委員会以外の議員に対する報告がな

は、どういうふうに審議されているのか、

かったのではないかということが二つ目。そ

じっと見守っていたという中で、全体協議な

れから３番目については、２名減に対する説

り全体でやるなら、逐一その項目について

明がいま一つ不足しているのでないかと。そ

も、なぜ２名減なのかということも、その経

れから、７名の委員がいますけれども、その

過がわかるのですけれども、でも、我々は

人たちの見解も一体どうだったのかというこ

きょう初めて２名減ということも委員長から

とがありました。それから、最後の４番目に

聞いたわけです。

ついては、削減に対する議論、これが１６日

それで、７名という限られた人がやるだけ

間という調査日程ですけれども、どの程度時

に、やっているのでしたら、なぜそのほかの

間的なボリュームをそこで持ったのかとい

議員に対するきめ細やかな、せめて半年に１

う、この四つの点だというふうに、そうです

回ぐらいの、６カ月に１回ぐらいの報告がな

ね。
足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

かったのか、それから、２名減にした、なぜ
そうだったのかという、２名に対する、ここ

委員長

には５項目にわたる、ああでなきゃならぬ、

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

こうでなきゃならぬというあれはありました

委員長（菊地一將君）

けれども、１名減でなく２名、３名減じゃな
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菊地一將君。
お答えいたします。

まず、こういう大事なことの事前配付とい

うことにつきましてですけれども、委員長の

でも町村としては広大な面積を抱えている町

言いわけになると思いますけれども、いろい

村ということでございます。それで、その中

ろと資料をつくるのに手間がかかったといい

に各地区に点在して住民がいるということ

ますか、そういうようなことでなかなかなれ

で、そういう意見も聴取していくということ

ない仕事ということもありまして、委員会に

になると、人数が多いほうがということで考

かけて、これでどうでしょうかということで

えていたところです。

皆さんに配付するわけですけれども、その資

本別町とかほかの町村のことについては、

料づくりに時間を要したということと、ふな

比較検討はしておりません。足寄町は足寄町

れなために余りいいような結果が出なかった

独自の考え方、足寄町特別委員会独自の考え

ので、どうしても委員会、委員会と重ねてい

方で、そういう意見になったということでご

るうちに時間が経過して前日配付となったこ

ざいます。
それと、２名減に対する質疑の時間をどの

とにつきまして、心からおわび申し上げま

程度費やしたのかということでございますけ

す。
それと、特別委員会以外の人にもう少しき

れども、この件については、僕のほうで時間

め細かい説明があってもよろしかったのでは

もはかってないし、わかりません。お答えす

なかろうかというようなことでございますけ

ることも、またできないのですけれども、そ

れども、皆さんに説明できる段階でなかった

れはおのおのが十分自分の見識を示してくれ

ということで、こういうように遅くなったと

たと、委員会ではそう思って、それでこの決

いうことでございます。

定をさせていただいたところでございます。
以上です。

それと、次の２名減に対する理由がいま一
つまだ手薄だということでございますけれど

○議長（吉田敏男君）

１３番

高道洋子

も、委員会の中ではいろいろと発言もござい

君。

まして、１２名という方もおりました。それ

○１３番（高道洋子君）

で、一応今のところの文教委員会、総務産業

でやっていただいて、それはいいのですけれ

委員会、それを委員会としての機能を持って

ども、それであればなおのこと特別委員以外

いくためには、最低６名が必要でなかろうか

の人へのきめ細かな説明と報告が、３カ月に

というようないろんな意見もございました。

１回とは言いませんけれども、せめて半年に

そこで、６名ということになると、議長が除

１回あってほしかったなというのが私の感想

かれるということで、２名減の１３名という

です。議員全体でやっているわけでないです

ことになるのかなと、こういうように思って

から、そしてしかも、全員の身分とか活動、

おります。

行動、議員に直接かかわる改革の活性化の話

足寄独自のやり方

それと、今、議会改革・活性化の関係につ

ですから、それはそういう配慮があってしか

いて、特別委員会でいろいろと調査・研究が

るべきでなかったかなと思うわけです。その

進行中でございますけれども、議会の審議が

最たるものが前日配付という、そういうこと

少し足りないということで議会の空洞化を招

で大変びっくりした次第です。

かないためには、余り減にするよりも１３名

次の質問なのですけれども、今、たくさん

くらいがいいんじゃなかろうかなということ

項目がありましたけれども、定数に関しては

もございまして、また、５項目掲げている中

来年の４月選挙が控えてますから、急がれて

のことしか考えていなかったわけですけれど

優先的にこれを抜き出しての今回は審議だっ

も、とにかく執行機関に対する一応のチェッ

たと思うのですけれども、そのほか改革、そ

ク機能が果たせるということと、最近、なか

れから活性化に関する、今取り組んでいる重

なか使わないのですけれども、足寄町は全国

点項目ですか、それがありましたら、何を今
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審議しているのか、お知らせいただきたい。

ございますけれども、それで、次の項目を協

もう一つは、今後、町民への公聴会、それ

議しましたという５項目、今、議員の方から

からアンケート調査等、そういう具体的な計

ありました。協議されましたことに対して、

画があるのか、伺いたいと思います。

それぞれ委員会ではどういう具体的な内容

○議長（吉田敏男君）

で、こういう１３名の人数になったというこ

足寄町議会改革・活
菊地一將君。

とでございますけれども、それぞれの項目に

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

つきまして、例えば民意を反映できる最低限

委員長（菊地一將君）

お答えいたします。

必要と思われる人数であること、これは重要

今取り組んでいる改革・活性化について、

な部分なのですけれども、こういったことに

重点的な項目ということでございますけれど

ついての結論、どういう論議をされて、どう

も、まだ煮詰めていないということで、報告

いう結論であったかということが具体的な見

するところまでは行っていないということで

えないのでないかなという気がいたしますの

ございます。

で、それぞれ５項目につきまして協議された

性化等調査特別委員会委員長

広聴会の関係につきましては、議会運営委

具体的な内容につきまして、できればお知ら

員会で広聴会を取り上げて、こういうように

せいただければというふうに思います。これ

意思決定をされているので、特別委員会では

は、町民の皆さん、本当に注目の部分だと思

広聴会のほうについてはまだ触れていないと

いますので、それぞれお願いいたします。

いうことでございます。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

その広聴とは違うの

ここで、暫時休憩を

いたします。

ですよ。定数に関して住民の公聴会、こうい

午前１１時２７分

休憩

うことですから。

午前１１時３８分

再開

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

○議長（吉田敏男君）

委員長（菊地一將君）

再開いたします。

大変失礼いたしまし

休憩を閉じ、会議を

答弁、足寄町議会改革・活性化等調査特別

た。
先ほど申し上げたように、なかなか時間が

委員会委員長

菊地一將君。

とれなかったということもありまして、それ

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

でいろいろ委員会でもそれなりに審議を重ね

委員長（菊地一將君）

てきました。そんな関係で、町民の公聴とい

とらせて大変申しわけございません。

うことまで考え方も及ばなかったし、時間的
にも余裕もなかったということになろうかと

いたします。
も、管内的に議員定数は、いろいろ経済状況

以上でございます。
他に質疑はございま

も厳しいということもありまして、削減の方
向に進んでいるということでございます。そ

せんか。
７番

今の熊澤議員さんの質問に対してお答えを
報告書にもいろいろ書いてありますけれど

思います。
○議長（吉田敏男君）

再三にわたり休憩を

れで、本委員会といたしましても、これが１

熊澤芳潔君。
今回の議会改革・活

００％正しいという意見は持ち合わせており

性化等調査特別委員会につきましては、当

ません。その中で、委員皆さんの総意で１３

然、行政改革の中の一部で、町民から見れば

名とすることがということで意思決定をされ

重要な注目ある委員会であったかと思います

たわけでございます。

○７番（熊澤芳潔君）

けれども、大変御苦労さまでございましたけ

それで、項目ごとに協議されたことについ

れども、その中で今回、来年が選挙というこ

てということの質問であったかと思いますけ

とで、中間報告ということで示されたわけで

れども、この５項目につきまして、これに５
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項目を掲げてはおりますけれども、これがす

で、こういう議論をされましたと、こういう

べてというか、管内の情勢を考えると、足寄

各項目においてそれぞれの内容で議論されま

町議会としてはこうあるべきだというような

したというようなことを説明願えれば、なお

ことで、これに掲げさせていただきました。

さら町民の皆様からは御理解いただけるのか

だから、最後のほうに書いてあります広大

なという気がするのです。そういうことで

な面積を有しているということで、生活者が

す。

点在してその地区に居住地として持っている

○議長（吉田敏男君）

ということもありまして、今後、人口が多少

性化等調査特別委員会委員長

なりとも減っていくかなと思うのですけれど

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

も、減るのはほんどそういう過疎地帯のほう

委員長（菊地一將君）

が減っていって、足寄の市街に集中されるの

きというものがない中での委員会の立ち上げ

かなと、こう思います。そうなってくると、

ということで、大変苦慮しているところでご

当然、議員数も有権者の多いところから出ら

ざいますけれども、今言った熊澤議員の質問

れる方が多くなってくるかなと。そういうこ

に対しましては、人数が少ないより多いほう

とでは、そういう点在する奥地に住まわれる

が民意を反映することができるのかなという

人の意見も吸収できないということもありま

判断もあります。そして、執行機関に対する

して、１３名にすることがいいのかなという

チェック機能についても、同じことが言える

ことで委員会の決定をさせていただきまし

のかなと。

足寄町議会改革・活
菊地一將君。

なかなか一つの筋書

そして、今の常任委員会は、文教厚生と総

た。

務産業常任委員会の２委員会があるわけなの

以上です。
○議長（吉田敏男君）

７番

熊澤芳潔君。

ですけれども、例えばこれが１２名というこ

○７番（熊澤芳潔君）

おおよそ全体を見回

とで、１委員会が５名のところも出てくる

した質問になったのですけれども、私もお願

と。５名のところが出てくれば、委員長がそ

いしたいのは、町民の皆さんから見れば、今

こから選ばれると４名だと。そこで、１名、

は本当に先ほども言いましたように、改革と

その委員会がだれかが病気とかなんとかで欠

いうのは注目を浴びているわけですから、や

席される場合には、３名で審議するというこ

はり協議された重要なことだと思います。確

とになってくるのかなと思います。それで、

かにこういうふうにこういう協議をしたのだ

賛否が分かれたときに、２対１ということに

よということなのですけれども、中身を町民

なるのか。したら、２名の方の意見でもって

から見れば、例えば減らすにしてもふやすに

その委員会の意思決定をされたものが本会議

しても、どういう形で減ったのだ、ふえたの

に報告されるという形になろうかと思いま

だということになると思いますので、その中

す。それよりも少しでも多い委員会であれ

身がこの部分だけではわからないような気が

ば、それが６名であれば、そういうことには

しますので、町民から見れば、例えば先ほど

なってこないのかなということも協議をされ

言いましたように、民意を反映できる最低限

ました。それで、６名、６名の委員会で、議

必要と思われる人数であることということに

長を入れて１３名ということで意思決定をさ

対して、町民からみれば、どういう内容で

せていただいたという経過もございます。

あって、どういう人数なのかなというような

そんなことで、つぶさには記憶はしており

形になろうかと思いますので、この辺をもう

ませんけれども、委員会の中ではそれなりに

少し具体的なことで協議されたことを、それ

いろいろと協議されて、１３名ということの

ぞれ委員の皆様の御意見があったかと思いま

意思決定をされたのですけれども、町民に説

すけれども、そういうことでも構いませんの

明する段階で、委員会でいろいろと協議され
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たことを今ここでつぶさに申し上げれと言わ

き方もあったのかなと思いましたけれども、

れても、ちょっと申し上げられないので、御

私の能力の限界でもってこういう程度で終

了解いただきたいと思います。

わったということで理解をしていただきたい
なと思っております。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

７番

熊澤芳潔君。

以上でございます。

○７番（熊澤芳潔君）

最後でございますの

○議長（吉田敏男君）

足寄町議会改革・活

で、委員長から、今いろいろな意見の中での

性化等調査特別委員会副委員長

広大な面積ということがありますよね。確か

君。

にそういうことだろうと思うのですけれど

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

も、ちょっと具体的になってしまうのですけ

副委員長（大久保優君）

れども、私、以前には面積、要するにどのぐ

員からの質問がございますけれども、私らみ

らいの人数がいいのかなという中で、この面

たいに委員会として検討してわかるのですけ

積の部分がありましたけれども、私としまし

れども、定員の何名であるという原則論はな

ては、それぞれ方面別に、人数は方面別にど

い。ただ、今、足寄町において今後の人数は

うなのだろうかというようなことを考えます

何人かという、これは検討しました。ただ、

と、私は１２名ぐらいが妥当だろうというよ

その中で、これがすべての検討でなくて、い

うな意見は持っていました。ただ、そういう

ろいろのことでやってきました。議会運営会

中で、ただし、そうなりますと常任委員会の

も、活性化でうちらよりも前にいろいろと活

活動がどうなのかなと、そういうようなこと

動して、反問権だとか、答弁書の事前配付だ

でもあったかと思いますけれども、そこら辺

とか、それから広聴関係のことをいろいろ議

についての具体的な広大な面積に対する議論

論されてきました。それで、今度、委員会も

されたことにつきましてお伺いしたいと思い

３委員会になるということになっておりま

ます。

す。

○議長（吉田敏男君）

足寄町議会改革・活

大久保優

先ほどから熊澤議

そういうものを含めながらうちらも検討し

菊地一將君。

ているのですけれども、要するに議員の定数

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

は幾らという原則論はないのですけれども、

委員長（菊地一將君）

そういう質問をされ

何でここでこういう民意を反映できる、これ

ても、広大な面積は広大な面積でありますよ

は人数が多いから反映できるというものでは

ね。それで、議員というのは、自由にどこで

ないのですね。やはり下の２行目にある議員

も活動できるということでございますけれど

の資質の向上、これを私たちが一生懸命これ

も、どうしても地域性というものもあって、

から図っていこうと。要するに、議員の本当

なかなか一番奥地に住んでおられる方のとこ

の使命は何であるか、これを追求していかな

ろまでは意見聴取に行けないというのか、行

ければならない。まして、少数精鋭は絶対あ

かないというのか、何かそういうようなこと

り得ないことですから。

性化等調査特別委員会委員長

もないわけでもないようなので、それで議員

この中で、今、委員長も言われたように、

さんが多いと、広大な面積であってもだれか

人数の６人ということは、すべてつながって

が足を運ぶ、そういう人も出てくるのかなと

いることなのですけれども、やはりこれから

いうように思っております。それで、広大な

議員の人数が少し減っていく、そのためには

面積という項目も設けさせてもらったわけな

議員の資質を向上しなければならない。
そして、特に今うちらが重点に取り組んで

のですけれども。
そういう一つの文書にしても、いろいろな

いるのは、議会活動の広報と広聴、要するに

書き方、もう少し熊澤議員のわかりやすい書

議会が住民の前に出ていっていろいろと広報
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をしていくとか、そういう活動を目的にこれ

名で構成して議会運営をしていたと。そし

は協議していきます。

て、１５名になったと。これは、毎回毎回、

それと、執行部に対する十分なチェック機

３名もしくは２名ずつ減らしていくのは、こ

能も、当然、これは議員の資質の向上に努め

れは皆さんの民意で減らすということになれ

ていかないと、これもなかなか高まらぬ。そ

ば、これは仕方ないことだし、やっていかな

れで、いろいろな質問・質疑に関しても、な

ければならぬということにはなるわけなのだ

かなかきちっと出ない。そういうことで、こ

けれども、そこで、やはり陸別町も減らした

のチェック機能を果たすためには資質の向

と、本別町も減らしたと、足寄町もこれは減

上、議員相互の勉強も大事だということで

らさなければならないのかという形の中で、

す。

今進んでいるということになろうかと思うの

それと、委員会活動の活発な活動というの

ですけれども。

は、特にこれは今言ったように、人数が少な

そこで、減らさないで、これは足寄町は特

くなり４人、５人になると、わずか３人か４

別、先ほど言ったように地域性があると、そ

人で大事なことを決断しなければならぬ、こ

して、ほかの町から見ると面積が３倍も４倍

れは大変危険なことだと思います。そして、

も大きな町だということから考えると、人口

人数が少なくなるほど、組織の人が出てくる

だけの問題ではないのかなと、そんなふうな

ことにあって、一般人が出てこれなくなる

気がするわけなのですよね。

と、なかなか町民の情報もとれないという危

そこで、先ほど高道議員が言っていました
ように、この調査委員会、これは１６回やっ

険性があります。
それも含めた審議の空洞化、これも同じこ

た。これはできることだったら、本当に去年

とですね。そして、これから住民の意向を行

のうちに１回くらいはこういう話し合いの場

政に生かせる、どういうようにやっていくか

があって当然ではなかったのかなと、そんな

ということは、住民との対話、広聴を持続的

気がするわけなのです。

にやっていくことが大事なことなのですね。

そして、きのう、委員会のこれをいただい

そういうことを含めて、議員定数２名減

た中で、私も何が何だかわからない。初め

は、私たちが３町を視察していて、特別委員

て、これは本当に知ったというようなことの

会ではおのずからそういう見識が生まれて出

中で、この辺について伺いたいと思うのです

てきた。それで、皆さんと大した議論、３

が、お願いをいたします。

人、２人、３人、４人というの、４人はな

○議長（吉田敏男君）

かったけど、３人ぐらいの減にしようかとい

性化等調査特別委員会委員長

うのは当然ありました。けど、これが皆さん

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

の審議の結果、２名となったことです。

委員長（菊地一將君）

他に質疑はございま

先ほどお答えしたと

ことで、大変申しわけないと思っておりま
す。

せんか。
５番

菊地一將君。

ころなのですけれども、きのうの配付という

以上です。
○議長（吉田敏男君）

足寄町議会改革・活

中間報告がきのうに至ったということ、今

木村明雄君。
まず、今、中間報告

まで何の報告もなかったということにつきま

ということでいるわけなのですけれども、こ

しては、委員会の審議がなかなか進んでいな

こに５項目がある。その中をずっと精査させ

かったということもありまして、そして、

ていただきながら考えてみると、足寄町は地

きょうの報告事項の取りまとめについて、委

域性の問題もある、そして広大な広い土地が

員長のいろいろな不手際がございまして、時

あるということの中で、先回、４年前は１８

間がぎりぎりになって、きのうの配付という

○５番（木村明雄君）
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ことになったということでございます。大変

性化等調査特別委員会委員長

申しわけないと思っております。

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

おわびを申し上げまして、答弁にかえさせ

委員長（菊地一將君）

菊地一將君。

今の木村議員の質問

に答弁をいたします。

ていただきます。
○議長（吉田敏男君）

５番

木村明雄君。

１３名という声もありました。現状維持と

○５番（木村明雄君）

これについては、こ

いう声もありました。１２名という声もあり

れは本当に町民の皆さんそれぞれに関心のあ

ました。その中で、定数を削減するというこ

る、そしてまた、議会運営については大事な

とになりますと、委員会の構成とか、議会の

ことだと思うわけなのですよね。そこで、先

チェック機能だとか、いろいろなものの要素

ほどから言っているように、２１年からこと

が絡んでくるということもありまして、本当

しにかけて１６回もやっている中で、１回も

は多いほうがいいのだろうと思いますけれど

開いていないということがどうだったのかな

も、今の経済情勢がこういうことでございま

という部分が、これが心に残るわけなのです

すから、十勝管内におきましても削減の方向

よ。

で町村が進んでいるようにも聞いておりま

そして、タイムリミットはすぐそばまで来

す。その中で、足寄でも、いろいろな財政状

ている、これからどういうふうに、これは削

況からいろいろと判断すると、１３名がよろ

減問題についても、きょうは中間報告だとい

しいのではないかということで、最終的に２

うことだから、これで決まったということで

名減の１３名ということで決定をさせていた

はないのかもしれないけれども、やはり真剣

だきました。

な形の中で考えていただきたい、そんなふう

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

に思うわけでございます。
それから、大事なことは、今１５名いる

９番

矢野利恵子

君。

と、そして、これが２名、３名ずつ各町村が

○９番（矢野利恵子君）

職員と言い争いを

削減をしているということの中で、足寄町も

したのが悪いということで、出席停止３日間

前回削減しているわけだから、そこで、また

が終わって初めての議会ですけれども、いろ

ここで２名削減をするということについて、

いろ説明されているのですけれども、中間報

先ほど言われていた足寄町は地域性でも特別

告で１３人というふうに出したからには、そ

な町だということの中で、広大な面積を有す

れが妥当かどうかということを、本当に町民

るということについては、これはほかの町と

へのアンケートなり公聴会なり、これは絶対

は違うのだということがあります。

開いてやらなければいけないことなのかな。

これは、我々も総務産業委員会の中で、町

１０人だろうと１５人だろうと、どちらでも

有林を視察するというか、見回りをするとい

構わないと思うのですよね。それが町民の意

うことについても、朝から晩までびっちり本

思なのか、一番問題なのはそこにあると思

当に歩き回る、本当に乗りっ放しだと。もし

う。いろいろな理由をつけても、町民がどう

くは、道路の維持管理についても、それから

考えているか、どう思っているか、そこが一

草を刈るにしても、何でも本当に皆さんがそ

番の重要なことで、問題視していかなければ

れぞれに大変な思いをしながら調査をしてい

ならないことだから、これは議会で１３なら

るということの中で、本当に果たして、これ

１３、特別委員会で１３と出したのだった

は１５名が１３名にすることは、この意見は

ら、これでいいのかどうかという、それをぜ

出ていたのか出ていなかったのか、その辺を

ひやるべきだと思いますから、それを特別委

お聞きしたいと思います。

員会で検討していただけるかどうかを聞きた

○議長（吉田敏男君）

いと思います。

足寄町議会改革・活
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○議長（吉田敏男君）

ここで、昼食のため

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

暫時休憩をいたします。１時再開といたしま

○議長（吉田敏男君）

す。

疑を終了いたします。

午後

０時００分

休憩

午後

１時００分

再開

次に、自由発言、自由討論を行いたいと思

休憩を閉じ、会議を

います。どなたか発言があれば、許したいと

○議長（吉田敏男君）

思います。

再開いたします。

９番

委員長の答弁から始めます。
足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会
委員長

それでは、これで質

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

人数をどうするか

については、私もいろいろな人に問いかけ

菊地一將君。

○足寄町議会改革・活性化等調査特別委員会

て、意見を聞いてきたわけですよね。減らし

委員長（菊地一將君）

たらいいのか、ふやしたらいいのか、そのま

矢野議員の質問にお

まにしたらいいのか。ただ、ほとんどの人の

答えをいたします。
今から町民の意見を聴取するとかアンケー

意見は、人口もどんどん減っていることだ

トをとる予定はないのかということであった

し、本別町も３人減らして１２人にしてい

かと思います。その中で、今ここで町民から

る。足寄町は、最低というか、最高というの

の意見聴取とかアンケートをとるというよう

か、１２人ぐらい。下手すると、人口は本別

なことは考えておりません。

より少ないのだから１１人が適当ではないか

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

という意見もあった。その中で、減らすのは
仕方のないことだなと。

君。
町民からアンケー

ただ、私の希望としては、減らしたほうが

トをとったり意見を聞くということは全く考

いいという意見が出るのではなくて、議員が

えていないということなのですけれども、そ

いろんな家庭に訪問して歩いていて、みんな

れでいいのかなって。議員の務めというの

が何を思っているか、どんなことをやっても

は、町民の意見を反映するところにあるので

らいたいかということの解決のために全員が

はないかな。町民不在のまま議員定数を変え

奔走していれば、議員さんはもっといたらい

ていく、これは問題があるのではないかな

いねって、少なくするなんてとんでもない話

と。大体１３人にしても、足寄町よりも人口

だ、こういう議員さんがいっぱいいてくれた

の多い本別町が１２人にしている。それより

らいいという話になっていかなければならな

も１人多くするということに対しては、町民

い。

○９番（矢野利恵子君）

議員を削減したほうがいいという意見も、

に説明責任があるのではないか。
現時点では考えていないなんて、本当にと

私もいろいろな人に聞いたらそういう意見が

んでもない答えをもらったのですけれども、

出るということは、議員本人たちの我々にも

それは議員としてあるべき姿ではないなと。

責任があるのかなって。町民の要求にこたえ

議員というのは、町民の意見を反映するため

ていないから、そういうふうに議員を削減し

に出てきているわけだから、その点は本当に

たらいいという声が出てくるのだから。

考え直せと言っても、考え方の違いだから考

討論と言われても、今時点で私は１３人に

え直すことはできないのかもしれないけれど

するということに対して賛成するか反対する

も、こういうことで出してきた結果について

かということについては、保留というか、ど

は、いかがなものかと疑問が残るので、やり

うとも言えないわけですけれども、これから

方について賛成はできないなと思います。

も私の希望としては、ほかの議員さんたちも

○議長（吉田敏男君）

いろいろな人に聞いて、町民の意見がどこに

他に質疑はございま
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あるのか、全体的な公聴会もアンケートもと

になるのかなと、それとも９月なのか１２月

らないと言うのだったら、個人的にいろいろ

なのかわかりませんけど、いずれにしても時

な人の意見を聞いて、どういうふうにするか

間がないということですね。ですから、早急

ということを決めていってもらいたいなと、

にそういう具体的な対策なりスケジュール、

それだけです。

どういうふうになっているのかちょっと見え

○議長（吉田敏男君）

他に御発言はござい

全員でなくて代表でもいいですから巻き込ん

ませんか。
５番

ないのですけれども、それをきちっと住民も
だ形でやっていってほしいなと思います。

木村明雄君。
これについては、私

それともう一つは、午前中、こうやって皆

はこれは自由討議ということの中で、先回、

さんの１６回の論議を、いろんな疑念やら疑

１８名が１５名で進めてきた、そして、今回

問やら、質問がいっぱい出まして、半日かけ

は１３名で進めていくということの中で、一

てやっているわけですけれども、いっそのこ

たん削減をしてしまって、これはうまくな

とこれは議員協議会で、全員の中でしていく

かったと、また今度はふやそうと言ったっ

べきことかなというふうに、これから変更で

て、これはそういうことにはならぬというふ

きるならば、今までの骨格と原案はつくって

うに考えるわけなのですよね。そこで、これ

いただきましたので、あとは全員の中でやっ

については、タイムリミットがあって、これ

ていくべきでないかなというふうに思いま

から先に時間はないのかもしれないけれど

す。それは、可能、不可能は別として、そう

も、もう一度慎重に考えていただきたいと、

いうふうにきょうの論議を聞いてて思いまし

そんなふうに思います。

た。最初から全体でやるべきだったのかもし

○５番（木村明雄君）

○議長（吉田敏男君）

他に御発言はござい

れしているのですから、委員長も不徳のいた

ませんか。
１３番

れませんけれども、せっかく特別委員会をあ
すところと何回も言っておりましたけれど

高道洋子君。

○１３番（高道洋子君）

先ほども質疑の中

で申し上げましたけれども、議会改革の中の
定数にまつわることに関しましては、改革論

も、全体でやっていくときなのかなというこ
とも思いました。
以上です。

議とか活性化論議はともかくとして、定数を

○議長（吉田敏男君）

２番

何人にするかという論議は、これは住民の意

○２番（榊原深雪君）

私も町民から広く意

見も聞くべきだと私は思います。

見を聞くことについて、本当にお願いすると

ですから、削減決定の現場には、町民代表

榊原深雪君。

ころであります。

なり町民のアンケートなり、何らかの町民が

それで、多くの議員に対して町民の方から

かかわりのある中で決定していくことが望ま

言われる中の一つに、１カ月で何日働いてい

しいのではないかと、そういうふうに。ま

るのってよく言われるのですよね。そういう

た、削減するにしても、数の決定の現場には

ところでも、やはり議員というのは固定給が

参考意見でもいいですから、町民の意見を何

ありまして、その中から活動費というのを生

らかの形で聴取すべきかなというふうに思い

み出さなければなりません。そういうことも

ます。その方が町民も、そこに参加したとい

理解していただかなければなりませんけれど

うことで、全く蚊帳の外で論議されて、そし

も、やはりこれから若い世代が立候補できる

て決定していくよりは定数に関しては望まし

環境を整えるということも必要ではないかと

いのではないか。

思います。その中で、広く町民の方にも、そ

そして、これが来年の４月ということにな

のことについてもどのように考えをお持ちな

ると、６月の定例で決定していくということ

のかということも聞いてみたいと思います
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し、それにこたえるべく、大久保委員が先ほ

く理解をしていると思いますから、厳密に言

ど申されましたけれども、議員の資質を高め

えば、住民投票でも２名減の１３名をという

るとか、その答え方にも議員の資質というこ

問い方もできるかもしれませんけれども、こ

とも感じておられる方もいらっしゃると思い

れは議会として重い立場の考えで決定された

ます。だから、そういうことの会を設けるこ

ことですので、私はこのことに対しては勇気

とというのは大変大切なことだと思いますの

のある決断でなかったのかなというふうに理

で、考え、検討していただきたいと思いま

解をしております。

す。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

他に御発言はござい

後藤

次雄君。
○１１番（後藤次雄君）

ませんか。

次に、１１番

午前中からの皆さ

んの議論等を聞いていまして、まず冒頭、今

（「なし」と呼ぶ者あり）
委員長、特にありま

回、特別委員会を設置したということは、

せんか。（「議長、議事進行」と呼ぶ者あ

我々も議会の中で承認していることが一つで

り）

すね。特別委員会ということで、それが一つ

○議長（吉田敏男君）

○８番（高橋幸雄君）

その他ありませんか

ですね。

でなくて、重要案件になるから、議員の方に

だから、確かに３月１７日から２１年度は

はすべてこのことについて御発言していただ

１２回ですね、それから２２年になってから

くということをすべきだと思います。

４回と、１６回やっていますね。だから、こ

○議長（吉田敏男君）

まだ御発言がない方

のこと自体は、やっていることに対しては、

も何人かおいでであります。特に発言を求め

確かに本当に川上議員がおっしゃっているよ

たいというふうに思います。

うに、非常に難しい問題だと思うのですね。

６番

それは、議員定数を減らす、ふやすというの

川上初太郎君。
今まで各議員の

は、これは確かにそれは議論できるのですけ

方々から御意見を伺いました。今回、特別委

れども、ただ、人数を何人減らすとか、何人

員になられた方々には、大変何というのです

にしたらいい、何人ふやす、これをやるとい

か、難しい立場に立っての議論でなかったの

うことになると、相当難しい議論になると思

かなというふうに私は感じました。

うのですね。だから、今回、１６回の中で

○６番（川上初太郎君）

ただ、何人かの方々がおっしゃっておられ

きょう出てきた内容については、そういう議

るように、具体的に町民の住民投票というと

論のいろんな意見があったと思うのですね。

ころまではどうかなという思いもありますけ

例えば１３がいい、１２がいい、現状維持が

れども、そういった形も一つの方法なのかな

いいということまで委員長から報告されまし

というふうには思いますけれども、特別委員

たから、そのことはそのことでいいと思うの

会の中で５項目にわたっての判断をされてい

です。
ただ、私は、先ほど来皆さんが言っている

るということを私は尊重をいたします。
ただ、私どもも町民あっての議員でござい

とおり、１６回もやった中で、なぜもう少し

ますから、それではあなたの門下生ではない

早目に、これは委員長も言っていましたけれ

けれども、家族の方々の意向も全部わかりま

ども、いろんな時間的な都合とかそれがあっ

すかなんて言われると、ちょっと私も即答で

てできなかったと、それは理解できるのです

きない部分もありますけれども、そういう立

けれども、やっぱりそこは私も、なぜ秋にで

場の中では、当然、今の社会情勢の中で、他

も１回できなかったか、そこは私はそう思っ

町村も議員の定数を減らしてきているという

ています。

ことも、これは町民の方は皆さん大体ひとし

ただ、私は、７人の方がこれだけの委員会
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をやって、最終的にこういう結論みたいのを

め、ウェタスキウィン市からの国際交流員の

出したわけですから、それは私は尊重したい

招聘などにより、町民の英語の習得と外国の

と思います。

文化や生活、歴史などの理解と交流を深める
よう努めてまいりました。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

他に御発言はござい

本町といたしましても、この２０年の節目
の年に、交流のきずなをさらに深めるため

ませんか。

に、北海道の要請にこたえ、私を初め、教育

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

それでは、ないよう

委員長、議会代表、友好団体代表及び随行職
員の５名で訪問団を結成し、北海道訪問団に

ですから、これで報告を終わります。

参加し、北海道の交流行事に参加するととも
◎

に、あわせてウェタスキウィン市長を表敬訪

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第４

行政報告

なお、隔年で実施しております町民ジェッ

を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。

が、ことしのウェタスキウィン市との交流は

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

トと中学生高校生海外研修派遣について、こ
としは町民ジェットを予定しておりました

これを許します。
町長

問することといたしました。

議長のお許しをい

ただきましたので、５点について行政報告を

この訪問団の派遣にかえ、取りやめることと
いたしました。
今臨時会に訪問団派遣経費の歳出補正予算

申し上げます。
まず、カナダ・アルバータ州北海道訪問団

を提案させていただきましたので、よろしく

への参加について報告をさせていただきま

御審議を賜りますようお願い申し上げ、報告

す。

とさせていただきます。

北海道にあっては、昭和５５年にカナダ・
アルバータ州との姉妹提携に調印し、以来、

次に、子ども手当に係る申請書様式の誤り
についてでございます。

学術、文化、スポーツ等、幅広い分野で活発

本年度６月から支給が開始される子ども手

な交流を行っております。特に姉妹提携の節

当の認定事務手続において、対象世帯に送付

目となる５年ごとの周年には、両地域の代表

した子ども手当認定請求書の様式の一部に誤

団の相互訪問や記念式典、大規模な総合展な

りがありましたので、経緯と対応について御

ど、多彩な行事を実施し、友好親善を深めて

報告を申し上げます。
３月２日に厚生労働省から子ども手当支給

きました。
北海道では、ことしがアルバータ州との姉

に向けた認定請求等に要する各種ひな形が示

妹提携調印から３０周年という節目の年に当

され、それらに基づいて事前準備を進めてま

たることから、７月１２日から１８日までの

いりました。

日程で、知事を初め道議会代表、産業界、道

４月１日に子ども手当関連法案が成立し、

内姉妹都市などから成る訪問団を編成して訪

４月８日に電子メールにより成立後の関連法

問する計画を進めており、カナダ・ウェタス

案が示されました。４月２１日に従来の児童

キウィン市と交流があります本町にも、この

手当受給者を除く８３戸の対象世帯への案内

訪問団への参加要請が参っております。

準備が整い、翌２２日に申請関係書類を送付

本町とカナダ・ウェタスキウィン市との交

いたしました。

流は、平成２年に姉妹提携を結んでから、こ

申請関係書類のうち、３月２日に示されて

としで２０年となります。これまで、町民

いたひな形の認定請求書様式には、年金等の

ジェットや中学生高校生海外研修派遣を初

記号番号の記載欄がありましたが、電子メー
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ルにより通知された最終的な認定請求書様式

方公共団体がそれぞれの視点で地域特性を考

においては、年金等の記号番号の記載欄が削

慮した下水道ビジョンを策定し、具体的な事

除されておりました。しかし、特に様式変更

業計画の方向性を定めることとしておりま

の周知がなかったことから、様式の一部削除

す。

には気づかず、変更前の様式で書類発送を

そこで、足寄町としましても、北海道の方
針に基づき、今後１０年間の本町の下水道が

行っておりました。
翌２３日に他市町村の様式誤りに対する新

目指すべき方向と事業展開を町民の皆様に御

聞報道により、当町の様式を確認したとこ

理解をいただくため、足寄町下水道中期ビ

ろ、同様の誤りが確認されました。このこと

ジョン２０１０、これは２０１０年から２０

は、新聞等で報道されたところであります

１９年度を策定いたしました。
今後も、本ビジョンの基本理念、下水道で

が、現在まで問い合わせ等はありません。
以上の経緯により、対象世帯の方々に対し

快適な環境に向けたまちづくりを目指し、汚

認定請求様式誤りによるおわびと、年金等の

水処理の普及促進、水環境の保全、下水道資

記号番号は記載不要である旨の案内通知を行

源・資産の活用、地震に強い下水道、下水道

いました。

ストックの適正管理、経営基盤の強化の目標

なお、年金等の記号番号の有無による子ど

に沿った各種取り組みの充実と推進を図って

も手当受給への影響は発生しないものであり

まいりたいと考えておりますので、議員各位

ます。

におかれましても、一層の御理解と御協力を

今後において同様の誤りが起こらないよ

お願い申し上げ、御報告といたします。

う、また、子ども手当の円滑な支給に向け十

なお、具体的施策の詳細につきましては、

分な注意を払い事務を取り進めてまいる所存

本日配付いたしました足寄町下水道中期ビ

でありますので、議員各位の御理解をお願い

ジョン２０１０を御参照願います。
次に、土地区画整理事業に係る訴訟等の現

申し上げ、報告とさせていただきます。
次に、足寄町下水道中期ビジョン２０１０

状についてでございます。

の策定についてでございます。足寄町下水道

平成２２年３月１９日、札幌高等裁判所第

中期ビジョン２０１０を策定しましたので、

２民事部において、控訴人浅川雅巳氏に係る

御報告を申し上げます。

「仮換地指定処分等取消請求控訴事件」の判

本町の下水道は、平成６年に事業を着手し
て以来、事業認可の拡大変更を経ながら管渠

決が言い渡されましたので、主な内容につい
て、御報告申し上げます。

と下水処理場の建設を行い、平成１２年に供

判決の主文は、一つとして、本件控訴を棄

用開始し、下水道事業を当町の最重要施策と

却する。二つ目として、控訴費用は控訴人の

して、快適な生活環境の実現に努力してまい

負担とするものであります。

りましたが、近年の少子高齢化、人口減少時

判決理由は第一審判決とほぼ同様でありま

代の到来などにより、下水道を取り巻く環境

すが、控訴審において控訴人が追加した４点

は大きく変化しています。

の主張については、まず、１点目の主張であ

国は、平成１７年９月に下水道ビジョン２

る「仮換地による土地の移動は１メートル以

１００を、また、平成１９年６月には下水道

内にすべき」との主張に対し、「控訴人は、

中期ビジョンを策定し、下水道政策の基本的

仮換地が従前地とほぼ同じ位置にあるという

な方向と具体的な施策の考え方を示しまし

ことは、１メートル以内の移動と主張する

た。

が、法令上１メートル以内という数値的基準

これを受け、北海道は、平成２１年３月に

はなく、照応が諸般の事情を総合考慮した上

北海道地方下水道ビジョンをあらわし、各地

での総量的判断であることにかんがみれば、
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１メートル以内というのは、独自の見解で

ても、本件申出換地の無効をもたらすもので

あって採用することはできない」。

はない」と述べた上で、「申出換地の違法性

２点目の主張である「減歩率は１パーセン

について控訴人が主張し得るのは、申出換地

ト以内にすべき」との主張に対し、「減歩が

の手法が用いられたことによって、控訴人に

あっても仮換地が従前地と照応しているため

対する仮換地処分に違法が生じた場合に限ら

には、減歩率が１パーセント以内と主張する

れる」旨述べております。

が、法令上１パーセント以内という数値的基

以上により、控訴人の請求は理由がない。

準はなく、照応が諸般の事情を総合考慮した

よって、本件控訴を棄却するという内容であ

上での総量的判断であることにかんがみれ

ります。

ば、１パーセント以内というのは、独自の見

次に、平成２２年４月２２日、札幌高等裁
判所第３民事部において、控訴人丸山公嗣氏

解であって採用することはできない」。
３点目の主張である「本件建物は中で仕切

外２名に係る「仮換地指定処分等取消請求控

られ、国道側から利用する車庫部分と、町道

訴事件」の判決言い渡しの主な内容につい

側から利用する倉庫部分とに分割されている

て、御報告をいたします。

ため、町道側からの利用ができなくなると倉

判決の主文は、１点目として、本件控訴を

庫部分の利用ができなくなる」との主張に対

棄却する。２点目として、控訴費用は控訴人

し、「本件建物が中で仕切られ、車庫部分は

の負担とするものであります。

国道側に面し、倉庫部分は町道側に面してお

判決理由は第一審判決とほぼ同様でありま

り、町道側からの利用ができない土地になる

すが、控訴審での判断は、１点目として、仮

と、倉庫部分の利用ができなくなり、商売に

換地指定処分に関する各通知について、「直

支障が生じると主張するが、西側に隣接する

接施行が既に完了した以上、控訴人の訴えの

仮換地は、被控訴人に買収され、駐車場の用

うち、本件各通知処分の取消しを求める部分

地となる予定であることが認められ、これら

は、その利益を失ったというほかなく、控訴

の仮換地上に、建物が建てられたり、塀等が

人の主張は採用できない」。

造られる可能性が低いから、町道廃止後の本

次に、２点目の主張である他街区の減歩率

件仮換地に西側から出入りすることは可能で

と差異がある点については、「控訴人らは、

あると推認される。したがって、本件建物の

減歩率が他街区と比較して著しく不公平であ

構造が現在のままでも、倉庫の利用は引き続

ると主張するが、新設道路が設けられるな

き可能であり、利用状況に差異は認められな

ど、それぞれ事情が異なるのであるから、減

い。したがって、控訴人の主張を採用するこ

歩率が大きいからと言って、そのことから直

とはできない」。

ちに控訴人らが著しく不公平な取り扱いを受

４点目の主張である「減歩率の比較はすべ
ての街区において行うべき」との主張に対

けているとは言えない。したがって、控訴人
らの主張は採用できない」。

し、「控訴人は、減歩率の比較をすべての街

３点目の主張である「本件申出換地は、土

区で行うべきと主張するが、公平の原則は、

地区画整理事業を逸脱しており、違法であ

施行地区内の権利者間における実質的公平を

る」との主張に対し、「申出換地について

意味するから、類似した境遇の権利者との比

は、申出換地によって申出人が著しく有利な

較をすれば足り、常にすべての街区について

取扱を受けるなどした結果、控訴人に対する

比較をしなければならないものではない」。

仮処分が公平の原則に反して違法となるなど

なお、控訴人が主張していた申出換地の違

の特段の事情がない限り、申出換地の違法が

法性については、「本件申出換地における記

本件仮処分の違法性に影響を及ぼすものでは

載不備等の手続き瑕疵や目的の違法を主張し

ない。本件申出換地は、土地区画全体として
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みれば公共施設の整備及び宅地利用の増進に

成２０年１１月から診療を開始し、平成２０

資するものといえるのであって、土地区画整

年度は、平成２１年３月までの５カ月で２２

理事業の目的に反するとは言えないものであ

名、平成２１年度は、平成２１年４月から６

るから、前記特段の事情は認められないとい

月まで１４名となっておりましたが、７月以

うべきである」。

降は受診患者実績がない状況となっておりま

以上により、原判決は相当であり、本件各
控訴は理由がないから棄却するという内容で

した。
今後の神経内科の疾患につきましては、内
科で対応いたしますが、専門医による治療が

あります。
施行者としては、第２審の高等裁判所にお

必要と判断される場合につきましては、医療

いても、法に従って行ってきた本件仮換地指

連携をとっております専門の医療機関に紹介

定処分の適法性が改めて認められた判決内容

するなどの対応をしてまいります。
なお、神経内科廃止に伴い、足寄町病院事

ととらえております。
次に、最高裁判所への上告等の関係につい

業の設置等に関する条例の一部を改正する条
例を今議会に提案しておりますので、御理解

て、御報告申し上げます。
控訴人浅川雅巳氏が、札幌高等裁判所の判
決に対して不服を理由に、平成２２年３月３

を賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。

１日付で、同裁判所に「上告受理申立て」及

次に、看護師の保育支援についてでござい

び「上告の提起」を行ったことについては、

ますが、現在、国保病院に勤務する看護師

４月１日被控訴代理人弁護士が同裁判所に確

で、町の保育ママ制度を利用し、町からの支

認しておりましたが、同裁判所から４月２０

援を受けながら子供を預け、勤務を続けてい

日付で郵送された「上告受理申立て通知書」

る職員がおりますが、夜間勤務時において、

及び「上告提起通知書」を同月２２日付で受

病院職員厚生制度及び町の制度には、夜間に

理いたしました。

子供を預ける制度がないことから、個人で子

今後におきましては、上記各通知書の理由

供を預ける場合には大きな負担となり、やむ

書が到着次第、委任弁護士との協議を踏ま

なく退職せざるを得ない状況となっておりま

え、これまで同様、適正な対応を通して正当

す。

性を主張してまいりますので、引き続いての

当院の看護師は、４月１日付で４名の採用

御理解と御協力を賜りますようお願い申し上

があったものの依然として不足している状況

げ、御報告といたします。

であり、子供を育てながら夜間勤務のある看

次に、国民健康保険病院診療科の変更等に

護師業務を続けられる支援制度の整備が早急
に求められています。

ついて報告を申し上げます。
国民健康保険病院の診療科につきまして

町における保育ママ事業等による夜間保育

は、現在、内科、循環器内科、神経内科、外

事業の制度については、今後、国保病院及び

科、消化器外科、肛門外科、婦人科、精神

福祉課において調査検討することとしており

科、整形外科、眼科の１０科の診療科を標榜

ますが、時間を要することから、当面の措置

し、専門的知識を有した医師により診療を

として、福祉課所管の保育ママとして子供を

行っているところですが、神経内科の専門医

保育されている方々に御協力をいただき、国

として勤務いただいておりました山本雅彦医

保病院との間で夜間保育にかかわる業務を委

長が３月３１日をもって退職されましたこと

託契約し、子供を預けながら勤務する看護師

から、神経内科を廃止することといたしまし

の支援を図ることといたしました。
なお、委託にかかわる関係予算につきまし

た。
神経内科受診患者実績でございますが、平

ては、当面の対応として、既決予算を使用さ
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せていただき、今後、新たな夜間保育利用者
等がある場合につきましては、改めて補正予
算の計上をお願いしたいと考えております。
御理解を賜りますようお願い申し上げ、御報

歳出から御説明申し上げます。６ページを
お願いいたします。
６ページ、総務費、総務管理費、基金積立
金、積立金におきまして財政調整基金積立金

告といたします。
○議長（吉田敏男君）

す。

これで、行政報告を

といたしまして４,２１２万３,０００円を計
上いたしました。

終わります。

民生費、老人福祉費、介護保険助成費、繰
◎

出金におきまして、介護保険特別会計繰出金

報告承認第１号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

報告承認

第１号専決処分の承認を求めることについて
（平成２１年度足寄町一般会計補正予算（第

といたしまして６３万円を計上いたしまし
た。
土木費、都市計画費、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

１６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す。

いたしまして６９万３,０００円を計上いた

総務課長

しました。

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

なりました報告承認第１号専決処分の承認を
求めることについて、提案理由の御説明を申

次に、歳入について申し上げます。５ペー
ジにお戻りをいただきたいと思います。
地方交付税におきまして、特別地方交付税
といたしまして３,８７０万３,０００円を計

し上げます。
地方自治法第１７９条第１項の規定によ

上いたしました。

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

寄附金、民生寄附金におきまして、社会福

３項の規定により、これを報告し、承認をお

祉寄附金といたしまして５０４万円を計上い

願いするものでございます。

たしました。

専決処分書、平成２１年度足寄町一般会計

基金繰入金におきまして、財政調整基金繰

補正予算（第１６号）を別紙のとおり専決処

入金としまして２９万７,０００円を減額い

分する。

たしました。

理由でございますが、平成２１年度末にお

以上で歳入を終わらせていただきます。

いて地方交付税、寄附金、基金積立金等の変

２ページにお戻りいただきたいと思いま

更及び繰越明許費の追加により、予算の補正

す。２ページ右側の下の方でございますが、

をする必要が生じましたが、議会を招集する

第２表で繰越明許費補正、追加１件を行って

時間的余裕がないので、地方自治法第１７９

ございます。

条第１項の規定により専決処分したものでご

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ますので、御審議のほどをよろしくお願い申

ざいます。
専決処分した補正予算の内容について御説

し上げます。

明申し上げます。２ページをお願いをいたし

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

ます。

理由の説明を終わります。
ただいまの報告に対して、質疑を行いま

平成２１年度足寄町一般会計補正予算（第

す。

１６号）。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９番

矢野利恵子君。

４,３４４万６,０００円を追加し、歳入歳出

○９番（矢野利恵子君）

予算の総額を歳入歳出それぞれ９９億４,２

について、これは去年の９月の定例会で議会

０７万８,０００円とするものでございま

を通ったものですけれども、確認したいので
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繰越明許費のこと

すけれども、要するにこれは国から１億９,

○議長（吉田敏男君）

０００万円、道から２億４,０００万円、そ

２表繰越明許費補正、追加１件、質疑はござ

れ以上来るというのが、これは来るのがおく

いませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

れたから今回のことになったのですか。
○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長

大

○議長（吉田敏男君）

総括でございません

か。

塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

お答え申し上げ

○議長（吉田敏男君）

ます。
矢野議員仰せのとおりでございまして、国
からの交付決定等がおくれ、ぎりぎりまで交
付決定を待っておりましたが、着手できない

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

せていただいております。
９番

矢野利恵子

これで、質疑を終わ

ります。

ということで繰り越しをするという措置にさ
○議長（吉田敏男君）

次に、２ページ、第

討論なしと認めま

す。
これで、討論を終わります。

君。
国からの決定がお

これから、報告承認第１号専決処分の承認

くれた理由としては、一体何だったんでしょ

を求めることについて（平成２１年度足寄町

うか。

一般会計補正予算（第１６号））の件を採決

○９番（矢野利恵子君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長

大

します。
この表決は、起立によって行います。

塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

お答え申し上げ

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

ます。

（賛成者起立）

私ども、再三にわたり、年度末ぎりぎりに
なってまいりまして、事業が冬期でございま

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

すから、施工等に対して支障が出るというこ

したがって、報告承認第１号専決処分の承

とでありますが、再三国のほうに確認行為を

認を求めることについて（平成２１年度足寄

行っていましたけれども、なかなか内部的な

町一般会計補正予算（第１６号））の件は、

ものの処理でできないということだけれど

原案のとおり承認されました。

も、私のほうには明確に、こうこうこういう
◎

事由でおくれているというような回答はござ

報告承認第２号

いませんでして、決定まで待っていただきた

○議長（吉田敏男君）

日程第６

報告承認

いという話でございまして、私どもは明快に

第２号専決処分の承認を求めることについて

国のほうの事務手続がどのようになっている

（平成２１年度足寄町公共下水道事業特別会

かというのが定かでございませんけれども、

計補正予算（第４号））の件を議題といたし

政権交代等もいろいろございましたから、そ

ます。

ういったことの影響もあったのかなとは思い

本件について提案理由の説明を求めます。

ますが、明快なものはいただいておりませ

建設課長

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

ん。

ただいま議題と

５ページから６ペー

なりました報告承認第２号専決処分の承認を

ジ、歳入歳出一括で行います。質疑はござい

求めることについて、提案理由の御説明を申

ませんか。

し上げます。

○議長（吉田敏男君）

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

（「なし」と呼ぶ者あり）
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り、下記のとおり専決処分したので、同条第
３項の規定により、これを報告し、承認をお

１１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）

願いするものでございます。
専決処分書、平成２１年度足寄町公共下水
道事業特別会計補正予算（第４号）を別紙の

○議長（吉田敏男君）

総括でございません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

とおり専決処分する。
理由でございますが、平成２１年度末にお
いて公課費の変更により、予算の補正をする

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

必要が生じましたが、議会を招集する時間的

これで、質疑を終わります。

余裕がないので、地方自治法第１７９条第１

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

項の規定により専決処分をいたしました。

（「なし」と呼ぶ者あり）

内容について申し上げますので、８ページ

○議長（吉田敏男君）

をお開きいただきたいと思います。
平成２１年度足寄町公共下水道事業特別会

討論なしと認めま

す。

計補正予算（第４号）について御説明申し上

これで、討論を終わります。

げます。

これから、報告承認第２号専決処分の承認

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６

を求めることについて（平成２１年度足寄町

９万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の

公共下水道事業特別会計補正予算（第４

総額を歳入歳出それぞれ３億６,５１４万８,

号））の件を採決します。
この表決は、起立によって行います。

０００円とするものでございます。
歳出から補正の内容について申し上げます

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

ので、１１ページをお開き願います。

（賛成者起立）

下段の歳出、総務費、総務管理費、一般管
理費におきまして、公課費、消費税及び地方

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

消費税といたしまして、平成２１年４月１日

したがって、報告承認第２号専決処分の承

から平成２１年９月３０日までの中間申告対

認を求めることについて（平成２１年度足寄

象期間における納付税額の確定に伴いまして

町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

６９万３,０００円の増額の予算を計上させ

号））の件は、原案のとおり承認されまし

ていただきました。

た。

上段の歳入でございます。繰入金、他会計
◎

繰入金におきして、一般会計繰入金といたし

報告承認第３号

して歳出同額の６９万３,０００円を計上い

○議長（吉田敏男君）

日程第７

報告承認

たしました。

第３号専決処分の承認を求めることについて

以上、専決処分いたしました平成２１年度

（平成２１年度足寄町介護保険特別会計補正

足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

予算（第５号））の件を議題といたします。

４号）について提案理由の説明とさせていた

本件について提案理由の説明を求めます。

だきますので、御審議のほどをよろしくお願

福祉課長

○福祉課長（堀井昭治君）

い申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

堀井昭治君。

これをもって、提案

ただいま議題と

なりました報告承認第３号専決処分の承認を
求めることについて、提案理由の御説明を申

理由の説明を終わります。
ただいまの報告に対して、質疑を行いま

し上げます。
地方自治法第１７９条第１項の規定によ

す。
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り、下記のとおり専決処分したので、同条第

す。

３項の規定により、これを報告し、承認をお

○議長（吉田敏男君）

願いするものでございます。

理由の説明を終わります。

これをもって、提案

専決処分書、平成２１年度足寄町介護保険

ただいまの報告に対し、質疑を行います。

特別会計補正予算（第５号）を別紙のとおり

１６ページから１８ページ、歳入歳出一括
で行います。質疑はございませんか。

専決処分する。

（「なし」と呼ぶ者あり）

理由でございますが、平成２１年度末にお
いて介護サービス給付費、高額介護サービス

○議長（吉田敏男君）

費及び特定入所者介護サービス費の変更によ

か。

総括でございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

り、予算の補正をする必要が生じたが、議会
を招集する時間的余裕がないので、地方自治

○議長（吉田敏男君）

法第１７９条第１項の規定により専決処分を

ります。

これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。討論はござい

いたしました。
内容について申し上げます。１３ページを

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

お願いいたします。
平成２１年度足寄町介護保険特別会計補正
予算（第５号）について御説明申し上げま

○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。

す。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５

これから、報告承認第３号専決処分の承認

０３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

を求めることについて（平成２１年度足寄町

入歳出それぞれ７億４９９万９,０００円と

介護保険特別会計補正予算（第５号））の件

するものでございます。

を採決します。

歳出から御説明いたします。１７ページを

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

お願いいたします。
理由といたしましては、３月、第１回定例

の方は起立願います。
（賛成者起立）

会におきまして、介護保険にかかわる各種介
護サービス給付費等の年間必要見込み額を推

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

計した補正予算を提案させていただきました

したがって、報告承認第３号専決処分の承

が、その後、１月、２月分の各種介護サービ

認を求めることについて（平成２１年度足寄

ス給付費等が推計額を超えました。既定予算

町介護保険特別会計補正予算（第５号））の

では不足することが判明いたしましたことか

件は、原案のとおり承認されました。

ら、各種介護サービス給付費等として総額５
◎

０３万円を計上いたしました。
次に、歳入でありますが、１６ページをお

議案第４６号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

議案第４

６号足寄町携帯電話鉄塔整備工事請負契約に

願いいたします。
町負担分としての一般会計繰入金６３万円

ついての件を議題といたします。

を計上いたしました。介護給付費準備基金繰

本件について提案理由の説明を求めます。

入金として４４０万円を計上いたしました。

総務課長

以上で、専決処分いたしました平成２１年

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

度足寄町介護保険特別会計補正予算（第５

なりました議案第４６号足寄町携帯電話鉄塔

号）についての御報告といたします。御審議

整備工事請負契約について、提案理由の御説

賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

明を申し上げます。
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平成２２年４月２３日、足寄町財務規則に
基づき、指名競争入札に付した足寄町携帯電

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

す。

話鉄塔整備工事について、下記のとおり請負

指名業者は５業者でありまして、議員御指

契約を締結するため、議会の議決に付すべき

摘のとおり、この種の鉄塔の工事であります

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

から、専門知識、専門技術が必要だという部

２条の規定により、議会の議決をお願いする

分で、足寄町にこの間、指名願いが出されて

ものでございます。

いる中から、鉄工工事を受注をしていると

契約の目的でございますが、足寄町携帯電

いった業者を選考させていただきました。当
然、最終的には、通信サービス、携帯サービ

話鉄塔整備工事。
契約の方法は、指名競争入札による契約で

スを行う業者との連携が必要でありますの
で、そういった部分の御意見も伺いながら、

ございます。
契約の金額につきましては、１億１,８４

最終的に東京の道外業者２社、それから道内
業者３社の合わせて５社の指名をさせていた

４万円でございます
契約の相手方でございますが、東京都渋谷

だきました。地元については、議員御指摘の

区道玄坂１丁目１６番１０号、共立建設株式

とおり、技術的にはかなり困難性があるとい

会社代表取締役辰村裕司氏、代理人、札幌市

うことで、入っておりません。

中央区北４条西１６丁目１番地、共立建設株

それで、もう１点、落札率の関係でありま

式会社北海道支店取締役支店長金澤洋氏でご

すけれども、設計額に対して落札率は８５.

ざいます。

２８％という形になっております。

工期でございますが、平成２２年９月３０

以上です。
○議長（吉田敏男君）

日。
支出科目でございますが、総務費、総務管

１０番

谷口二郎

君。

理費、情報化推進費、工事請負費となってご

○１０番（谷口二郎君）

１点お伺いいたし

ざいます。

ますが、工期はこれは９月３０日ですよね。

２０ページ、２１ページに工事位置図、鉄

そうすると、この鉄塔の整備完了が９月３０

塔立面図を添付してございますので、御参照

日で、今後の整備予定で伝送路の整備があり

願いたいと存じます。

ますよね。それと供用開始と関係あるのか、

以上で、提案理由の説明とさせていただき

お伺いをいたします。

ます。御審議のほどをよろしくお願い申し上

○議長（吉田敏男君）

げます。

塚博正君。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

○総務課長（大塚博正君）

大

お答え申し上げ

ます。

理由の説明を終わります。

まず鉄塔整備をいたしましてから、この

これから、質疑を行います。質疑はござい

後、回線、伝送路関係を整備していくという

ませんか。
９番

答弁、総務課長

ことがございまして、一応工事的には年内的

矢野利恵子君。
携帯電話の鉄塔工

にということで考えてございますが、安全策

事ということで、専門的な工事だから足寄町

をとって、一応年度内に完結したい、完全に

の業者さんは入札できないと思うけれども、

は年度内には供用開始させていきたいという

入札業者数と落札率をお答えいただきたいと

ふうに思っております。早ければ年内に可能

思います。

かなという現在の状況でございます。

○９番（矢野利恵子君）

○議長（吉田敏男君）
幸壽君。

答弁、副町長

田中

○議長（吉田敏男君）
せんか。
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他に質疑はございま

契約の金額は、１億１,４７６万５,０００

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

円でございます
契約の相手方でございますが、足寄郡足寄

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

町旭町４丁目２４番地、株式会社木村建設代
表取締役木村昭氏でございます。

ませんか。

工期につきましては、平成２２年１２月１

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

６日としてございます。
支出科目でございますが、教育費、小学校

す。

費、学校管理費、工事請負費でございます。

これで、討論を終わります。
これから、議案第４６号足寄町携帯電話鉄

２３ページから２７ページにかけまして、

塔整備工事請負契約についての件を採決しま

平面図、立面図を添付してございます。御参

す。

照願いたいと存じます。
以上で、提案理由の御説明とさせていただ

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

上げます。

の方は起立願います。

○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

きます。御審議のほどをよろしくお願い申し

全員の起立です。

したがって、議案第４６号足寄町携帯電話
鉄塔整備工事請負契約についての件は、原案

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
ませんか。
９番

のとおり可決されました。

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）
◎

これをもって、提案

この工事について

は、町内の業者さんができることだから、指

議案第４７号
議案第４

名業者は町内の業者さんだけではないかと思

７号足寄小学校校舎耐震補強工事請負契約に

うわけですけれども、入札業者数と落札率を

ついての件を議題といたします。

お願いします。

○議長（吉田敏男君）

日程第９

本件について提案理由の説明を求めます。

○議長（吉田敏男君）

総務課長

幸壽君。

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長

田中

指名業者は８社で

なりました議案第４７号足寄小学校校舎耐震

あります。地元企業の参入につきましては、

補強工事請負契約について、提案理由の御説

工事金額からいって特定建設業の登録をして

明を申し上げます。

いる業者ということであれば、足寄町では２

平成２２年４月２３日、足寄町財務規則に

社しかございませんので、２業者を足寄町内

基づき、指名競争入札に付した足寄小学校校

の業者を指名し、そのほかについては十勝管

舎耐震補強工事について、下記のとおり請負

内業者の６社を指名しております。
それと、落札率でありますけれども、９

契約を締結するため、議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得又は処分に関する条例第
２条の規定により、議会の議決をお願いする

以上です。
○議長（吉田敏男君）

ものでございます。
契約の目的、足寄小学校校舎耐震補強工
契約の方法でございますが、指名競争入札

９番

矢野利恵子

君。
○９番（矢野利恵子君）

事。
による契約でございます。

５.４％になっております。

道内か道外になる

のか、その業者さんは８５.２８％の落札
率、そして町内の業者さんは９５.４％。９
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０％を過ぎたら、それは疑ってもいいのでは

ですけれども。具体的にはこういうことで

ないかと世間で言われている数字であること

す。

から、そういうことにかんがみても、余り余

○議長（吉田敏男君）

計な腹を探られないようなやり方、そして、

幸壽君。

町内の業者さんがすべて生き残っていくよう

○副町長（田中幸壽君）

な、そういう仕事の振り分け方、それを気を

間違っていたかもしれませんけれども、ま

つけてやっていってもらいたいなと要望した

ず、建設業の登録というのは、一般登録と特

いと思いますので、それについての答えをお

定建設業の登録、二つあります。一つは、北

願いします。

海道知事であり、特定建設業は大臣登録に

○議長（吉田敏男君）

答弁、副町長

田中

田中

私の言い方が若干

なっています。そういった部分で、私は特定
の特定業者ということで申し上げているとこ

幸壽君。
○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長

まず、落札率の問

題から、最終的には町内業者に一定の配慮と

ろでありまして、それは２社しかないと。
だんだんわかってきましたけれども、特定
建設業者が地元の一般登録業者とＪＶを組ん

いうことだったと思います。
常識的には、かなり難しい要望でありまし

で参加をするような指導はできないかという

て、地元業者は、先ほども言ったように、こ

ことでありますけれども、今、私どもが業者

れは建設業法で決まっておりますので、特定

に対して、どことどこでＪＶ、経常建設共同

建設業者でなければこの工事には参入できま

企業体の構成で組んで工事に参入しなさいと

せん。ということでいけば、２業者しかいな

いうような指導は一切行っていません。あく

いわけで、結果として、地元企業が一定の努

までも業者が主導で、この工事に対してはこ

力をされて、こういった金額でありますけれ

の業者と一定の技術協力、それから運営の関

ども、落札をしたのだろうというふうに思っ

係も含めてだと思いますけれども、それが経

ております。

常建設共同企業体というのですけれども、そ

これ以上、どういった配慮を求められるの

ういったことで業者が足寄町に対してＪＶ申

か、個々具体的なことをおっしゃっていただ

請をしてくるということでありまして、主体

かなければ、対応方法については、私の立場

的には業者責任という形で私どもは対応して

からは申し上げられないというのが実態であ

おりますので。
ただ、一般論としては、議員がおっしゃら

ります。

れるように、これから大きな工事も減ってき

以上です。
○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

ますので、そういった部分でいろんな場面を
通じて、業界関係者に対して、そういったこ

君。
いつも特定の業者

とで地元でできる部分については、一定程度

さんばかりが町の仕事を落札しているのでは

そういったＪＶといいますか、共同企業体を

ないかと、そういうことも言われているわけ

構成した中で努力をされませんかというよう

ですから、たとえ特定の業者さんが落札して

なことの投げかけはしてみたいというふうに

いったにしても、その下に町内のいろいろな

思っています。

業者さんがついて一緒にやっていくように指

以上です。

○９番（矢野利恵子君）

導していくだとか、そういうことが必要なの

○議長（吉田敏男君）

ではないかなと。そして、町内の本当にすべ

せんか。

他に質疑はございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

ての業者さんが生き残っていけるような、そ
ういう工事的配慮をしていただけたらありが

○議長（吉田敏男君）

たいなということを言いたいと思っていたの

ります。
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これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。討論はござい

す。
第２１項といたしまして、平成２２年４月

ませんか。

１日から平成２３年３月３１日までの間に限

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

り、条例第４条第１項中「１００分の１５の
割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当

す。
これで、討論を終わります。

基礎額とし」を削るといたしまして、この内

これから、議案第４７号足寄小学校校舎耐

容につきましては期末手当の基礎額となる給

震補強工事請負契約についての件を採決しま

料月額に加算割合１００分の１５を乗じない

す。

こととするものでございます。
附則でございますが、この条例は公布の日

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

るものでございます。

の方は起立願います。

以上のとおり御提案申し上げますので、御

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

から施行し、平成２２年４月１日から適用す

全員の起立です。

したがって、議案第４７号足寄小学校校舎

審議賜りますようよろしくお願いを申しけ上
げます。

耐震補強工事請負契約についての件は、原案

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

のとおり可決されました。

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

◎

ませんか。

議案第４８号

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

（「なし」と呼ぶ者あり）

議案第

４８号足寄町特別職の職員の給与並びに旅費

○議長（吉田敏男君）

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

す。
これで、質疑を終わります。

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。
総務課長

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

質疑なしと認めま

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただいま議題と

なりました議案第４８号足寄町特別職の職員

○議長（吉田敏男君）

の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

す。

討論なしと認めま

の一部を改正する条例につきまして、提案理

これで、討論を終わります。

由の御説明を申し上げます。

これから、議案第４８号足寄町特別職の職

本条例の改正につきましては、町長等の期

員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条

末手当の加算割合を平成２１年度に引き続き

例の一部を改正する条例の件を採決します。

まして、同様に２２年度におきましても適用

この表決は、起立によって行います。

しないこととする改正でございます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

改正条文の説明をさせていただきます。

（賛成者起立）

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第４８号足寄町特別職の

例。
足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する

費用弁償に関する条例の一部を次のように改

条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

正する。

おり可決されました。

附則に次の１項を加えるものでございま
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◎

○議長（吉田敏男君）

議案第４９号

○議長（吉田敏男君）

日程第１１

議案第

質疑なしと認めま

す。

４９号足寄町教育委員会教育長の給与等に関

これで、質疑を終わります。

する条例の一部を改正する条例の件を議題と

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

いたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本件について提案理由の説明を求めます。
総務課長

○議長（吉田敏男君）

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

討論なしと認めま

す。

なりました議案第４９号足寄町教育委員会教

これで、討論を終わります。

育長の給与等に関する条例の一部を改正する

これから、議案第４９号足寄町教育委員会

条例につきまして、提案理由の御説明を申し

教育長の給与等に関する条例の一部を改正す

上げます。

る条例の件を採決します。

本条例の改正につきましては、教育長の期
末手当の加算割合を平成２１年度に引き続き
まして、平成２２年度も適用しないとするも

この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者起立）

のの改正でございます。
改正条文の説明をさせていただきます。
足寄町教育委員会教育長の給与等に関する

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第４９号足寄町教育委員
会教育長の給与等に関する条例の一部を改正

条例の一部を改正する条例。
足寄町教育委員会教育長の給与等に関する

する条例の件は、原案のとおり可決されまし
た。

条例の一部を次のように改正する。
附則に次の１項を加えるものでございま

◎

す。
第１２項といたしまして、平成２２年４月

議案第５０号

○議長（吉田敏男君）

日程第１２

議案第

１日から平成２３年３月３１日までの間に限

５０号足寄町障害者地域生活支援事業条例の

り、条例第４条第１項中「１００分の１５の

一部を改正する条例の件を議題といたしま

割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当

す。

基礎額とし」を削るといたしまして、期末手

本件について提案理由の説明を求めます。

当の基礎額となる給料月額に加算割合１００

福祉課長

大塚博正君。

分の１５を乗じないこととするものでござい

○福祉課長（堀井昭治君）

ます。

なりました議案第５０号足寄町障害者地域生

附則でございますが、この条例は公布の日
から施行し、平成２２年４月１日から適用す

ただいま議題と

活支援事業条例の一部を改正する条例の提案
理由について御説明いたします。
この条例の改正理由につきましては、国の

るものでございます。
以上のとおり御提案申し上げますので、御

障害者自立支援法施行令第１７条及び第４３

審議賜りますようよろしくお願いを申しけ上

条の３が改正され、非課税世帯における障害

げます。

者福祉サービスの利用者負担上限額がゼロ円

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

生活支援事業においても同様な利用者の負担

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
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

とされたことから、足寄町が行う障害者地域
上限額とするため、足寄町条例の一部改正を
お願いするものでございます。
次に、改正の内容について御説明いたしま
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これで、討論を終わります。

す。
足寄町障害者地域生活支援事業条例の一部

これから、議案第５０号足寄町障害者地域
生活支援事業条例の一部を改正する条例の件

を改正する条例。
足寄町障害者地域生活支援事業条例の一部

を採決します。
この表決は、起立によって行います。

を次のように改正する。
第９条第４項を第５項とし、第３項を第４
項とし、第２項の次に次の１項を加える。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者起立）

３、利用者が同一の月に受けた費用給付事
業に要した費用の額の合計額から前項の規定

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

により算定された当該同一の月における費用

したがって、議案第５０号足寄町障害者地

給付事業の合計額を控除して得た額が利用者

域生活支援事業条例の一部を改正する条例の

の家計に与える影響その他の事業をしんしゃ

件は、原案のとおり可決されました。

くして規則で定める額を超えるときは、同項
◎

の規定にかかわらず当該同一の月における給

議案第５１号

付費の額は同項の規定により算定した費用の

○議長（吉田敏男君）

額の１００分の９０に相当する額を超え１０

５１号過疎地域における固定資産税の課税の

０分の１００に相当する額以下の範囲内にお

特例に関する条例の制定についての件を議題

いて規則で定める額とする。

といたします。

第１０条第１項中「日常生活用具給付等事
業に係るサービスを除く」及び「日常生活用
具給付等事業に係る給付費を除く」を削る。

日程第１３

議案第

本件について提案理由の説明を求めます。
住民課長

櫻井光雄君。

○住民課長（櫻井光雄君）

ただいま議題と

附則といたしまして、この条例は公布の日

なりました議案第５１号過疎地域における固

から施行し、平成２２年４月１日から適用す

定資産税の課税の特例に関する条例の制定に

るものでございます。

ついて、提案理由の御説明いたします。

以上で、提案理由の御説明を終わります。
なお、右ページに新旧対照表を添付してお
りますので、御参照をお願いいたします。
御審議賜のほどをよろしくお願いいたしま

げます。
過疎地域自立促進特別措置法施行規則の一
部を改正する省令が平成２２年３月１７日に
公布され、平成２２年３月３１日までの失効

す。
○議長（吉田敏男君）

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

あります。
次に、制定の内容について御説明申し上げ

ませんか。

ます。議案３１ページをお開き願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

期限が平成２８年３月３１日まで６年間延長
されたことにより、本条例を制定するもので

理由の説明を終わります。

質疑なしと認めま

過疎地域における固定資産税の課税の特例
に関する条例。

す。

第１条においては、過疎地域自立促進特別

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

情報通信技術利用事業の用に供する固定資産

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

措置法の規定を引用し、製造の事業、旅館業
──これは下宿営業を除きます──それから

ませんか。

す。

最初に、制定の理由について御説明申し上

討論なしと認めま

について特例を設ける規定でございます。
第２条は、固定資産の取得金額が２,７０
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０万円を超えるものを対象とし、課税免除す

についての件を採決します。
この表決は、起立によって行います。

る規定でございます。
第３条は、家屋及び償却資産、当該家屋の
敷地に係る固定資産税を３カ年に限り免除す

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者起立）

る規定でございます。
第４条は、課税免除の申請手続について規

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第５１号過疎地域におけ

定しております。
第５条は、課税免除の期限を法の失効期限

る固定資産税の課税の特例に関する条例の制

に合わせて、平成２８年３月３１日までとす

定についての件は、原案のとおり可決されま

る規定でございます。

した。

第６条は、課税免除の取り消しについて規
◎

定しております。
第７条は、規則への委任について規定して

議案第５２号

○議長（吉田敏男君）

日程第１４

議案第

５２号足寄町税条例の一部を改正する条例の

おります。
附則規定の施行期日ですが、公布の日から

件を議題といたします。

施行し、平成２２年４月１日から適用するも

本件について提案理由の説明を求めます。

のであります。

住民課長

以上でありますが、平成２１年度以前に固

櫻井光雄君。

○住民課長（櫻井光雄君）

ただいま議題と

定資産税の課税免除がなされていました対象

なりました議案第５２号足寄町税条例の一部

事案２件は、既に３年間の免除期間が終了し

を改正する条例について、提案理由を御説明

ております。また、現在、この条例制定によ

申し上げます。

る新規該当事案がないことを、あわせて御報

本条例の改正につきましては、平成２２年
度の税制改正を受けまして地方税法の一部を

告させていただきます。
以上、提案理由の説明を終わらせていただ

改正する法律、同法施行令等の一部を改正す

きます。御審議のほどを、どうぞよろしくお

る政令並びに同法施行規則等の一部を改正す

願いいたします。

る省令が平成２２年３月３１日にそれぞれ公

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

行されたことから、本条例の改正を行うもの

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

であります。
次に、今回の地方税法の改正内容について

ませんか。

御説明申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

布され、いずれも原則として４月１日から施

質疑なしと認めま

まず、第１点目としては、個人住民税の扶
養控除について見直しが行われまして、子ど

す。
これで、質疑を終わります。

も手当の対象と重なる１６歳未満の、通称年

これから、討論を行います。討論はござい

少扶養控除３３万円が廃止となります。ま
た、高校授業料の実質無償化の対象と重なる

ませんか。

１６歳以上１９歳未満の特定扶養親族に係る

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

扶養控除の上乗せ部分１２万円か廃止され、
現行４５万円の特定扶養控除額が３３万円に

す。

削減となります。

これで、討論を終わります。
これから、議案第５１号過疎地域における

なお、１９歳以上２３歳未満の特定扶養親

固定資産税の課税の特例に関する条例の制定

族に係る扶養控除額並びに７０歳未満の扶養
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親族に係る扶養控除額には変更はありませ

税限度額を算定するためには扶養人数を乗じ

ん。

て把握する必要があるということで、その記

２点目は、扶養控除の一部が廃止となった
ことにより、扶養控除等に加算されていまし

載事項及び様式の見直しなどを行い、所要の
措置を講じた中身となっております。

た同居特別障害者加算額を特別障害者控除の

次に、第４４条の第２項から３７ページの

加算額に改組し、２３万円を加算する措置に

第４項までにつきましては、６５歳未満の公

改正されております。

的年金と所得を有する給与所得者につきまし

以上の改正は、平成２３年分の所得により

て、納税の便宜を図る観点から、年金所得の

平成２４年度分以後の個人住民税から適用さ

部分と給与所得に係る住民税を合算して、給

れます。

与から特別徴収の方法により徴収ができるよ

３点目でありますけれども、生命保険料の

うに見直しを行ったものでございます。

控除について、保険ニーズの多様化により新

次に、新旧対照表３８ページ下段の第５４

たに介護医療保険料控除が設けられます。こ

条第６項から次ページの第７項までにつきま

れまでの一般生命保険料、個人年金保険料と

しては、これは地方自治法の一部改正に伴う

合わせまして控除できるように改組されてお

条文整備でございます。

りますが、適用限度額はこの三つを合わせて

次に、新旧対照表３９ページ中段の第９５
条につきましてでありますが、たばこ税率を

７万円ということで、変更はありません。
４点目としては、本年１０月からたばこ税
率の大幅な値上げといいますか、引き上げが
されます。後ほど、引き上げ率等について御

１,０００本につき現行３,２９８円を４,６
１８円に引き上げるものです。
次に、同じページ中段の附則第１６条の２
につきましては、旧３級品の製造たばこ税率

説明申し上げます。
以上が地方税法の主な改正内容であります

を、第９５条の規定にかかわらず１,０００

が、この改正を受けて本町の税条例の改正内

本につき１,５６４円を２,１９０円に引き上

容について御説明申し上げます。

げるものでございます。

なお、改正条例中、文言の整備及び条項の

同じページの下段、附則第１９条の３につ

整備に係る部分につきましては、説明を省略

きしましては、平成２４年から上場株式等に

させていただきますので、御了承いただきた

係る税率が、本則税率が適用され、２０％課

いと思います。

税となります。個人の株式市場への参加を促

足寄町税条例（昭和５８年条例第７号）の

進するため、非課税口座内の少額上場株式等
に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

一部改正について御説明いたします。
議案書は３２ページからとなっています

を導入するために新規に規定を設けたもので

が、参考資料、足寄町税条例の新旧対照表に

ございまして、最高１００万円の３カ年とい

より御説明申し上げます。３５ページをお開

うことで、最高３００万円までが非課税とな

き願います。

る制度でございます。

新旧対照表３５ページ下段の３６条の３の

新旧対照表４０ページ、附則第２０条の４

２から次ページの３６条の３の３の５項ま

から４１ページ、第２０条の５につきまして

で、これにつきましては個人町民税における

は、これは法律の名称変更による条文の整理

扶養控除の見直しに伴いまして、給与所得及

でございます。

び公的年金等受給者に対して扶養親族申告書

４１ページの附則の施行期日において、こ

等の提出を義務づける規定が追加されまし

の条例は公布の日から施行し、原則として平

た。これは、個人住民税の非課税限度額制度

成２２年４月１日から適用するものでありま

が扶養控除見直し後も維持されまして、非課

すが、施行期日の異なる事項については、項
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目ごとに第１条各号に規定しております。

いて、制度の所管省において負担基準の見直

第２条については、町民税に関する経過措

しを行い、適切な措置を講じることとされて

置、第３条については、固定資産税に関する

おります。現在、政府税制調査会において

経過措置、第４条については、町たばこ税に

は、控除廃止の影響に係るプロジェクトが設

関する経過措置について、それぞれ規定して

置されておりまして、検討がされておりま

おります。

す。その結果は、年少扶養控除等の廃止によ

以上が条例改正の内容でありますが、今回

る影響が生じる時期までに報告されることに

の改正による影響額について御報告させてい

なっておりまして、所得税でいきますと２３

ただきます。

年１月からスタートするわけで、所得税にも

まず、平成２４年度以降に適用される個人

影響してきますので、年内ぐらいにはその結

住民税、これは道民税も含めてであります

果が出てくるのかなということで、本町とし

が、平成２１年度の課税資料をもとに年少扶

てはその結果を待って試算をしてまいりたい

養控除の廃止に伴う影響額の試算をしたとこ

と思っています。

ろ、課税されている世帯の扶養控除６７０人

次に、本年１０月から改正されるたばこ税

おりまして、道民税、町民税、合わせて１０

は、かつてない大幅な引き上げとなります。

％の税率ですので２,２１１万円、非課税か

しかし、増税に伴う販売数量の減少や、受動

ら課税世帯に変更されると思われる扶養控除

喫煙防止による分煙、さらには完全禁煙が求

は１０３人、全額課税にならないということ

められている社会的変化もあり、また、日本

で約１７０万円が増加、そして、生活保護受

たばこ産業の発表によりますと、１年間の販

給者など非課税の扶養控除１８０人おります

売数量は２５％強減少するとも予想されてい

が、これらを除きまして税収増額は２,３８

るところであります。以上の状況等々から、

１万円と試算されます。

今回の改正によるたばこ税の税収増減の試算

また、特定扶養控除、高校生でありますけ

は、極めて困難な状況にあります。これらの

れども、１２万円の削減による影響額は、課

影響を見きわめながら、必要に応じて補正予

税世帯で１３７人、１６４万４,０００円、

算で対応させていただきたいと思います。

非課税から課税世帯に変更されるものは、２

以上で、提案理由の説明を終わらせていた

９人で１７万４,０００円、生活保護受給者

だきます。よろしく御審議のほどをお願いい

など非課税の者３０人を除く税収増額は１８

たします。

１万８,０００円という試算となりました。

○議長（吉田敏男君）

年少扶養控除廃止並びに特定扶養削減によ
る個人住民税全体の合計額は２,５６２万８,
０００円増加し、そのうち個人町民税、足寄

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
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

町の町民税につきましてはその６割ですの
で、１,５３７万６,０００円となります。た

○議長（吉田敏男君）

だ、現下の経済状況によりますと、給与所得

す。

質疑なしと認めま

等がどんどん減少しているということで、増

これで、質疑を終わります。

税効果は余り期待できないのではないかとい

ただいま議題となっております議案第５２
号足寄町税条例の一部を改正する条例の件

うふうに見ているところであります。
また、扶養控除を見直しすることによっ

は、文教厚生常任委員会に付託し、会期中の

て、住民税が増加します。そのことによりま

審査にすることにしたいと思います。これに

して、医療や福祉制度の負担金に影響が生じ

御異議ございませんか。

てきますが、平成２２年度税制改正大綱にお
― 34 ―

（「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

たる基礎賦課額の限度額について、現行４７
万円を５０万円に、後期高齢者支援金等課税

す。
したがって、議案第５２号足寄町税条例の
一部を改正する条例の件は、文教厚生常任委

額の限度額について、現行１２万円を１３万
円に改めるものでございます。
なお、介護納付金課税額の限度額につきま

員会に付託することに決定いたしました。
なお、本件は、会期中の休会中に審査の

しては、昨年において９万円から１０万円に
改正しておりますので、今回は改正はござい

上、報告をお願いいたします。
ここで、暫時休憩をいたします。１０分間

ません。
また、医療給付分、後期高齢者支援金分、

休憩をいたします。
午後

２時４３分

休憩

介護負担金分、すべての限度額の合計額は、

午後

２時５５分

再開

６９万円から７３万円となります。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

第４条は、医療給付に当たる資産割額を、
現行１００分の４０から５％減額し１００分

再開いたします。

の３５に改め、第５条は、被保険者均等割
◎

を、現行１人当たり２万５００円から１,０

議案第５３号

○議長（吉田敏男君）

日程第１５

議案第

５３号足寄町国民健康保険税条例の一部を改

００円引き上げて２万１,５００円に改める
ものでございます。
第２３条は、地方税法改正に伴う条文の整

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。

備、並びに医療給付分に当たる被保険者均等

住民課長

割の引き上げに伴い、低所得者等の７割軽

櫻井光雄君。

○住民課長（櫻井光雄君）

ただいま議題と

なりました足寄町国民健康保険税条例の一部
を改正する条例につきまして、提案理由を御

減、５割軽減、２割軽減に該当する場合の均
等額をそれぞれ改めるものでございます。
第２３条第２項は、特例対象被保険者等に
係る国民健康保険税の課税の特例について、

説明申し上げます。
この改正は、平成２２年３月３１日に公布
されました地方税法の一部を改正する法律及
び地方税法施行規則の一部を改正する省令に
基づき、課税限度額の改正並びに保険税の減

新たに追加改正するものであります。
本文中の特例対象被保険者等について御説
明いたします。
まず、国民健康保険税の減額となる特例対
象者は、雇用保険法に規定する特例受給資格

額規定の追加改正を行うものであります。
あわせて、平成２０年度において改正させ

者と特例理由離職者のことをいいます。特定

ていただきました低所得者層の軽減措置を適

受給資格者とは、離職理由が倒産、解雇等に

用すべく、応能・応益割合の平準化に向けた

より再就職の準備をする時間的余裕がなく、

税率の見直しをさせていただきましたが、昨

離職を余儀なくされた受給資格者をいいま

年度、平成２１年度当初課税の段階で平準化

す。特定理由離職者とは、雇用保険の被保険

比率４５％を下回っていることから、税率等

期間が６カ月以上１２カ月未満であって、期

の見直しを行うものであります。

間の定めのある労働契約の期間が満了し、か

改正の内容について御説明申し上げます。

つ、当該労働契約の更新がないことにより離

議案書は４４ページになりますが、参考資

職した方や、各種事情により正当な理由があ

料として添付しております国民健康保険税条

る自己都合により離職した方々が該当となり

例新旧対照表により御説明申し上げます。新

ます。
これらの資格者の認定は、公共職業安定

旧対照表４５ページをお開き願います。
第２条の改正でありますが、医療給付に当

所・ハローワークが行いますが、認定された
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場合は国民健康保険税の課税対象となる前年

しました。
なお、本件は、会期中の休会中に審査の

度の給与所得を１００分の３０に相当する額
として所得割を計算する規定でございます。

上、報告をお願いいたします。

また、高額療養費支給対象となる所得判定
◎

においても、同様に１００分の３０に相当す

議案第５４号

○議長（吉田敏男君）

る額で判定することになります。
４６ページ、第２４条の２は、その申告に

日程第１６

議案第

５４号足寄町病院事業の設置等に関する条例
の一部を改正する条例の件を議題といたしま

ついて規定しております。
４６ページ中段からの附則の改正につきま

す。

しては、地方税法の改正に伴う条文整備でご

本件について提案理由の説明を求めます。

ざいます。

国保病院事務長

４７ページ、附則の施行期日につきまして

對馬邦彦君。

○国保病院事務長（對馬邦彦君）

ただいま

は、地方税法の一部を改正する法律等の施行

議題となりました議案第５４号足寄町病院事

期日に合わせ、公布の日から施行し、４月１

業の設置等に関する条例の一部を改正する条

日並びに６月１日から適用するとしておりま

例につきまして、提案理由を御説明申し上げ

す。

ます。

なお、この改正案について、先般、足寄町

町長が行政報告をさせていただきました説

国民健康保険運営協議会の意見を伺いました

明内容と重複いたしますが、御容赦をいただ

が、諮問のとおり実施することに異議がない

きたいと存じます。
国民健康保険病院は、現在、内科、循環器

旨の答申を受けております。
以上で、提案理由の説明を終わらせていた

内科、神経内科、外科、消化器外科、肛門外

だきます。御審議のほどをよろしくお願い申

科、婦人科、精神科、整形外科、眼科の１０

し上げます。

科の診療科を標榜いたしておりますが、３月

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

務されていた山本雅彦医長が退職されました

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

ことから、神経内科の標榜廃止につきまして
条例の改正をお願いするものでございます。

ませんか。

なお、今後の神経内科の疾患につきまして

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

３１日をもって、神経内科の専門医として勤

質疑なしと認めま

は、内科で対応いたしますが、専門医による
治療が必要と判断される場合につきまして

す。
これで、質疑を終わります。

は、医療連携をとっております専門の医療機

ただいま議題になっております議案第５３

関に紹介するなどの対応をしてまいります。

号足寄町国民健康保険税条例の一部を改正す

それでは、条例改正の内容について御説明

る条例の件は、文教厚生常任委員会に付託
し、会期中の審査にすることにしたいと思い

足寄町病院事業の設置等に関する条例の一
部を改正する条例。

ます。これに御異議ございませんか。

足寄町病院事業の設置等に関する条例の一

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

を申し上げます。

異議なしと認めま

部を次のように改正する。
第２条第２項中、第３号を削り、第４号を

す。
したがって、議案第５３号足寄町国民健康
保険税条例の一部を改正する条例の件は、文
教厚生常任委員会に付託することに決定いた

第３号とし、第５号から第１０号までを１号
ずつ繰り上げるものでございます。
附則ですが、この条例は公布の日から施行
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するとしております。
◎

以上で、提案理由の御説明を終わります。
なお、改正条例に係ります新旧条例の対照

議案第５５号

○議長（吉田敏男君）

日程第１７

議案第

表を右側に添付してございますので、御参照

５５号平成２２年度足寄町一般会計補正予算

をお願いいたします。

（第１号）の件を議題といたします。

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

本件について提案理由の説明を求めます。
総務課長

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

す。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

ただいま議案番

号に誤りがありました旨、議長から訂正の御
了承をいただきまして、この件に関しまして

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

まずもって深くおわびを申し上げます。今
後、このようなことがないように気をつけて

ませんか。

まいりたいと存じます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

それでは、ただいま議題となりました議案
第５５号平成２２年度足寄町一般会計補正予

す。
これで、質疑を終わります。

算（第１号）につきまして、提案理由の御説

これから、討論を行います。討論はござい

明を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

ませんか。

４９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

入歳出それぞれ７６億５,６９４万２,０００
円とするものでございます。

す。

歳出から御説明申し上げます。６ページを

これで、討論を終わります。
これから、議案第５４号足寄町病院事業の
設置等に関する条例の一部を改正する条例の

お願いいたします。
総務費、総務管理費、一般管理費におきま
して、先ほど町長より行政報告申し上げまし

件を採決します。
この表決は、起立によって行います。

た北海道アルバータ州訪問団に参加する経費

本件は、原案のとおり決定することに賛成

といたしまして、３４９万円を計上いたして
ございます。

の方は起立願います。

次に、歳入につきましては、基金繰入金に

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

より財源調整をさせていただいております。

したがって、議案第５４号足寄町病院事業

以上で、提案理由の説明とさせていただき

の設置等に関する条例の一部を改正する条例

ますので、御審議のほどをよろしくお願い申

の件は、原案のとおり可決されました。

し上げます。
○議長（吉田敏男君）

◎

理由の説明を終わります。

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

この際、報告をいた

これから、議案第５５号平成２２年度足寄
町一般会計補正予算（第１号）の件の質疑を

します。
町長から、提出議案中、お手元に配付の正

行います。

誤表のとおり訂正したい旨、文書をもって議

６ページをお開きください。

長あてに申し出がありましたので、本件につ

歳出の第２款総務費、質疑はございません

きましては、さよう訂正することに御了承を
いただきたいと思います。

か。
９番
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矢野利恵子君。

ことしは、久々に

それと、一般参加ができないかということ

大人の人たちがカナダへ行くということを事

でありますけれども、まだ具体的にはなって

前に聞いていたわけですけれども、それを変

おりませんけれども、北海道が道民に対して

更して町長を初め教育長、議会代表、友好団

一般公募をすることもあり得るのかなという

体代表及び随行員の５人に変更してしまった

ふうに思っています。あくまでも主催は北海

と。久々に一般の町民も行けるということ

道でありまして、それにくみするといったこ

で、私も楽しみにしていたわけですよね。ほ

とでございますので、私どもが単独で、足寄

かの人にも勧めようと思って、行ってみたら

町がこういった訪問団を結成をするという意

いいよということをね。ところが、これは本

味ではございませんので、あくまでも北海道

来なら１０人行けるはずの予算を５人に振り

が主催する北海道とアルバータ州との姉妹都

分けてしまったわけですよね。

市としての提携３０周年事業に参加をすると

○９番（矢野利恵子君）

やはりここは、自分たちだけがそうやって
カナダに行くというのではなくて、まず最初

いったことでございます。
以上です。

は町民の人たちに行ったらどうだということ

○議長（吉田敏男君）

をやって、行く人がいなくて、しようがない

君。

なということでこのような形になるのはわか

○９番（矢野利恵子君）

るけれども、そうではないのに、初めから自

やつだからということですけれども、それ

分たちだけが行くというふうに振り分けるの

だったら別にそんな北海道のことにわざわざ

はどうかなと。やはりこれについては、一般

乗らなくても、まだ子供たちを行かせた方が

の町民も随行するというふうな形に持ってい

教育のためにはいいかなと。

答弁、副町長

田中

北海道が主催する

も、交流はこの訪問団の派遣にかえ、取りや
めることとしました。取りやめるというの

幸壽君。
○副町長（田中幸壽君）

矢野利恵子

やはり町民ジェットを予定していたけれど

けないものかどうかをお聞きします。
○議長（吉田敏男君）

９番

お答えをいたしま

は、まずいのではないかな。取りやめない形
の中でやっていく、そして、それができない

す。
まず、変更ということでお話がされていま

ような道の予定が来たら、その予定には乗れ

すけれども、私どもは変更したというつもり

ないよというふうな形にしていくのが足寄町

はございません。今年度３月の議会の町長の

のあるべき姿ではないかと。

行政執行方針の中でも、従来のパターンでな

自分たちだけどうとでも予算をつくれる立

くて、北海道が計画をしているアルバータ州

場にいるから、そんなふうに変更しちゃった

との姉妹都市に参加をしていく方向で検討し

よでは、やはり町民も納得がいかないのでは

ていくというようなことで具体的に明記をし

ないかな。やはりこれは幾ら何でもまずいと

たつもりでありますけれども、そういったこ

思うので、ちょっと私は賛成できないなと思

とで、当然、町民ジェットの予算も計上して

います。

おりませんので、今年度は当初予算的にはで

○議長（吉田敏男君）

すね。ですから、今年度はそういったことを

幸壽君。

実施をしないで、北海道が主催をするアル

○副町長（田中幸壽君）

バータ州との姉妹都市３０周年記念事業に参

す。

答弁、副町長

田中

お答えをいたしま

加をし、私どもの姉妹都市でありますウェタ

まず、こんな予算があれば子供たちを行か

スキウィン市に訪問をするといったことで、

せるべきだということでございますけれど

行政報告も今回させていただきましたけれど

も、従来、子供と大人を隔年で実施をしてお

も、そういったことでございます。

ります。子供の分については、今年度ではな
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くて、今までの経過からいきますと、来年度

て、行かないかということをして、そして、

という形になって、２２年度は大人の訪問団

行く人がいなかったらということでこれを出

がという形、そういう順番になっておりまし

してきたよというならわかるけれども、勝手

て、子供の部分を将来的にやめるのかとい

に権力を持っている人たちが自分たちの都合

う、そういった結論を出しているわけではご

のいいように、自分たちだけ行くという、こ

ざいませんので、それは当然継続をされるも

の形になるのはまずいのではないかな。

のだというふうに私自身は理解をしておりま

隔年でやってきたのだったら、やはり隔年
でやっていくような形で持っていかなければ

す。
それと、先ほど、私も行けるということで

ならないところを、取りやめることにした

期待をしていたということでありますけれど

と、ここにしっかりと書いてあるわけですけ

も、従来、大人の訪問派遣団というのは、

れども、取りやめてはいないという答えが

行っていない方を対象にしておりますので、

あったり、どうも何か支離滅裂で、何をやっ

何回も行けるというものではございません。

ているのかなと言うしかないのですけれど

そういった部分でいけば、矢野議員は一度行

も、これについては認められないと思いま

かれておりますので、２回目は多分ないのだ

す。

というふうに思いますけれども。

○議長（吉田敏男君）

そういったことで、従来もそうであります

答弁、副町長

田中

幸壽君。

けれども、公募をしてもなかなか人数が集ま

○副町長（田中幸壽君）

らなくて、最少８人ぐらいの人数で行ってい

す。

御答弁申し上げま

るといった状態もありまして、教育委員会サ

結果として取りやめたという、言葉的には

イドでも一定の議論をさせていただきました

それが正しいのだろうと思います。ただ、真

けれども、今年度についてはそういったこと

に事実かどうか。私どもは、３月の議会に予

で重複は避けたいということで、北海道の姉

算計上をしておいて、それをこれに振りかえ

妹都市の部分についてのみ参加をしていくと

たといった部分でいけば、変更であり、議員

いうことで決めましたので、そういったこと

が御指摘のように大人の町民ジェットにか

で御理解のほどをよろしくお願いしたいとい

わって自分たちが行ったと、そういった言い

うふうに思います。

方になるのかもしれませんけれども。

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

だから、先ほども言いましたけれども、行
政執行方針の中で、３月も同様の内容のこと

君。
これは、何か勘違

を一定程度予算執行方針として説明をしてい

いされたら困るのですけれども、私も期待し

たわけであって、そういった部分では、流れ

ていたというのは、自分が行けることを期待

に沿った結果だというふうに私どもは考えて

しているのではなくて、私も人に勧めようと

おります。

○９番（矢野利恵子君）

思って期待していたと言ったのですよ。自分

以上です。

が行くなんて、そんなことは一言も言ってな

○議長（吉田敏男君）

いので、そこのところを勘違いされたら困り

せんか。
８番

ます。
やはり変えたわけではないとかという話も

他に質疑はございま

高橋幸雄君。

○８番（高橋幸雄君）

やっぱりこの件、９

されましたけれども、やはりことしは大人が

番議員がおっしゃるように、今回の行政報告

行くはずだったのに、変更したのですよね。

の中で言われているのは、一連の歴史的経過

それについて言っているので、変更してまで

も含めて、本町の２０年も含めて、私自身も

やるものなのかと。まず、町民に問いかけ

そういう形で式典にたしか参加させていただ
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いたという記憶もありますのでね。このこと

はなくて、我々は予算が今回計上になって審

の持つ意義は理解をしなければならぬし、す

議している立場からも、この文言は、従来の

るべきだと思っているのです。したがって、

ことでこれは表敬訪問し、そして今臨時会に

今、質疑の段階で討論めいたことを言うつも

訪問団派遣経費を、このことは執行方針でも

りは毛頭ないのですけれども、そのことにつ

申し上げているわけだから、当初時に。その

いてはあってしかるべきことかなというふう

ことについては方針を示しているので、ここ

に承知しておます。

で改めて予算計上したという意味で、改めて

そこで、問題は何が問題かといったら、９

礼儀を正して行政報告しているわけですか

番議員がおっしゃるように、執行方針はわか

ら、これを何といっても、その辺は私は訂正

るのですけれども、今回の行政報告に蛇足的

すべきでないかなと思いますけどね。これ以

なことでないかなと。副町長が答弁されたよ

上、文言のやりとりをしたって、客観的に出

うに、確かに予算も何もないよと、執行方針

ている成文化は変えられませんので、その辺

に言っているじゃないかと言っても、ここで

はめりはりをつけて、予算審議に当たって議

訪問をいたすことにしましたと、したがっ

員各位に対して本予算がね。

て、今臨時会に訪問団派遣を予算化しました

特に問題は、提案されている首長さんも一

と、これでいいので、この中間が極めて私は

緒に行くと、あるいは議会の代表者、どなた

適切でないと。それは蛇足的な文言だと私は

が行くか知らぬけど、そういう公職者が行く

思うのですよ。これでは、どんなふうに解釈

ということを考えたとき、こういう表現は私

したって、９番議員がおっしゃるように、そ

は極めて適切でないと。これは、やっぱり素

れを取りやめてと明確に文言に精査している

直に、明確に公の席でね。そうでないと、

ので、その辺はせっかくのこういう重要事項

せっかくの国際交流で派遣して、今行こうと

の国際交流の代表派遣であることをかんがみ

して道と一体となってやろうとしているとき

たときに、適切にこの辺はすなおに訂正すべ

に水を差すようなことになりかねないと思い

きでないかなと、私はそのように思いますけ

ますので、再考の余地があろうかと思います

れども、やりとりを聞いておりまして。

が、いかがでしょうかね、御所見をどうぞ。

明確に、今まで隔年で実施しておりました

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長

と、ことしは町民ジェットを予定しておりま

勝彦君。

したが、ことしのウェタスキウィン市との交

○町長（安久津勝彦君）

流はこの訪問団の派遣にかえ、取りやめるこ

えをさせていただきます。

とにしたと明確に言っているわけだから、だ

安久津

私のほうからお答

今、高橋議員から御指摘を受け、私も本当
にそのとおりだなと。３月定例会で執行方針

からこのことの表現は私は適切でないと。
これは、見た瞬間は、はっきりよかったの

をしたときには、北海道の日程も明確ではな

ですよね。一連の流れで、道とアルバータ州

かったということで、平たく言えば、その時

との（聴取不能）３０年、国際交流の式典も

点から北海道の日程が提示がされ、我が町も

バンクーバーかどこか、ちょっと忘れました

それに参加をするかどうかを検討させていた

けれども、私も副議長当時か、何かかわりに

だいて、それが明確になった段階で、また議

当時の町長さんと教育委員長と一緒に行った

会にも提案し、相談をさせていただくとい

記憶があるので、この式典を持つことは何ら

う、こういう予定であったということでござ

問題ないと思いますけれども、ただ、今回の

います。

行政報告の文言のあり方は、極めて不適切だ
と、これは断言せざるを得ないのですね。
したがって、９番議員がおっしゃるからで

そういう意味でいきますと、その時点で今
年度一般の社会人の方々、これまでの流れで
いきますと、一般社会人を対象にした訪問団
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の年に当たるということでございますけれど

動でやるという、大体中央陳情のパターンは

も、そのことを３月定例会のときに明確にし

そうでしたよね。

ていなかったということもあって、今回の行

したがって、海外の派遣等についても、私

政報告、ある意味、より親切心といいます

どもの町はウェタスキウィン市しかないです

か、これは結果としては蛇足だったのかなと

よ。これはアルバータ州ですから、記念式典

いう、今、高橋議員の御指摘を受けて、そん

というのは。だから、姉妹提携の一定の節

な思いをしております。

目、何周年か私は記憶が定かでないのですけ

これは、やはり北海道として３０年の節目

れども、道内の各代表の方がそろって式典、

を迎えるのだということで、それぞれ交流を

（聴取不能）さんの奥さんが司会をやって、

している道内の自治体に、そういう訪問団に

日本語に解釈したりいろいろやっていたこと

加わらないかという、そういう要請もありま

を今でも記憶、当時の総領事御夫妻もその式

したし、それを受けて私どもも検討した結

典レセプションに出ていただいたりね。その

果、やはり私どもの町もウェタスキウィン市

ときも、やはりそれは全体の道の関係ですか

との姉妹提携、これまた２０年になると。さ

ら、実際は今考えたら１０周年かもしれませ

らには、昨年については、年が明けたから一

んね。今考えたら、今は３０周年ですから。

昨年でしたか、ウェタスキウィン市のまさし

あとはウェタスキウィン市とやって、たまた

く友好協会の方々も、ちょうど足寄町の１０

まそのとき中高生の方が来ましたから、一定

０周年にあわせて来ていただいているという

のスケジュールはもちろんありますけれど

こともございますから。

も、ドッキングしてウェタスキウィン市と一

向こうに行っての主な内容は、まだ最終的

定の交流を深めたと。１００年のときも、何

には決まっておりませんけれども、主な行動

十年か、９８年とかも行ったのですけれど

的には北海道代表団と行動を、いろいろな式

も、そういう一つのさらに厚みを増すやり

典に参加をさせていただくと、州との交流に

方ってあるのですよね。それはそれなりに一

も参加をさせていただくと。そこの最後の部

定の旅程の中で考えられることであってね。

分で、それぞれの姉妹提携、交流のあるとこ

だから、できますれば、要するに９番議員

ろは、それぞれがまた日程をとってやれと。

がおっしゃっているように、変えていって一

そんな日程になっていますから、そういった

般の町民をやめて公人の代表者が行ったなん

ことも含めて、あわせて私どものウェタスキ

ていうことにとられがちなわけですから、こ

ウィン市にも表敬訪問をしたいという趣旨で

の文言からいきますれば。だから、できます

ございますので、御理解を賜りたいなという

れば、まだ一定の期間があって余裕があると

ふうに思います。

すれば、北海道は北海道という別途の中で
行って、どのぐらい少人数になるかわかりま

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

せんが、そんな方法だってあってしかるべき

○８番（高橋幸雄君）

経験則から言わせて

だなと。ことしやったって、来年やったっ

いただきますれば、町長が答弁されましたよ

て。これは臨時会、会期がまだありますの

うに、たまたま派遣で行ったときに中高生の

で、補正予算はまだ可能でございますので、

方とも途中でドッキングしたのですよね。だ

あるいは時期的に６定でいいのかどうか、６

から、町長が御案内のとおり、例えば町村会

定はちょっとまずいですね、実施７月ですか

や、あるいは池北沿線、いろんな道路とか線

ら、チケットの問題がありましょうからね。

路とか、いろんな意味で中央陳情に行ったと

そういうことの選択肢も一つあるのかなと。

きに、中央陳情は当時北見市がずっと一緒に

経験則からいって、一定の現地における交

なってやって、その後、３町だけでまた別行

流のあり方のパターンは、経験則からいって
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いろいろなパターンがありましたよと。今回

りますけれども、ここに来て、どうもコンク

も、この行政報告の文言というのは、私は極

リートのようだなということで。実は向こう

めて不適切なのか、蛇足なのかなと、町長も

の友好協会のほうともいろいろ連絡をとりな

認めるとおり。一般町民の世論にしてみた

がら、どうしようかということも一定程度内

ら、代表者が行って我々を行かさないで行っ

部でも相談をさせていただきましたし、もち

たなんて、そういうわかりやすいお話が、会

ろん、教育委員会のほうとも打ち合わせをさ

話がなされる可能性ももちろんありますよ

せていただきました。

ね。だから、そういうことを別に恐れるわけ

そうしますと、これもコンクリートになっ

ではございませんけれども、どうせ来年度行

ているかどうかわかりませんけれども、今現

くのなら、別にそういう一定の節目の中で行

在入っている予定では、エドモントンのス

くということが、かえって交流の厚みを増す

トーニープレイン市内でアルバータ州と北海

のかなと、この辺も再考の余地があるのかな

道の姉妹都市会議をやるよと、そしてそこ

と、そんな思いも。

で、これまた次の週も含めてですけれども、

日程的なこともありますし、この現状の中

州知事だとか、議会代表との会談だとか、あ

でこれからそういうチケットとかそういうこ

るいは３０周年の記念レセプションもやるよ

とができるのかどうか、いろいろなこと、募

と、こんな日程で来ているのです。そこに

集の問題もありましょうし、その辺はよくわ

は、事前の下打ち合わせの中では、私どもが

かりませんけれども、現時点で５月７日です

姉妹提携をしておりますウェタスキウィン市

から、それも可能なのかなと。それで、一定

の市長さんになるのか、どなたになるかわか

の所要人数がいなくても、この段階で５名い

りませんけれども、その方々もそちらのほう

るわけですからね。それから、ジェットが

に集結をするよというような、こんな情報も

行ったって、そういうの全然、要するに町の

いただいているところでございます。

職員の方ですと、旅費はそこは重複しないで

その中で、ことし予定していた社会人の分

１人で済むかもしれませんし、いろんな意味

をどうするという、教育委員会とも相談をし

であってしかるべき再考の余地があるのかな

たわけでありますけれども、実は前回、です

というようなことで思うのですけどね。

から昨年は中高生が行っていますから、その

その辺は、別に答弁の中で明確に答弁いた

前の年ですね、この前の年は社会人で募集を

だくことは考えておりませんけれども、熟慮

かけたのですけれども、希望者はたしか４名

に熟慮を重ねる一つの施策があってしかるべ

ぐらいしかいなくて、最少人数にも達しない

きかなという思いで、今お尋ねをしているの

ということで取りやめをしたという経過も

ですけれども、そんなことで御所見を。次に

あって、ことしはどうするということで相談

再々質疑いたしませんので、御所見をどう

をした結果、ことしについては断念をしよう

ぞ。

と。代表団が北海道の訪問団に加わって、そ

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長

安久津

こで参加をしようということで結論を出した
ということでございますので、ただ単にこっ

勝彦君。
今、高橋議員から

ちをやめて町の代表団だけで行こうやと、こ

お話があった、訪問団は訪問団、そして町独

ういうことではないということだけはぜひ御

自の交流団は交流団という、こんなお話もい

理解をいただきたいなというふうに思うとこ

ただきました。

ろでございます。

○町長（安久津勝彦君）

実は正式に北海道から要請があって、た

以上でございます。

だ、３０周年の絡みもあって、日程もコンク

○議長（吉田敏男君）

リートかどうかということもあったわけであ

せんか。
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他に質疑はございま

２番

いった目的のものであるとしても、やはり町

榊原深雪君。
参加者の５名の方

民の皆さんがしているときは半額負担なりし

は、カナダには行かれたことがある方なんで

ていたものが、今回、こういう訪問団を結成

しょうか。５名の訪問団がありますよね。そ

することに対して、町が全額負担でいくとい

の方たちは、一度行かれている方ばかりなん

うのがちょっと解釈しかねるのですけれど

でしょうか。

も、そこのところのお答えをお願いいたしま

○２番（榊原深雪君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、副町長

田中

○議長（吉田敏男君）

幸壽君。
○副町長（田中幸壽君）

す。

このうち具体的に

答弁、副町長

田中

幸壽君。

決まっているのは、町長、理事者が出席をし

○副町長（田中幸壽君）

ます。町長は行ったことはございません。あ

す。

お答えをいたしま

とは、議会代表、それとか教育委員会、教育

従来から同じような予算計上をしているか

委員会は教育委員長がということで言ってい

と思いますけれども、この種の公式行事に町

ますけれども、委員長が行けば、行ったこと

の理事者等々、関係者が出席する場合に、当

はありません。それと、姉妹都市の関係者、

然、全額公費で賄うというのは、今の御時

代表がそれぞれまだ具体的に人選がされてお

世、確かに財政上の問題等々があるわけであ

りませんので、その人方が行ったことがある

りますけれども、そういった面では私どもも

かどうかというのは、議会で議長が行けば、

人選をかなり圧縮したつもりでありますし、

多分、恐らくないということになるのでしょ

公式行事に自費で賄うといったことが、果た

うけれども。そういうことで、今のところ、

してそちらのほうが正しいやり方なのかどう

恐らくは行った経験の方ではないということ

かというのは疑問等もありますので、今回の

は言えるかというふうに思います。

訪問団についてはすべて公費負担と。
そして、従来の町民ジェットでの子供たち

以上です。
○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

のツアーというのか、訪問でも同様でありま

○２番（榊原深雪君）

７月１２日から１８

すけれども、いわゆる随行員の場合は、公費

日までの一応日程になっておりますよね。そ

として扱っているのは全部町費負担をしてい

れで、まだ人選が決まっていないということ

るわけで、一般公募で参加される方に一定の

ですか。あと２名の方の人選が決まっていな

御負担を強いてというのか、御負担の条件の

いということですか。

中で募集をしているといったことでございま

それで、今まで町民ジェットの場合は、御

す。

負担がありましたよね、それぞれに。学生さ

もう１点、御質問にはなかったのですけれ

んもそうですけれども。今行かれる予定の方

ども、大人の町民ジェットというのは、この

は、町で全額負担するということの解釈でよ

数年、第１２次まで隔年で実施をしておりま

ろしいのですね。

して、平成１６年の第１２次の町民ジェット

○議長（吉田敏男君）

答弁、副町長

田中

か、いなくて取りやめになっておりまして、

幸壽君。
○副町長（田中幸壽君）

については、参加者が不足をしたといいます

今回の予算計上額

翌年、また１２次の訪問団を結成して、その

は、全額の予算計上をしております。

ときには９名ですか、の人員が集まったと。

○議長（吉田敏男君）

２番

榊原深雪君。

それで、その翌年の、その次の年、２０年に

○２番（榊原深雪君）

私も、やはり客観的

ついても、応募がなくて中止をしているとい

に見まして、こういう国際交流が目的ですよ

うことで、過去、この間、２回ほど大人の町

ね、一番の目的がね。その中で、行事がこう

民ジェットについては中止をされているとい
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うのが実績でありますので、そういったこと

矢野議員、正直にといいますか、私どもは

も御理解のほどをよろしくお願いしたいと思

正直に３月第１回定例会で執行方針でこうい

います。

う見通しですということを触れさせていただ
き、そして正式に北海道から要請があり、そ

以上です。
○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

で、北海道訪問団に代表団が加わって参加を

せんか。

しようということで、これはまじめに議論を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括でございません

し、そして今回、行政報告についてもまじめ
に行政報告をしたつもりであります。しか

か。
９番

して教育委員会も含めて内部協議をした上

し、これは先ほどの高橋議員の質問にもお答

矢野利恵子君。
隔年で実施してお

えしたとおり、３月定例会で執行方針でも触

ります町民ジェットと中学生高校生海外研修

れておりますから、その流れからいけば、そ

派遣については、ことしは町民ジェットを予

ういう意味では、私どもはより正直といいま

定しておりましたが、ことしのウェタスキ

すか、そういう意味で書いたということであ

ウィン市との交流はこの訪問団の派遣にか

りますけれども、まさしく矢野議員さんに

え、取りやめることといたしました。これ

は、これはごまかしととられたのかもしれま

は、本当に今までの経過を町長は本当に今回

せんけれども、決してそんな気持ちは全くご

正直に書いてあるだけで、別に何ら、これを

ざいませんで、真摯に北海道の要請にもおこ

書いたのが蛇足でいけないとか、そういうこ

たえをし、当然、カナダの私どもはウェタス

とにはならないと思うのですよね。

キウィン市との姉妹提携をやっているわけで

○９番（矢野利恵子君）

そういうふうな話が出てくるほうがおかし

ありますから、当然、そういうところに北海

いというか、ごまかそうとして、まだ予算に

道としても全道のそういう自治体に呼びかけ

も計上していないことだから取りやめたこと

をしているわけでありますから、決してごま

にはならないというふうに、そういうふうに

かそうだとか、そんな気持ちは全くございま

答弁したほうがおかしいのであって、今回の

せんので、ぜひその点については誤解をなさ

町長の行政報告は何らおかしいところはない

らぬようよろしくお願いをしたいというふう

と。本当に、今までの当たり前のことを書い

に思います。

てあるだけで、だれもが納得することだ。そ

以上でございます。

う書かないほうがいいって言うほうがおかし

○議長（吉田敏男君）

いのではないかなって、町の体質って一体ど

君。

ういうことなんだ。何とかもうちょっと正直

○９番（矢野利恵子君）

な態度の中で、正直な報告の中で、正直に本

な答えをされましたね。（発言する者あり）

当に答えをやっていってほしいなと。ごまか

９番

矢野利恵子

またとんちんかん

私が言っているのは……。

そうとするのではなくて、正しいことを言っ

○議長（吉田敏男君）

て説明をしてもらいたい、そのように考える

と気をつけて発言をしてください。

わけですけれども、それについての町のあり

○９番（矢野利恵子君）

方についてお答えしていただきたいと思いま

た答えをいただきましたが、私が言っている

す。

のは、これは町長はちゃんと本当のことを書

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長

安久津

す。

じゃあ、的を外れ

いている。だから、それについては何ら言う
ことはないのではないか。私が言っているの

勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

言葉遣いを、ちょっ

お答えをいたしま

は、ここにちゃんと正直に書いてあるのだか
ら、取りやめていないなどと副町長が違うこ
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とで答えたから、それがおかしいのではない

ことは事実ですけれども、だけど、それは別

かと。ごまかそうとして、ちゃんとここにや

に決まって予算計上しているわけでも何でも

めたというふうに正直に書いてあるのに、や

ありませんので、我々こういう議会に関与し

めたとは言っていないというふうに副町長が

ている人間って、今回この予算でもって上乗

答えたから、それは悪いのではないかという

せするなり減額するなり、それから今の国際

ことを言っているのであって、それが的を外

交流のあり方が中身が変わったとかという議

れた答えだと言っているのですよね。だか

論なんていうものではないのですよね、基本

ら、副町長、その答えをお願いします。

的には。行くということは、国際交流しよう

○議長（吉田敏男君）

答弁、副町長

田中

容については、全く執行方針で明らかにして

幸壽君。
○副町長（田中幸壽君）

ということは明確になっているけれども、内

先ほどもお答えし

いるだけでないわけですから。

たつもりでありますけれども、結果として北

ただ、私が一番懸念するのは、私は３５年

海道の訪問団に参加をして、従来の町民

議員をやって一番懸念するのは、ひとり歩き

ジェットの部分は実施をしないということで

するのですよ、議論が。議論がひとり歩きす

すから、結果としては、ここに書いてあるよ

るのです。どういう議論がひとり歩きすると

うに取りやめることといたしましたというの

いったら、いやいや本来は一般の町民ジェッ

は、これはこれで合っているのだというふう

トの一般が行くのに、理事者の肩書きを持っ

に思っています。

ている人だけ行くようになって、それで予算

ただ、先ほど言ったのは、矢野さんは大人

が出たというね。だけど、そういうことだけ

のカナダ訪問をやめて、期待していたのにそ

ではないはずなのだね。私は、やはりその辺

の分をやめて、そして自分たちだけが行く

はめりはりつけてしていかないと、町民の皆

と、そういうことは、町長が真摯的にという

さんにみんなビラを配ったり、１人ずつ戸別

話にこだわったのはそこだと思いますけれど

訪問して、いや実はこうだって説明できない

も、何か意味ありげな発言をされて、本来的

じゃないですか。

にいけばこの人たちを行かせるべきところ

そういうだけに、やっぱりもう少しきちっ

を、あえてその部分をやめて、町長たちが公

とした議論をして、そういううがった見方を

費で行くのだと、それはおかしいのじゃない

されるようなあり方というのは、私はいかが

かということであれば、そういうことではな

なものだろうかという疑問の呈を。だから、

いということを再三申し上げているつもりで

（聴取不能）的なんていうものでないと、私

あります。

は全然そうだと思っているのですよ。
それともう一つは、こういう海外派遣の国

以上です。（発言する者あり）
高橋幸雄君。

際交流の場合は、やっぱり粛々と、公職者は

非常に議論してい

公職者として、来賓者として行くわけだか

て、今、いろんな話を聞いていて、不愉快き

ら、きちっとした形で公務出張すると、こう

わまりなくてもどなるわけにもいかないし、

いうパターンというのを明確にしておかなけ

怒るわけにもいかないから黙って拝聴してい

ればならぬと思うのですよ。そのことは。

○議長（吉田敏男君）
○８番（高橋幸雄君）

８番

たのですけれども、ただ、私が申し上げてい

そんなことを言ったら、例えば議会事務局

るのは、何が蛇足で、正直に言って何が悪い

の職員だって、我々と同じような旅費規程で

のだと、また違う話が出て、総括質疑をなさ

行くわけですから、私は旅費が職員だから少

いましたけれども、私が申し上げているの

ないからパコに泊まります、あなた方はプリ

は、執行方針できちっと示しているよと、経

ンスホテルに議会議員は泊まってもらいた

過からいえば、そういう関連は隔年であった

い、そんなことだったら一定の視察における
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連携は保てないし、一体性をなさないという

１年先かことしかというだけの世界の話です

ことで旅費規程ということがあるわけですか

からね。例えば、ことしこういうことで予

ら、したがって、今回の場合も、ジェットの

算、総合計画上あるから、来年はなくなっ

場合も、すべて随行職員は公費で行っている

て、今度はどうのこうのなんていう、その点

わけでしょう。それと一般町民と条件がおか

は明確に国際交流の中で予算措置もしており

しいのでないかという、そういうことの議論

ますので、そういうことでやっぱり粛々と毅

というのはまた違う問題なのですよね。

然とした状況で執行して、それだけの務めを

だから、私どもは、現地に行ったときも、

果たしていただきたいなと。

随行職員は遂行職員としてきちっとした、

物見遊山に行くわけでないですから、現地

我々が準備しようとするよりも、一番最後に

に行ってみたらわかりますから、行ってみた

出てきてね、確かに旅行会社の方が添乗ある

らやっばり、私がさっきから申し上げていた

といえども、そういう執務のあり方、出張先

のは、現地に行ってみたら、これは道の関係

に行っても、それは当然要求されますよ、公

ですから、私も道の関係で行ったことがある

務ですからね。

けれども、一定の各公共団体の、網走からも

私は、こういう議論を通じて、もう少し正

ずっとそれぞれの方が来て、レセプションが

確な形で議論をして、きちっとした国際交流

あって、当時の総領事も出て、それはそれで

のあり方、そしてそれを現地に行くという状

次の会もあって、終わったら今度、またうち

況の予算が計上されたわけですから、それ

のウェタスキウィン市の交流もできるような

が、私が申し上げているのは、今の今回の行

一定の旅程だって当然あり得るわけですか

政報告の報告の内容というのは、ややもすれ

ら、だから、そういう意味でも、ドッキング

ば、今の質疑を聞いていて、誤解を与えるこ

方式もあり得るのかなと。当然、すべてが一

との要因になりはしないかということを申し

緒でなくたって、ただ、中高生はもちろん一

上げたのです。

緒でございませんからね、入る、出るぐらい

だから、ある人に言わせれば、それは正直

のパターンでしたけれどもね。一般社会人の

でいいって言うかもしれないけれども、だけ

町民ジェットだったら、そういうことも、式

ど、また一方の見方としては、議論というの

典は別として、式典ったって相当の人数にな

はどこでも進むのですから、物の見方という

りますから。ただ、ウェタスキウィン市だっ

のは。多面的にいろんなことがあるのですか

て相当の人数ですからね、市民もいらっしゃ

ら。私は、それを全体に対してきちっとされ

るから。今回は、州だから、今おっしゃるよ

て、やぱり粛々とやっていただきたいなと。

うに、うちらの姉妹提携都市の市から、いろ

先ほども他の議員の質疑の中で、今予定さ

んなエドモントンからいろいろな交流してい

れるメンバーは決まっていないけれども、町

る道内の方が一堂に会して、代表が集まって

民ジェットと同様に、１回の経験者以外の方

レセプションがあるのですけれどもね。

ですねっていうことで確認の質疑がございま

だから、やっぱりこういう議論の中でこう

したけれども、まさに私の知る限りは首長も

いう議論をしているのを、僕は本当に嘆かわ

そういうところに行っていないというように

しくて、心苦しい思いをしているのですけれ

私は承知しておりますね。やっぱりそれは先

ども、もう少し毅然として一定の目的を果た

頭に立って、国際交流の先達を務めるという

していただきたいなと、その辺を強い今後を

のは大事なのですよ。

含めて、決意を、所見をいただきたいと思い

だから、私は先ほども申し上げているの

ます。

は、だとすればもうちょっと厚みを増すこと

○議長（吉田敏男君）

の手法だってありますよねっていうことね、

勝彦君。
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答弁、町長

安久津

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

かれてウェタスキウィン市に表敬訪問すると
きには、当然、通訳のこと等もありますか

す。
先ほども少し触れましたとおり、北海道の

ら、これは随行員として職員というようなこ

ほうからの情報というのは結構早い時期に、

とで、最少５名というような形で決断をし、

ことしはこんなことを予定しているよという

本日、議会に提案をさせていただいたという

ような情報もいただいていたわけであります

ことでございます。

けれども、その時点では、どう対応すべきか

まだ、北海道的には、恐らくはこれで固

ということについては、まだまだ結論を出せ

まったのだろうというふうには思いますけれ

るような状況ではなかったということでござ

ども、北海道がかかわる公式行事について

いますし、正式に来たのが３月２６日付で、

は、当然すべて参加をさせていただく。そし

この日程でほぼ固まりつつあるよというこ

て、先ほど申し上げたとおり、公式行事が終

と、それからあわせて道内のほかの自治体の

わった後、北海道は北海道で別な日程を組

参加の状況、その時点での参加の状況も参考

む、それぞれの自治体、提携を結んでいると

までに資料もいただいたわけでございます。

ころについては、１日、２日の日程を保証し

それを受けて、我が町足寄町の対応としてど

ますので、それぞれで公式訪問なりをしてく

う対応していくということで、先ほども答弁

ださいと、こういう日程になっておりますか

したとおり、相談をしたところでございま

ら、これはまたウェタスキウィン市を公式訪

す。

問し、しっかりと今後のことも含めていろい

そこで、やはり北海道がそれぞれ交流を

ろ協議の場あるいは交流の場を持ち、対応し

持っている自治体に、北海道の訪問団に加

てまいりたいというふうに考えておりますの

わってくれという、こういう正式な要請が来

で、御理解を賜りたいというふうに思いま

たということ、そしてまた、北海道全体のお

す。

およその状況を言いますと、当然、北海道、

以上でございます。

これは知事を先頭に道議会、さらには産業

○議長（吉田敏男君）

界、また特に産業界もことしは北海道の養蜂

せんか。

協会、これはハチの関係だと思いますけれど

５番

他に総括はございま

木村明雄君。

も、養蜂協会あるいはＩＴの関連企業、それ

○５番（木村明雄君）

これについては、さ

から先ほど副町長もちょっと言いましたけれ

まざまな議論がなされたわけでございますけ

ども、一般参加者、これは公募するのかなと

れども、北海道がカナダと交流を深めて３０

いうふうに思いますけれども、相当大きな訪

周年だと、そしてまた、足寄がカナダと交流

問団を形成して、３０周年、この節目の行事

を深めて２０年の節目の年に当たるというこ

として取り組みをするという御案内をいただ

とでございます。そこで、これから先に向け

いたものですから、これは私どももここには

て、カナダと、そして足寄町がきずなを深め

加わるべきだなと。それも、最少人数で参加

ていくと。これは、今までにも本当に大人の

をさせていただこうということで、行政代

人たち、それからまた高校生も、相当の人た

表、それから議会代表、それからこれまでの

ちがカナダへ行って研修をしてきたというこ

足寄町の交流の窓口である教育委員会、それ

とがあろうかと思います。ことしは、たまた

から足寄でいきますと輪の会、それから随行

ま北海道の３０周年記念、そして足寄の２０

員というようなことで。

周年ということの節目の年に当たるというこ

ですから、実質は、公式に行く代表として

とであれば、これはやはり北海道の研修の形

は４名、そして、これは途中までは北海道と

で、そしてまた足寄町の代表として、各町村

一緒ですからいいのですけれども、今度は分

に恥ずかしくない形の中で行ってきていただ
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きたい、私はそんなふうに思うわけです。

いう論理の世界ではありません。ただ、やは

○議長（吉田敏男君）

り数年のジェットを外したことに問題がある

他に総括はございま

のですよね。堂々と新しい費用で、新しく予

せんか。

算をとって行くべきだったのですよ。それが

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

そういうことで、賛成なので、堂々と行っ

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

てきて、それ以上のものを得てくればいいと
思います。

ませんか。
９番

正しいやり方だと思います。

以上です。

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

反対討論です。

やはり大人の、本当の行く予定の大人の人

○議長（吉田敏男君）

ここで申し上げま

す。

たちを尊重して、町の関係者だけが全額町費

会議時間は、会議規則第９条により午後４

負担で行くというのは、やはりまずい。町関

時までというふうになっておりますけれど

係者５人も行くのだから、大人の人を募集し

も、本日の会議時間は会議規則第９条第２項

たら、４人ぐらいか５人はあっという間に集

の規定によりまして、これを延長いたしたい

まりそうなということも考えられる中で、私

と思います。これに御異議ございませんか。

も人に勧めようと楽しみにしていた中で、人

（「なし」と呼ぶ者あり）

に勧めることですから何か先ほどは誤解され

○議長（吉田敏男君）

たようで。町民をないがしろにするとまでは

にいたします。

言わないけれども、町民は行かないだろうと

それでは、そのよう

他に討論はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

いうふうに進んだ中での、予算があるから自
分たちだけで全員全額負担で行くというこの

○議長（吉田敏男君）

予算に対しては、反対いたします。

と認めまして、これで討論を終わります。

○議長（吉田敏男君）

他に賛成討論はあり

これから、議案第５５号平成２２年度足寄
町一般会計補正予算（第１号）の件を採決い

ますか。
１２番

それでは、討論なし

大久保

優君。

○１２番（大久保

優君）

たします。
いろいろと今ま

で答弁されてきましたけれども、この問題の
文書における、確かに不適切だと思います。

この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者起立）

ただ、もう少し熟慮してほしかったのは、今
までの各年度ずつに一般の人と子供たちが訪

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

問していることは、これは行事として入れて

したがって、議案第５５号平成２２年度足

おけばいいのです。これを切るからおかしく

寄町一般会計補正予算（第１号）の件は、原

なるのですね。一昨年に、ただ応募が少なく

案のとおり可決されました。

取りやめたから、今回もやめるという理由に

ここで、暫時休憩をいたします。

ならない。だから、こういう問題が起きるの

休憩中に議会運営委員会をお開きいただき
たいと存じます。

だと思います。
そして、やることについては、賛成しま

午後

４時０２分

休憩

す。当然、一般町民の参加、そして今の公式

午後

４時０９分

再開

訪問ですね、これは２０周年記念の公式訪問

○議長（吉田敏男君）

ですから、これは足寄町の代表として堂々と

再開いたします。

公費で行くべきだと。これを半額負担なんて
― 48 ―

休憩を閉じ、会議を

◎

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

ただいま議会運営委

員会におきまして、５月２２日に十勝市民オ
ンブズマンの会２周年記念が企画しておりま
す市民フォーラムというものがあります。こ
れは、音更町のコミュニティセンターで午後
２時から午後４時３０分までということの中
で、２時間半行われることになっておりま
す。講師といたしまして、前福島県矢祭町長
の根本良一氏が基調講演をすることになって
おります。
私ども議会の、今盛んに活性化の関係で、
機会改革の関係で取り組んでおります。そう
いった意味からいたしまして、これは公務と
して全員が参加するということにただいま決
定をいたしましたので、日程がそのように
なっておりますので、全員の参加をお願いい
たします。バスの予定もありますから、それ
に同乗していただきたいというふうに思って
おります。
以上でございます。
詳細につきましては、１８日にそれぞれ
ペーパーで回しますから、そのときに詳しい
内容はお示しをいたしたいと思います。
◎

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。
本日は、これで散会をいたします。
次回の会議は、５月１８日午前１０時より
開会をいたします。
本日は、大変御苦労さまでございました。
午後

４時１１分

散会
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