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午前１０時００分

会期は、本日６月８日から６月１８日まで

開会

の１１日間とし、このうち、９日から１５日
◎

までの７日間は休会となります。

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

次に、審議予定について報告いたします。

全員の出席でござい

本日６月８日は、議長の諸般の報告の後、

ます。
ただいまから、平成２２年第２回足寄町議

総務産業常任委員会、議会運営委員会から所
管事務調査報告を受けます。

会定例会を開会いたします。

次に、平成２２年第１回定例会本会議で文

ここで、暫時休憩をいたします。
休憩中に表彰状の伝達を行います。

教厚生常任委員会に付託いたしました陳情第

去る６月３日の北海道町村議会議長会第６

１号の審査報告を受け、審議いたします。
次に、町長、教育委員長から行政報告を受

１回定例総会におきまして、足寄町議会議
員、吉田敏男議員が町村議会議長として７年

けます。

以上在職したものとして、また、谷口議員、

次に、報告承認第４号を即決で審議した

矢野議員、吉田議員が町村議会議員として１

後、報告第１０号、報告第１１号の報告を受

５年以上在職したものとして表彰されました

けます。
次に、議案第５６号から議案第６６号まで

ので、ここで伝達をいたします。

を即決で審議いたします。

午前１０時０１分

休憩

午前１０時０５分

再開

次に、意見書案第２号を文教厚生常任委員

休憩を閉じ、会議を

会に、意見書案第４号を総務産業常任委員会

○議長（吉田敏男君）

に付託し、会期中の審査といたします。意見

再開いたします。

書案第３号と意見書案第５号は即決で審議い
◎

たします。

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

なお、議案第６７号から議案第７２号まで

これから、本日の会

の補正予算案は、後日提案説明を受けた後、

議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

即決で審議いたします。
１６日は、一般質問などを行います。

です。

１７日以降の審議予定については、一般質
◎

問者の人数などにより流動的でありますの

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

会議録署

で、今後の議会運営委員会において協議をい
たし皆様に御報告をいたしますので、御了承

名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第１１６条の

願います。
以上で、報告を終わらせていただきます。

規定によって、３番島田政典君、４番井脇昌

○議長（吉田敏男君）

美君を指名いたします。

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

日程第２

会期決定

の件を議題といたします。

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

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

◎

議会運営委員会委員

お諮りをいたします。

昨

日６月７日に開催されました第２回定例会に

本定例会の会期は、本日から６月１８日ま

伴う議会運営委員会の協議の結果を報告いた

での１１日間にしたいと思います。これに御

します。

異議ございませんか。
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下から３行目から「遠軽町で採用している一

（「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

般質問における一問一答方式、足寄町におい
ても傍聴者に対して簡潔でわかりやすい一問

す。
したがって、会期は、本日から６月１８日

一答方式の導入について検討を加えることが
必要と考える」と、これはどういうところか

までの１１日間に決定いたしました。
なお、１１日間のうち、９日から１５日ま

ら。私は、今まで足寄町でやっている一般質

での７日間は休会といたしたいと思います。

問のやり方、２時間使えるということで、そ

これに御異議ございませんか。

のやり方に別に何の不満もないし、いいと
思っているわけですけれども、なぜこの一問

（「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

一答方式ということがいいというふうに出て
きたのか、それをお尋ねしたいと思います。

す。
よって、７日間は休会に決定をいたしまし

○議長（吉田敏男君）

委員長、答弁。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

た。

矢

野議員の質問にお答えいたしたいと思いま
◎

す。

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

今回、この４町を視察研修させていただき

諸般の報

ました中で、代表的な町としての遠軽町さん

告を行います。
議長の報告事項は、印刷してお手元に配付

は一問一答方式を取り入れているという、こ
こにあらわし方をしたんですけど、昨年度、

のとおりです。

一昨年度、先進地の道南・道央地方等とも視

これで、諸般の報告を終わります。

察研修したところ、一問一答方式を取り入れ
◎

ている町は非常に多い。なぜ多いかというこ

報告第８号
報告第８

とはここにもあらわしていただいているとお

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

り、傍聴者にも、一問一答ということは、区

いての件を議題といたします。

切りを持った中で、質問といただく答えとの

○議長（吉田敏男君）

日程第４

別紙配付のとおりでございます。

接点が非常に明確であるということ。今回、

ただいまの報告に対し、質疑を行います。

４町の中で遠軽町さんをあらわさせていただ
きましたが、各道央・道南等の先進地の視察

質疑はございませんか。

の中でも非常にこれが有効、特に傍聴者にも

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

明確でわかりやすいと。
また、一般質問をされる方も、一つの区切

す。

りの中で、焦点を絞って密度のある政策論争

これで、報告を終わります。

を交わせるという利点の中で、今回このよう
◎

なあらわし方と、今後、検討を加えていきた

報告第９号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

報告第９

いという考えを持ったところでございます。

号議会運営委員会所管事務調査報告について

○議長（吉田敏男君）

の件を議題といたします。

君。

９番

矢野利恵子

別紙配付のとおりです。

○９番（矢野利恵子君）

ただいまの報告に対し、質疑を行います。

は、要するに制限されるということですよ
ね。足寄町の場合は、質問を何回しかできな

質疑はございませんか。
９番

いだとか、会派をつくっていて、会派で質問

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

一問一答方式と

６ページの総括で

しなければならないとか、そういう制限がな
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くて、とても民主的なやり方をしているんだ

承りたいと思います。

と。このやり方にするに当たっては、昔の議

○議長（吉田敏男君）

員の人たちがとても苦労して２時間できると

君。

いうのを決めてきた。足寄町はとても民主的

○９番（矢野利恵子君）

なところなんだということで、自慢の一つが

ですけれども、やはり一問に対して答えは一

２時間もできるというやり方。もっとも２時

つしかない。そうしたら、話が進まないの

間を使う人というのはそれほどいるわけでは

じゃないか、それで終わりかと。そういうふ

ないけれども、十分な意見の交換ができると

うな表現がこの一問一答方式ということなの

いうところが足寄町のよさなんだというふう

で、やはりそこのところは先人がちゃんと考

に私も理解していた。それをわざわざこのよ

えて２時間というふうにやってきた。ほかの

うに後退させることはないんではないかな

ところは、一般質問にしても３回までしかで

と。

きないという規制があったりしている中で、

９番

矢野利恵子

理解はできないん

これに対して、一問一答方式というのは、

足寄町は昔の議員さんたちがここまで苦労し

時間の制限だとか回数の制限とか、そういう

てやったということを踏まえた上で、一問一

ことはどのように考えてこれを出してきたの

答方式についてはやはり慎重に考えるべきだ

かを聞きたいと思います。

と思います。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

委員長、答弁。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

お

委員長、答弁。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

お

答えいたします。

答えいたしたいと思います。
今、矢野議員のおっしゃる足寄町議会とし

今、矢野議員さんのイメージも決して否定

ての長い一つの事例というものも、もちろん

するものではないんですけど、少しでも簡素

今日までそれに倣って一般質問に対して用い

で。

てきたわけでございますが、苦労して２時間

また、一質問すると一答えで終わってしま

という表現も質問の中でなされましたけど、

うというお話をされましたけど、そうではな

時間的な制約そのものは考えておりません。

いわけです。その中で、提案・提言をきっち

その中で、ぼやけた焦点が特にここ一、二

りと再度その質問に対して答弁をいただくと

年、質疑の中で非常に苦労されていると。そ

いうことに対しては、１２０分という時間的

れよりもむしろきっちりと一問一答の中で質

な制約の中で大いに、何度でもその一問に対

問され、答弁をもらい、その中で質問をされ

しての再質問は可能なわけですから、その辺

るという密度を考えるべきではなかろうか

を御理解していただきたいと思います。

と。そのことが、くどいようですけど、傍聴

○議長（吉田敏男君）
１２番

者にもはっきり、何の質問を今現在されてい

ほかに質疑。

大久保優君。

て、どのような答えをいただいたのかという

○１２番（大久保

優君）

今のに関連して

ことも、一つ一つの節目を持ってやはり取り

なんですけど、矢野議員は、今までの一般質

入れるべきだなと。これも、改革特別委員会

問のあり方と一問一答方式のあり方を理解し

も今同時に進行しているわけですけど、そこ

ていないと思います。具体的に説明を求めた

の中の大きな改革の一端にも入るのかなと、

ほうがいいと思います。

そのような考えで検討しているところでもご

○議長（吉田敏男君）

ざいます。

お話がありましたように、矢野さんの理解が

今、大久保委員から

そのようなことで、このことは決定という

ちょっと違ったところがありますので、その

ことでないにしても、今後検討する中で、何

辺も含めて、委員長のほうから再度御答弁い

とかその辺の各議員さんにおいての御理解も

ただきたいと思います。
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○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

お

○議長（吉田敏男君）

答えいたします。
矢野議員さんの今おっしゃった、ある一定

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

の期間というのを経過した中で、制約の１２
０分という中で、従来どおりでいいんじゃな

質疑なしと認めま

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

いかと。それがある意味においては足寄の一
般質問のあり方としてむしろよかったんでは

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

ないかという御質問に対して、私はくどいよ

す。これで、討論を終わります。

うですけど、再質問は明確に焦点が合ってい

これから、陳情第１号「後期高齢者医療制

ないと。それよりも狭めた中で、質問一つ一

度の廃止を求める意見書」の提出を求める陳

つに論争を交わす。焦点が非常にぼやけてい

情書の件を採決します。
本件に対する委員長の報告、趣旨採択で

るだけに、一問一答方式の導入というのが、
答弁者側においても、また傍聴者側において

す。
本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

も明確でないのかということが、決定ではな
いんですけど、考えられているところである

とに賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

ということなんです。
そういうことで、御理解を賜りたいと思い

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

したがって、陳情第１号「後期高齢者医療

ます。
○議長（吉田敏男君）

ここで、休憩をさせ

制度の廃止を求める意見書」の提出を求める
陳情書の件は、委員長の報告のとおり趣旨採

ていただきます。
午前１０時２２分

休憩

午前１０時２８分

再開

○議長（吉田敏男君）

択することに決定いたしました。
◎

休憩を閉じ、会議を

行政報告

○議長（吉田敏男君）

再開いたします。

行政報告

を行います。

他に質疑はございませんか。

町長から行政報告の申し出がありました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

日程第７

質疑なしと認めま

これを許します。
町長安久津勝彦君。

す。

○議長（安久津勝彦君）

これで、報告を終わります。

議長のお許しをい

ただきましたので、７件の行政報告を申し上
◎

げます。

陳情第１号
陳情第１

まず、１点目でございますが、新型インフ

号「後期高齢者医療制度の廃止を求める意見

ルエンザ対策本部の解散についてでございま

書」の提出を求める陳情書の件を議題といた

す。

○議長（吉田敏男君）

日程第６

本年５月２１日をもって新型インフルエン

します。
本件における文教厚生常任委員長の報告

ザ対策本部を解散いたしましたので、経過等
について御報告を申し上げます

は、別紙配付のとおりです。

新型インフルエンザは、昨年４月１２日に

本件における委員長の報告は、趣旨につい
ては妥当と認めるもので、趣旨採択です。

メキシコでの発生が確認され、昨年５月９日

これで、委員長の報告を終わります。

に日本において初の感染者が確認された後、

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

急速に全国的な感染拡大が始まりました。
当町においては、町内での感染拡大と被害

います。質疑はございませんか。
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を最小にとどめるため、昨年５月２２日に新

長期間にわたっての感染予防啓発等に対する

型インフルエンザ対策本部を設置し、これま

町内医療機関の絶大な御協力と迅速な医療提

で１年間にわたり、国の指針や足寄町新型イ

供、また集団生活の場となる学校関係者等に

ンフルエンザ対策行動計画に基づいた各種対

よる感染予防啓発と指導や休業等への御協

策を講じてまいりました。

力、各事業所や各御家庭等における対応や御

この間、町内医療機関の御協力を得なが

協力、そして議員各位の御協力のたまものと

ら、感染予防や集団感染の拡大防止に向けて

深く感謝し、厚くお礼を申し上げる次第でご

集団生活の場となる学校等の関係者や住民に

ざいます。

対してマスク着用、手洗い、消毒、うがいの

今後、季節の推移等により新型インフルエ

励行等を中心とする指導や啓発を行ってまい

ンザが再流行する可能性も十分に懸念される

りましたが、昨年８月１１日に初めての町内

ことから、改めて手洗い、消毒やうがい等の

感染者が確認され、９月の連休時期には、行

感染予防対策に万全の備えを期されることを

楽に伴う町民移動などにより集団生活の場を

お願いするとともに、福祉課を中心として町

中心とした感染拡大が起こりました。

内医療機関・教育機関等の協力を得ながらこ

１０月中旬には新規感染者が週に１００人

れまでの対応等の検証を行い、今後に向けた

を超える時期もありましたが、学校等での休

各種感染症に対する効果的な対策を練ってい

業を初めとした感染拡大予防対策が功を奏

く所存でございます。

し、冬季休業期間を境に小康状態となり、２

なお、別紙によりこれまでの感染者発生状

月９日に発生以降は新たな感染者の確認がさ

況等の資料を添付しておりますので、御参照

れておりません。

願います。

これまで、町内で新型インフルエンザの感

今後においても、各種感染症等の発生等に

染が確認された住民は４６２人で、全町民の

対しては迅速な行動に努めてまいりますの

５.８％の罹患率にあり、ワクチン接種済み

で、御理解を賜りますようお願い申し上げ、

者は１,４１１人で、全町民の１７.９％の接

新型インフルエンザ対策本部の解散に関する

種率となっております。

報告といたします。
次に、マイマイガ対策について報告をいた

また、感染された住民の方々において特に
重篤症状に至った方の報告はなく、おおむね

します。

軽症で全快されたものと安堵しております。

マイマイガ発生から３年目を迎え、本年も

現在、国においては新型インフルエンザ流

大量に発生すると予想されることから、別紙

行の鎮静化傾向が示唆され、町内において

「マイマイガ対策実施要領」を５月１７日開

も、最終感染確認者の発生以降３カ月以上が

催の足寄町自治会連合会総会において説明

経過し、５月の大型連休時期を過ぎた現在、

し、了承を得て決定させていただいたところ

町内での流行状況はなく鎮静化しており、新

であります。
対策の基本的な考え方については、全町民

型インフルエンザ対策行動計画の第４段階、

が協力して被害防止対策を講ずるというもの

終息期に当たると確認されます。
以上の状況から、新型インフルエンザの感

で、各家庭には自宅や物置などを隣接者と協

染拡大は終結状態にあると判断し、平成２２

働して駆除することを、自治会には住民周知

年５月２１日をもって足寄町新型インフルエ

の徹底及び地域内の公園や施設、高齢者住宅

ンザ対策本部を解散することといたしまし

の駆除支援等をお願いし、行政（役場その他

た。

機関）は飛来防止対策や公共施設、街路灯の

町内の新型インフルエンザ感染被害が比較

卵塊除去など高圧洗浄機の貸出も含めて全町

的軽微な傾向にとどまったことは、これまで

的な駆除支援に当たることとしております。
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現在、幼虫期における駆除について個人や

経済不況などを背景に雇用環境の悪化など

自治会ぐるみで展開されておりますが、今後

の影響も受け、収納額、収納率、いずれも前

成虫化し飛来する場合に備えて、各自治会に

年実績を下回っております。

街路灯の消灯要望について取りまとめをお願

また、事前予告通知による効果額は７３０
万９,０００円で、収納実績額と合わせた総

いしているところであります。
また、終息後における卵塊除去について

額は８９５万円となっており、本町が負担す

は、大量の卵塊が付着している電話電柱は北

る分担金１１０万８,０００円を差し引いた

海道電力並びにＮＴＴへ要請し、街路灯及び

費用対効果額は７８４万２,０００円の実績

公共施設等は町が除去する方向で調整してい

となっております。
発足から３年間の本町の引き継ぎ件数は延

るところであります。
以上でありますが、各個人及び自治会、行

べ３１件、滞納額３,９９３万９,０００円を

政の役割分担のもと、協働のまちづくりの一

引き継ぎしまして、延滞金を含めた収納額は

環として町民の御理解と御協力を切にお願い

１,３５９万６,０００円、本税収納率は３

するところであります。

３.５４％の実績となっております。

なお、自治会からの要請等についての対応

なお、平成２２年度においては、継続事案

窓口は、住民課住民室に統一させていただき

４件を含む１１件、滞納税額６８６万４,０

ました。各個人からの要望等は隣接住民等と

００円を引き継ぎしているところでありま

のトラブル発生の要因となることが懸念され

す。

ますことから、まずは自治会と相談していた

今後において、十勝市町村税滞納整理機構

だき、地域で対応できない場合は当窓口に御

との連携を密にするとともに、本町職員の自

相談していただき、対応してまいりたいと考

力執行による収納対策を図っていく所存です

えております。

ので、議員の皆様を初め町民各位の御理解を

いずれにしましても、今回の対策で万全で
はありませんが、マイマイガの大量発生は３
年から４年で終息に向かうと言われておりま
すので、町民並びに議員の皆様の御理解をお

賜りますようお願い申し上げ、報告といたし
ます。
次に、口蹄疫に係る防疫対策について報告
を申し上げます。
平成２２年４月２０日に宮崎県で家畜伝染

願いし、報告とさせていただきます。
次に、十勝市町村税滞納整理機構について

病・口蹄疫の疑似患畜が確認されました。そ
の後、県内での感染拡大が続き、今日まで２

でございます。
十勝市町村税滞納整理機構における平成２

００例以上もの疑似患畜が発生する未曾有の

１年度の実績が取りまとめられましたので、

被害をもたらしております。これに対し、宮

御報告いたします。

崎県では「口蹄疫非常事態宣言」を発し、現

まず、十勝市町村全体の実績ですが、滞納

在、国を初めあらゆる関係機関が一丸となっ

事案４２２件、滞納額３億６,３４９万３,０

て感染拡大を阻止するとともに、早期撲滅の

００円の引き継ぎに対して、収納額は８,７

ため、徹底的な感染防止対策に取り組んでい

６８万７,０００円、収納率は２４.１２％の

るところでありますが、残念ながら、いまだ

実績となっております。

終息するに至っておりません。

次に、本町が十勝市町村税滞納整理機構に

口蹄疫は国内において１０年前にも発生し

引き継ぎしました事案は９件、滞納額５９３

ており、十勝管内においても同時期に発生を

万６,０００円となっており、延滞金を含め

経験していることから、管内各市町村とも発

た収納額は１６４万１,０００円、本税収納

生直後からいち早く農業団体を初め関係機関

率は２５.６４％の実績となっております。

が中心となって防疫に努めるとともに、侵入
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防止対策を構築しているところであります。

森林バイオマス吸収量活用推進協議会は、

口蹄疫は非常に伝染力が強く、今のところ

平成２１年４月２１日の音楽家の坂本龍一さ

感染経路が解明されるに至っておりません

んを代表とする団体モア・トゥリーズとの協

が、口蹄疫ウイルスの侵入を未然に防止する

定を初めとして、平成２２年３月３０日の帯

観点から、町、農業協同組合、十勝農業改良

広市の株式会社伊豆倉組との協定まで、合計

普及センター、十勝農業共済組合等をメン

５社との森林づくりパートナーズ基本協定を

バーとする足寄町家畜伝染病自衛防疫対策協

締結いたしました。

議会が中心となって、この間、畜産農家に対

平成２１年度の協賛金・寄附金につきまし

する啓発・啓蒙対策を初めとし、消石灰剤の

ては、各協定先から森林バイオマス吸収量活

配布、新聞折り込みチラシによる町民への周

用推進協議会へ平成２２年３月までに入金が

知を実施しております。

終了し、協賛金・寄附金の総額は１,７２６

また、町といたしましても、役場庁舎等主
要な公共施設に消毒用マットを設置し来訪者

万４２５円となり、足寄町へ配分される交付
金は３８１万円となりました。

の協力を仰ぐとともに、畜産農家を訪問する

平成２２年３月には、環境省へ申請してお

町職員に消毒用噴霧器を携行させ消毒の徹底

りましたＪ−ＶＥＲ約５,２００クレジット

を図るなど、可能な限りの防疫対策に努めて

が森林バイオマス吸収量活用推進協議会へ発

いるところであります。

行されており、各協定先へ５６０クレジット

このような状況の中、全道各地で予定され

を移転しております。

ていた農業関係団体がかかわる各種イベント

足寄町への交付金３８１万円につきまして

が中止されるなど、本町においても、３年ぶ

は、平成２２年第１回定例会において制定い

りの開催となることから期待された「足寄ふ

たしました二酸化炭素吸収及び削減活用基金

るさと花まつり」を初めとし、各種イベント

に積み立てすることとし、本定例会に補正予

が次々に中止されている現状から、町内経済

算を提案させていただいておりますので、よ

に与える影響は非常に大きく、残念な結果と

ろしく御審議のほどお願い申し上げ、報告と

とらえているところであり、余り過剰な反応

いたします。

にも注意をしなければならないと考えており

次に、土地区画整理事業に係る訴訟等の現
状について報告いたします。

ます。
今後におきましても、正確な情報の収集・

平成２２年４月２２日、札幌高等裁判所第

発信並びに防疫対策に努めるとともに、無用

３民事部において言い渡された、控訴人、丸

な風評被害を招かないよう、関係機関が一丸

山公嗣氏外２名に係る仮換地指定処分等取消

となって迅速かつ的確な対応を図ってまいり

請求控訴事件の判決内容につきましては、第

たいと考えておりますので、議員の皆様の御

３回足寄町議会臨時会で行政報告させていた

理解と御支援をお願い申し上げ、報告といた

だいたところでありますが、同控訴人は、札

します。

幌高等裁判所の判決に対して、不服を理由

次に、オフセット・クレジット（Ｊ−ＶＥ

に、訴訟代理人弁護士を通じて、平成２２年

Ｒ）制度における森林づくりパートナーズ基

５月５日付で同裁判所に上告受理申し立て及

本協定の交付金についての件でございます。

び上告の提起を行い、同裁判所から５月２０

平成２２年第１回定例会において行政報告

日付で通知書が郵送され、同月２１日付で受

しておりましたオフセット・クレジット（Ｊ

理いたしました。

−ＶＥＲ）制度における平成２１年度交付金

今後におきましては、上記各通知書の理由

の配分額が確定いたしましたので、報告いた

書が到着次第、委任弁護士との協議を踏ま

します。

え、これまで同様、適正な対応を通じて行政
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処分の正当性を主張してまいりますので、引

０００円でありますことから、今定例会に歳

き続いての御理解と御協力を賜りますようお

出補正予算を提案させていただきました。
なお、細部協定書については、入札執行残

願い申し上げ、報告といたします。
次に、利別川改修工事に伴う豊栄橋かけか

及び設計変更により、負担金額の変更の都
度、同協定書の変更手続をとることになって

えについて報告を申し上げます。
豊栄橋かけかえについては、足寄町利別川

おります。

河川改修に伴う道路及び架橋の架け替え調査

今後において、負担金額の変更が生じた場

特別委員会調査により、平成２１年第３回定

合には、補正予算での対応をお願いしたいと

例会において、かけかえ箇所を国道２４２号

考えております。よろしく御審議を賜ります

線（郊南）につながるルートとする報告を賜

ようお願い申し上げ、報告といたします。

りました以降、工事計画年次及び費用負担等

以上、行政報告とさせていただきます。

につきまして北海道と協議を行ってまいりま

○議長（吉田敏男君）

した。

ら教育行政報告の申し出がありました。これ

このたび、利別川広域河川改修事業（利別

次に、教育委員会か

を許します。

川中流地区）附帯豊栄橋架け替え工事に関す

教育委員長星崎隆雄君。

る附帯工事の設計及び実施計画に伴い、北海

○教育委員長（星崎隆雄君）

道と基本協定書及び細部協定書を締結する運

をいただきましたので、教育委員会より行政

びとなりましたので、内容について御報告を

報告２点について報告を申し上げます。

議長のお許し

まず１点目、足寄高等学校の現状と存続に

申し上げます。
附帯工事の設計及び実施計画につきまして

向けた取り組みについて御報告申し上げま
す。

は、次のとおりであります。
平成２２年度は、橋梁予備設計、地質調

北海道教育委員会は、平成１８年８月に策

査。平成２３年度、橋梁詳細設計。平成２４

定いたしました新たな高校教育に関する指針

年度、下部工施工。平成２５年度、下部工施

で、１学級定員は４０人が基準であることを

工・上部工製作。平成２６年度、上部工架

示しておりますが、足寄高等学校は平成２２

設。平成２７年度、上部工架設、旧橋解体、

年度において１学年が４２名となったことか

取り付け道路工となっておりまして、工事・

ら、２学級が確保されております。

委託概算総額約１３億円、これは事務費を除

こうした中で、国においては、公立高等学

くということでございます。この１３億円に

校の授業料無償化及び高等学校等就学支援金

対する負担につきましては、河川管理者であ

制度を制定しておりますが、これらの施策に

る北海道の負担は約５８％相当額、道路管理

ついては、保護者の経済的な負担が軽減され

者である足寄町は約４２％相当額の予定であ

ることから、通学費を負担してでも都市部の

ります。

高校に進学を希望する生徒の増加等により、

各年度の費用負担額につきましては、毎年
度の仕様書及び設計書による工事費負担割合

地元高校への入学者が激減することも考えら
れます。

等を定めた細部協定書を毎年度締結し、各年

このような状況下において、本年４月２２

度末までに清算払いとの取り扱いになりま

日には、十勝町村会においても６町村（鹿追

す。

町、大樹町、上士幌町、新得町、足寄町、更

今年度は、概算測量試験費（橋梁予備設

別村）の首長が、公立高校の授業料無償化等

計、地質調査、事務費）２,０６１万２,００

に伴う配置計画基準の弾力的な運用につい

０円に対し、北海道の負担金額が１,１９３

て、北海道教育委員会、民主党北海道総支部

万３,０００円、足寄町負担金額８６７万９,

連合会等に対して要請活動を実施しておりま
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定、卒業生講話、学校案内「キャンパスライ

す。
要請内容は、授業料無償化等による影響の

フ」作成、「九州大学・足寄高校」高大連携

実態調査と分析を行うとともに、地域の教育

進学座談会開催等における経費支援のため、

の崩壊を招くことのないよう、急激に入学者

平成２１年度からも引き続き町補助金増額を

が減少した公立高校に対しては、これまでの

図っております。

ように、配置計画の基準に沿って性急に学級

また、教育委員会の取り組みといたしまし

減や地域キャンパス校への移行措置をとらな

て、足寄高等学校のＰＲを足寄中学校保護者

いこととし、地元自治体や当該高校が入学者

及び生徒に向けてと陸別中学校等へ実施して

数の回復に向けた魅力ある高校づくりに取り

おります。

組むために、一定の猶予期間を設けるよう強

足寄高等学校の存続に向け、保護者の負担
軽減や特色ある学校づくりのために考えられ

く要望するものとなっております。
４月２７日には平成２２年度第１回公立高

るあらゆる取り組みを進め、足寄高校を存続

等学校配置計画地域別検討協議会が開催さ

させる会ともに、引き続き存続に向けた支

れ、公立高等学校配置計画の考え方及び十勝

援・協力をしてまいりますので、町議会の皆

学区の現状及び課題について、十勝管内市町

様の御理解と御支援を賜りますようお願い申

村の首長、教育長、学校長、ＰＴＡ会長等の

し上げ、報告といたします。

意見交換がなされ、小規模校の存続等につい
ての要望が北海道教育委員会に出されており

２点目に、新国際交流員の招聘について御
報告申し上げます。
町民の国際理解の推進や姉妹都市との交流

ます。
今年度は、足寄高等学校の二間口は確保さ

促進を図るため、外国青年招聘に関する要綱

れており、北海道教育委員会が６月１日に公

に基づき、本町の姉妹都市でありますカナ

表した平成２３年度から２５年度の公立高等

ダ・アルバータ州ウェタスキウィン市の協力

学校配置計画案では、引続き二間口維持と

のもと、平成４年度から国際交流員を招聘

なっております。

し、本町の国際交流の進展に大いに貢献され

本町の中学卒業者数の推移を見たとき、厳

ているところであります。

しい状況が続いており、このことから、平成

現在の第８代国際交流員リア・パー氏につ

２１年度から通学費の負担軽減や魅力ある学

きましては、平成１７年９月に着任以来、小

校づくりのために、既存の足寄高等学校通学

中学校での国際理解教育や英語教育の推進の

費等補助金や足寄高等学校振興会補助金につ

ほか、学校外でも小学校や保育園児を対象と

いて上積みした補助や新たな補助を実施し、

したこども英語クラブ「ぺピー・キッズ」の

大幅な補助金の増額を実施してきておりま

実施や町のイベントへの参加等で活躍してい

す。

ただいておりますが、現雇用契約が満了する

その内容といたしましては、公共交通機関

本年８月末をもって帰国するとの回答を受け

を利用し通学する生徒は他の補助制度による

たことから、後任としてウェタスキウィン・

補助を除き全額補助、市街地に下宿をする生

足寄友好協会から推薦を受けた、同市出身で

徒への補助は月額限度額３万円、入学時にお

子供たちを対象とした事業のスタッフとして

ける費用として３万円、見学旅行補助として

従事、及びスポーツの指導やボランティアの

３万円の補助の実施をしております。

経験が豊富なエバン・ブーイ氏（２２歳・男

足寄高等学校振興会については、生徒や保

性）を招聘することといたしました。

護者が足寄高校に対しさらに魅力を感じるこ

国際交流員の交代後も、引き続き学校にお

とができるよう、進学合宿や夏期・冬期進学

ける英語教育や国際理解教育の推進及び地域

講習、進学指導用書籍購入等、模擬試験・検

における国際交流の促進をより一層図ってま
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いりたいと思いますので、町議会の皆様の御

会計補正予算（第１号）について御説明申し

理解と御協力を賜りますようお願いを申し上

上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

げ、報告といたします。
○議長（吉田敏男君）

これで、行政報告を

５３万７,０００円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ４億２,４６１万

終わります。
ここで、暫時休憩をいたします。１１時１

７,０００円とするものでございます。
歳出から補正の内容につきまして申し上げ

５分再開といたします。
午前１１時０１分

休憩

ますので、５ページをお開きのほどお願いい

午前１１時１６分

再開

たします。下段でございます。歳出、繰り上

休憩を閉じ、会議を

げ充用金、繰り上げ充用金、補償補てん及び

○議長（吉田敏男君）

賠償金、平成２１年度収入不足額の補てんと

再開いたします。

して３５３万７,０００円を計上いたしまし
◎

た。その要因としましては、平成２１年１１

報告承認第４号
報告承認

月１８日から平成２１年１２月２０日、建物

第４号専決処分の承認を求めることについて

収去・土地明け渡し請求事件に伴います建物

〔平成２２年度足寄町足寄都市計画足寄市街

収去工事に要した費用でございまして、また

地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第

釧路地方裁判所帯広支部による執行費用確定

１号）〕の件を議題といたします。

額に基づき債務者に対して請求してまいりま

○議長（吉田敏男君）

日程第８

本件について提案理由の説明を求めます。

したが、平成２１年会計年度内において弁償

建設課長南岡雄二君。

金が未納の状況であり赤字決算となるため、

○建設課長（南岡雄二君）

ただいま議題と

なりました報告承認第４号専決処分の承認を

平成２２年度予算から繰り上げ充用し補てん
するものであります。
歳入について御説明申し上げます。諸収

求めることについて、提案理由の御説明を申

入、雑入、納付金、弁償金滞納繰越分、建物

し上げます。
地方自治法第１７９条第１項の規定により

収去代替執行弁償金といたしまして、歳出同

下記のとおり専決処分したので、同条第３項

額の３５３万７,０００円を計上いたしまし

の規定によりこれを報告し、承認を求めるも

た。
以上、専決処分いたしました平成２２年度

のでございます。
専決処分書。平成２２年度足寄町足寄都市

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

計画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計

理事業特別会計補正予算（第１号）について

補正予算（第１号）を別紙のとおり専決処分

提案理由の説明とさせていただきますので、

する。

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

理由でございます。平成２１年度歳入が歳
出に対して不足をする見込みとなったことに

○議長（吉田敏男君）

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

より、地方自治体法施行令第１６６条の２の
規定に基づき、予算の補正をする必要性が生
じましたが、議会を招集する時間的余裕がな
いので、地方自治法第１７９条第１項の規定

す。
５ページ、歳入歳出一括で行います。質疑
はございませんか。
９番

により専決処分したものでございます。
内容について申し上げますので、２ページ

これをもって、提案

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

債務者に対して請

をお開き願います。平成２２年度足寄町足寄

求したら、未納のためということなんですけ

都市計画足寄市街地区土地区画整理事業特別

れども、つまり、繰越明許費としてことしの
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分にも上げるということは、これをまたさら

か、それから強制執行の準備ということに入

にことしも、強制執行された人に対してこの

ることになってございます。それも、あくま

お金を払いなさいよと請求していくというた

でも本人様の御意思によって手続が変わって

ぐいのものですか。

くるということになります。

○議長（吉田敏男君）

建設課長、答弁。

○建設課長（南岡雄二君）

今後につきまし

ては、催告書の送付を行い、本人の支払いの

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

意思の確認に入ります。期限は６月３０日ま
でと設定させていただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

か。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

９番

（「なし」と呼ぶ者あり）

矢野利恵子

○議長（吉田敏男君）

君。
○９番（矢野利恵子君）

本人の支払いの意

思を確認するということですけど、もし支払
うとよ言った場合と、支払わないよと言った
場合は、対応はどのように違ってくるのか、

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
９番

矢野利恵子君。

お聞きしたいと思います。

○９番（矢野利恵子君）

○議長（吉田敏男君）

繰越明許費になる前のときにも、こんなふう

建設課長、答弁。

これについては、

催告書の送付に

な争いをしてはいけないということで反対し

伴い、本人の支払いの意思がありますという

たわけですけども、やはり同じ理由から、嫌

ような意思表示があった場合につきまして

がっている町民を無理やりどかして、そして

は、支払いについての協議に入ります。例え

そのお金を払えということは、人間として

ば、納金の方法とかそういう部分の協議に入

ちょっとまずいのではないかなという気がす

ります。それから、支払いの意思がないと

るので、冷たいようなこういう処分のやり方

なった場合につきましては、民事訴訟法第３

について反対いたします。

８３条等によりまして、釧路地方裁判所帯広

○議長（吉田敏男君）

支部に対して支払い督促の申し立ての手続を

せんか。

○建設課長（南岡雄二君）

１１番

予定してございます。
○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

他に討論はございま

後藤次雄君。

○１１番（後藤次雄君）

賛成討論。

今、提起されているように、これはもう従

君。
督促の申し立てを

来から議会でも何回も議論をされているし、

して、その結果どういうふうになっていくの

そして、今の提案も法的にもきちっとしたこ

かを知りたいんですけど。要するに、それで

とで提案しているわけですから、あとは裁判

も支払わなければ、何かほかに持っているも

所の判断なわけですからね、そこをやっぱり

のを差し押さえるよとか、そういうことに

ちゃんと考えていかんきゃならんと思います

なっていくということですか。

んで、私はこの提案については賛成します。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

○９番（矢野利恵子君）

建設課長、答弁。

○建設課長（南岡雄二君）

例えば、６月

他に討論はございま

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

いっぱいに支払いの意思がない、はっきり言
えば御返答がないといった場合については、

○議長（吉田敏男君）

裁判所を通しての支払い督促の手続に入り、

す。これで、討論を終わります。

裁判所によって所定の、財産の開示の手続と

討論なしと認めま

これから、報告承認第４号専決処分の承認
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を求めることについて〔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

質疑はございませんか。
９番

矢野利恵子君。

特別会計補正予算（第１号）〕の件を採決し

○９番（矢野利恵子君）

７ページの商工

ます。

費、多目的観光施設整備事業の２,２００万

この表決は、起立によって行います。

円ですが、この多目的観光施設というのは旧

本件は、原案のとおり決定することに賛成

駅の形をしていて、そしてその中に足形の公
募があって、北側の駐車場のところにつくる

の方は起立願います。

ものですよね。ここはバスの待合室にも使え

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

るということだったんだけれども、そういう

起立多数です。

したがって、報告承認第４号専決処分の承

ものはそんな遠くにやらないで、あの施設内

認を求めることについて〔平成２２年度足寄

につくったらどうだという意見もあったわけ

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

ですよね。そういう意見については町として

業特別会計補正予算（第１号）〕の件は、原

聞いていたのかなと。
そして、そこの場所はわざわざ駐車場を狭

案のとおり承認されました。

くすることはない、あそこは車どめにしても
◎

らったほうがずっと使いやすかった、そうい

報告第１０号
報告第１

う意見もあることですから、そのことについ

０号繰越明許費繰越計算書についての件を議

て今後も配慮してくれるということはないの

題といたします。

かもしれないけど、やはり配慮してもらいた

○議長（吉田敏男君）

日程第９

本件について報告を求めます。

いなということがあるわけです。今回、この

総務課長大塚博正君。

予算が繰越明許費となっていったとしても、
ただいま議題と

その場所についても町民の人ともうちょっと

なりました報告第１０号繰越明許費繰越計算

話をして、変更するというふうなことは可能

書について、提案理由の御説明を申し上げま

なのかどうか、お尋ねします。

す。

○議長（吉田敏男君）

○総務課長（大塚博正君）

平成２１年度足寄町一般会計予算の繰越明

○副町長（田中幸壽君）

副町長

答弁。

この場で議論をす

許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したの

ることが正しいのかどうかは別にいたしまし

で、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

ても、この予算についてはもう既に予算議決

定により報告するものでございます

をいただいていることであって、内容等々に

繰越明許費につきましては、予算計上議決
いただきました集会施設改修事業と、７ペー

ついても予算説明資料でも明らかにしており
ます。

ジに別紙としまして計算書を添付させていた

今、質問された部分で若干お答えすれば、

だいておりますが、それぞれ事業費の額が確

道の駅の周辺整備事業を今実施中でありまし

定いたしましたので報告するものでございま

て、１０月以降になろうかと思いますけど

す。

も、建物本体を全面改修します。そういった

翌年度への繰越額は、１９事業で合計で１

部分では、観光協会ですとかあそこにある店

２億１,９６２万２,０００円でございます。

舗部門がすべて、一時的には工事のために立

以上のとおり御報告申し上げます。御審議

ち退かなきゃいけないといったことで、今年

のほどよろしくお願いを申し上げます。

度におきましては、多目的観光施設を利用し

○議長（吉田敏男君）

て、そこに観光協会が引っ越しをし、それか

これをもって、報告

らバスの待合所等々もそこに一時引っ越しを

を終わります。
ただいまの報告に対し、質疑を行います。

してといったことで利用するということで、
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今後におきましては、今、足並み会のお話も

で、地方自治法施行令第１４６条第１項の規

議員はされていましたけども、そういったこ

定により報告するものでございます。

とも含めて今年度中に一定の整理をして、多

繰越明許費につきましては、予算計上、議

目的観光施設とし有効利用を図ってまいりた

決いただきました区画道路２本に伴います計

いということで考えておりますので、御理解

算書を右側に添付させていただいております

のほどよろしくお願いいたします。

が、事業費の繰越額が確定いたしましたので

○議長（吉田敏男君）

報告するものでございます。

９番

矢野利恵子

翌年度への繰越額は１,４３１万１,０００

君。
○９番（矢野利恵子君）

私が聞きたいの

は、もっと町民が使いやすいように、駐車場

円でございます。
以上のとおり御報告申し上げます。

の真ん中に持っていくのではなくて、駅に併

○議長（吉田敏男君）

設して、要するに駅とつながっていけるよう

を終わります。

な形でつくるとか、そういうような変更は可
副町長

○副町長（田中幸壽君）

ただいまの報告に対し、質疑を行います。
質疑はございませんか。

能かどうかをお聞きしているんですけど。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、報告

（「なし」と呼ぶ者あり）

答弁。

予算議決の段階で

一定の説明を申し上げていると申し上げまし
た。場所についても、交通広場の中央分離帯

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
これをもって、報告を終わります。

のところにつくるといったことで、場所も明
◎

示をしていると思います。そういった部分

議案第５６号

で、現時点での変更というのはできないとい

○議長（吉田敏男君）

うことでお答え申し上げたいと思います。

５６号公平委員会委員の選任についての件を

○議長（吉田敏男君）

議題といたします。

他に質疑はございま

日程第１１

議案第

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）

これで、質疑を終わ

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

ります。

ただいま議題とな

りました議案第５６号公平委員会委員の選任

これをもって、報告を終わります。

について、提案理由の説明を申し上げます。
◎

下記の者を足寄町公平委員会委員に選任い

報告第１１号
報告第

たしたく、地方公務員法第９条の２第２項の

１１号繰越明許費繰越計算書についての件を

規定により、議会の同意を求めるものでござ

議題といたします。

います。

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

提案を申し上げる方につきましては、足寄

本件について報告を求めます。

郡足寄町旭町３丁目３６番地、伊勢隆雄氏、

建設課長南岡雄二君。
○建設課長（南岡雄二君）

ただいま議題と

平成９年９月２６日生れでございます。

なりました報告第１１号繰越明許費繰越計算

提案理由につきましては、平成２２年７月

書について、提案理由の御説明を申し上げま

８日をもって任期満了となるものでございま

す。

す。

平成２１年度足寄町足寄都市計画足寄市街

伊勢氏につきましては、現在、公平委員と

地区土地区画整理事業特別会計予算の繰越明

いうことで御活躍いただいているわけであり

許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したの

ますけども、再任ということで提案をさせて
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契約の目的でございますが、足寄中学校屋

いただくものでございます。
なお、伊勢氏の略歴、職歴、公職歴等につ

体改築建築主体工事。契約の方法につきまし

きましては記載のとおりでございますので、

ては指名競争入札による契約でございます。

説明省略をさせていただきます。

契約の金額は２億７,１９５万円でございま

御同意賜りますようお願い申し上げまし

す。契約の相手方は、足寄郡足寄町西町８丁

て、提案理由の説明とさせていただきます。

目１番地の１２、株式会社外田組代表取締役

○議長（吉田敏男君）

菅原智美でございます。工期でございますけ

これをもって、提案

れども、平成２３年２月１８日としてござい

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

ます。
１１ページから１３ページにかけまして、

ませんか。

位置図、平面図、立面図等を添付してござい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

ますので、御参照願いたいと存じます。
以上で、提案理由の説明とさせていただき

す。これで、質疑を終わります。
これから、議案第５６号公平委員会委員の

ます。御審議のほどよろしくお願いを申し上
げます。

選任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。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

本件は、これに同意することに賛成の方は

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

起立願います。

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５６号公平委員会委員
の選任についての件は、同意することに決定

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい

をいたしました。

ませんか。
◎

（「なし」と呼ぶ者あり）

議案第５７号

○議長（吉田敏男君）

日程第１２

議案第

５７号足寄中学校屋体改築建築主体工事請負

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５７号足寄中学校屋体改

契約について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

築建築主体工事請負契約についての件を採決
します。

す。

この表決は、起立によって行います。

総務課長大塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

○議長（吉田敏男君）

ただいま議題と

なりました議案第５７号足寄中学校屋体改築

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）

建築主体工事請負契約について、提案理由の

○議長（吉田敏男君）

御説明を申し上げます。

全員の起立です。

平成２２年５月２４日、足寄町財務規則に

したがって、議案第５７号足寄中学校屋体

基づき指名競争入札に付した足寄中学校屋体

改築建築主体工事請負契約についての件は、

改築建築主体工事について、下記のとおり請

原案のとおり可決されました。

負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または処分に関する条

議案第５８号

例第２条の規定により、議会の議決をお願い

○議長（吉田敏男君）

するものでございます。

５８号北海道市町村備荒資金組合規約の変更
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日程第１３

議案第

これから、討論を行います。討論はござい

についての件を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

す。

○議長（吉田敏男君）

総務課長大塚博正君。
○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。これで、討論を終わります。

なりました議案第５８号北海道市町村備荒資

これから、議案第５８号北海道市町村備荒

金組合規約の変更について、提案理由の御説

資金組合規約の変更についての件を採決しま

明を申し上げます。

す。

地方自治体法第２８６条第１項の規定によ
り、北海道市町村備荒資金組合規約を次のと

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。

おり変更するものでございます。

（賛成者起立）

本規約の変更につきましては、北海道の支
庁制度改革に伴いまして、本年４月１日より

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

支庁といたしまして総合振興局及び振興局に

したがって、議案第５８号北海道市町村備

改められました。これに伴いまして規約を変

荒資金組合規約の変更についての件は、原案

更する必要が生じ、構成市町村の議決を求め

のとおり可決されました。

られているものでございまして、提案するも
◎

のでございます。

議案第５９号

変更内容について申し上げます。

○議長（吉田敏男君）

日程第１４

議案第

北海道市町村備荒資金組合規約の一部を変

５９号北海道市町村職員退職手当組合規約の
変更についての件を議題といたします。

更する規約。

本件について、提案理由の説明を求めま

北海道市町村備荒資金組合規約の一部を次
のように変更する。第６条中「各支庁」を
「北海道総合振興局」及び「北海道振興局」

す。
総務課長大塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

に改めるものでございます。

ただいま議題と

附則といたしまして、この規約は地方自治

なりました議案第５９号北海道市町村職員退

法第２８６条第１項の規定による北海道知事

職手当組合規約の変更について、提案理由の

の許可のあった日から施行するものでござい

御説明を申し上げます。
地方自治法第２８６条第１項の規定によ

ます。
以上で、提案理由の説明とさせていただき

り、北海道市町村職員退職手当組合規約を次
のとおり変更するものでございます。

ます。
なお、右側に新旧対照表を添付してござい

本規約の変更につきましては、北海道の支
庁制度改革に伴いまして、本年４月１日から

ますので、御参照願いたいと存じます。
御審議のほどよろしくお願いを申し上げま

支庁として総合振興局及び振興局に改められ
ました。これに伴いまして規約を変更する必

す。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

るものでございます。

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい

変更内容について申し上げます。
北海道市町村職員退職手当組合規約の一部

ませんか。

を変更する規約。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

要が生じ、構成市町村の議決を求められてい

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部
を次のように変更する。第５条の表中「各支
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庁」を「北海道総合振興局」及び「北海道振

御審議のほどよろしくお願いを申し上げま
す。

興局」に改める。
別表中「石狩支庁管内」を「石狩管内」
に、「渡島支庁管内」を「渡島管内」に、
「桧山支庁管内」を「檜山管内」に、支庁の
管内の改正とあわせまして、今までの俗字で

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

ありました桧山の「桧」を正しい「檜」にか
えるという、あわせての改正でございます。

○議長（吉田敏男君）

次に、後志支庁管内を「後志管内」に、「空

す。これで、質疑を終わります。

知支庁管内」を「空知管内」に、「上川支庁
管内」を「上川管内」に、「留萌支庁管内」

質疑なしと認めま

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

を「留萌管内」に、「宗谷支庁管内」を「宗
谷管内」に、「網走支庁管内」を「オホーツ

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

ク管内」に名称をかえるものでございます。

す。これで、討論を終わります。

次に、「胆振支庁管内」を「胆振管内」に、

これから、議案第５９号北海道市町村職員

「日高支庁管内」を「日高管内」に、「十勝

退職手当組合規約の変更についての件を採決

支庁管内」を「十勝管内」に、「釧路支庁管

します。

内」を「釧路管内」に、「根室支庁管内」を

この表決は、起立によって行います。

「根室管内」に、「桧山」を「檜山」に改

本件は、原案のとおり決定することに賛成

め、「網走」を「オホーツク」に改めるもの

の方は起立願います。
（賛成者起立）

でございます。
次に、別表の「空知管内」の項中「幌加内

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

町」を削り、同表「上川管内」の項中「占冠

したがって、議案第５９号北海道市町村職

村」の下に「幌加内町」を加え、同表「留萌

員退職手当組合規約の変更についての件は、

管内」の項中「幌延町」を削り、同表「宗谷

原案のとおり可決されました。

管内」の項中「枝幸町」の下に「幌延町」を
◎

加え、一部事務組合「石狩」の項中「石狩西

議案第６０号

部広域水道企業団」を削り、「留萌」の項中

○議長（吉田敏男君）

「西天北５町衛生施設組合」を削り、「宗

６０号北海道市町村総合事務組合規約の変更

谷」の項中「利尻島国民健康保険病院組合」

についての件を議題といたします。

害補償等組合」の下に「石狩西部広域水道企

す。
総務課長大塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

業団」を加えるものでございます。

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま

の下に「西天北５町衛生施設組合」を加え、
「札幌」の項中「北海道町村議会議員公務災

日程第１５

ただいま議題と

附則といたしまして、この規約は地方自治

なりました議案第６０号北海道市町村総合事

法第２８６条第１項の規定よる総務大臣の許

務組合規約の変更について、提案理由の御説

可の日から施行するものでございます。

明を申し上げます。
地方自治法第２８６条第１項の規定によ

以上で、提案理由の説明とさせていただき

り、北海道市町村総合事務組合規約を次のと

ます。
なお、１６ページ、１７ページに新旧対照
表を添付してございますので、御参照いただ
きたいと存じます。

おり変更するものでございます。
本規約の変更につきましては、北海道の支
庁制度改革に伴いまして、本年４月１日から
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支庁として総合振興局及び振興局に改められ

なお、１９ページに新旧対照表を添付して

ました。これに伴いまして規約を変更する必

ございますので、御参照願いたいと思いま

要が生じ、構成市町村の議決を求められてい

す。
御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ

るものでございます。
変更内容について申し上げます。

ます。

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変

○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。

更する規約。
北海道市町村総合事務組合規約の一部を次
のように変更する。第６条第１項中「各支庁

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）

管内町村会長」を「各地区町村会長」に改
め、同条第２項中「支庁管内町村会副会長」

○議長（吉田敏男君）

を「地区町村会副会長」に改める。第７条第

す。これで、質疑を終わります。

２項中「支庁管内町村会長」を「地区町村会

質疑なしと認めま

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

長」に改める。

（「なし」と呼ぶ者あり）

別表第１中「石狩支庁」を「石狩振興局」
に、「渡島支庁」を「渡島総合振興局」に、

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

「桧山支庁」を「檜山振興局」に、「後志支

す。これで、討論を終わります。

庁」を「後志総合振興局」に、「空知支庁

これから、議案第６０号北海道市町村総合

（３５）」、これは支庁管内の構成町村の数

事務組合規約の変更についての件を採決しま

でございます。以下、同じでございますが、

す。

「空知支庁（３５）」を「空知総合振興局

この表決は、起立によって行います。

（３４）」に改め、「幌加内町」を削り、

本件は、原案のとおり決定することに賛成

「上川支庁（３０）」を「上川総合振興局

の方は起立願います。
（賛成者起立）

（３１）」に、「鷹栖町」を「幌加内町鷹栖
町」に、「留萌支庁（１３）」を「留萌振興

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

局（１１）」に改め、「幌延町」及び「西天

したがって、議案第６０号北海道市町村総

北５町衛生組合」を削り、「宗谷支庁」（１

合事務組合規約の変更についての件は、原案

５）」を「宗谷総合振興局（１７）」に、

のとおり可決されました。

「猿払村」を「幌延町猿払村」に改め、「利
◎

尻島国民健康保険病院組合」の次に「西天北

議案第６１号

５町衛生施設組合」を加え、「網走支庁」を

○議長（吉田敏男君）

「オホーツク総合振興局」に、「胆振支庁」

６１号北海道町村議会議員公務災害補償等組

を「胆振総合振興局」に、「日高支庁」を

合規約の変更についての件を議題といたしま

「日高振興局」に、「十勝支庁」を「十勝総

す。

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま

合振興局」に、「釧路支庁」を「釧路総合振
興局」に、「根室支庁」を「根室振興局」に

日程第１６

す。
総務課長大塚博正君。

改めるものでございます。
附則といたしまして、この規約は地方自治

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

法第２８６条第１項の規定よる総務大臣の許

なりました議案第６１号北海道町村議会議員

可の日から施行するものでございます。

公務災害補償等組合規約の変更について、提

以上で、提案理由の説明とさせていただき

案理由の御説明を申し上げます。
地方自治法第２８６条第１項の規定によ

ます。
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り、北海道市町村議会議員公務災害補償等組

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

合規約を次のとおり変更するものでございま

○議長（吉田敏男君）

す。
本規約の変更につきましては、北海道の支
庁制度改革に伴いまして、本年４月１日から
支庁として総合振興局及び振興局に改められ

これで、質疑を終わ

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

ました。これに伴いまして規約を変更する必
要が生じ、構成市町村の議決を求められてい

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

るものでございます。

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第６１号北海道町村議会議

変更内容について申し上げます。
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

員公務災害補償等組合規約の変更についての
件を採決します。

約の一部を変更する規約。
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規
約の一部を次のように変更する。別表第２中
「石狩支庁管内」を「石狩振興局管内」に、

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）

「渡島支庁管内」を「渡島総合振興局管内」
に、「桧山支庁管内」を「檜山振興局管内」

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

に、「後志支庁管内」を「後志総合振興局管

したがって、議案第６１号北海道町村議会

内」に、「空知支庁管内」を「空知総合振興

議員公務災害補償等組合規約の変更について

局管内」に、「上川支庁管内」を「上川総合

の件は、原案のとおり可決されました。

振興局管内」に、「留萌支庁管内」を「留萌
振興局管内」に、「宗谷支庁管内」を「宗谷

ここで、暫時休憩をいたします。昼食のた
め、１時再開といたします。

総合振興局管内」に、「網走支庁管内」を

午前１１時５８分

休憩

「オホーツク総合振興局管内」に、「胆振支

午後

再開

庁管内」を「胆振総合振興局管内」に、「日

○議長（吉田敏男君）

高支庁管内」を「日高振興局管内」に、「十

再開いたします。

１時００分

休憩を閉じ、会議を

勝支庁管内」を「十勝総合振興局管内」に、
◎

「釧路支庁管内」を「釧路総合振興局管内」

議案第６２号

に、「根室支庁管内」を「根室振興局管内」

○議長（吉田敏男君）

に改めるものでございます。

６２号足寄町職員の勤務時間、休暇等に関す

附則といたしまして、この規約は地方自治
法第２８６条第１項の規定よる総務大臣の許

議案第

る条例の一部を改正する条例の件を議題とい
します。
本件について、提案理由の説明を求めま

可の日から施行するものでございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただき

す。
総務課長大塚博正君。

ます。
なお、右側に新旧対照表を添付してござい

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

なりました議案第６２号足寄町職員の勤務時

ますので、参照願いたいと存じます。
御審議のほどよろしくお願いを申し上げま

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条
例について、提案理由の御説明を申し上げま

す。
○議長（吉田敏男君）

日程第１７

これをもって、提案

す。
本条例の改正につきましては、育児休業、

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

介護休業等、育児または家族介護を行う労働
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者の福祉に関する法律の一部改正及び人事院

及び第３項の規定による請求を行おうとする

規則の一部改正によりまして、３歳に満たな

職員は、施行日前においても規則で定めると

い子のある職員が当該子の養育のために請求

ころによりこれらの請求を行うことができる

した場合は、当該職員の業務を処理するため

とするものでありまして、６月３０日施行で

の措置を講ずることが著しく困難である場合

７月１日から時間外をさせないこととする場

を除き、時間外をさせてはならないこととな

合について、職員からの申し出等の準備行為

りました。このことから、本町もこれに準じ

等のための適用措置でございます。
以上で、提案理由の説明を終わらせていた

て改正をするものでございます。

だきます。

改正内容について申し上げます。
足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条

なお、２２ページに新旧対照表を添付して
ございますので、御参照願いたいと思いま

例の一部を改正する条例。
足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条
例の一部を次のように改正する。第８条の２

す。
御審議のほどよろしくお願いを申し上げま

中第４項を第５項とし、第２項から第３項ま

す。

でを１項ずつ繰り下げ、同条第１項の次に次

○議長（吉田敏男君）

の１項を加えるものでございます。

理由の説明を終わります。

新しく加えます第２項でございますが、任
命権者は３歳に満たない子のある職員が当該

これをもって、提案

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

子を養育するために請求した場合には、当該
請求をした職員の業務を処理するための措置

○議長（吉田敏男君）

を講ずることが著しく困難である場合を除

す。これで、質疑を終わります。

き、第８条に規定する勤務（災害その他避け
ることのできない事由に基づく臨時の勤務を

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）

除く、以下同じ）をさせてはならないとする

○議長（吉田敏男君）

ものであります。
同条第３項中「（災害その他避けることの

質疑なしと認めま

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

できない事由に基づく臨時の勤務を除く）」

これから、議案第６２号足寄町職員の勤務

を削り、第４項中「前２項」を「第１項及び

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

前項に」、第５項中「前３項」を「前４項」

条例の件を採決します。
この表決は、起立によって行います。

に改める。
これらの改正につきましては、新しく第２
項を加えた関係によりまして条項整理の結

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）

果、適用する条項を改めるものでございま

○議長（吉田敏男君）

す。

全員の起立です。

附則といたしまして、施行期日でございま

したがって、議案第６２号足寄町職員の勤

すが、第１項で、この条例は平成２２年６月

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

３０日から施行する。ただし、次項の規定は

る条例の件は、原案のとおり可決されまし

公布の日から施行するとしてございます。

た。

第２項では、経過措置といたしまして、こ
◎

の条例の施行の日以後の日を、時間外勤務の

議案第６３号

制限開始日とする改正後の足寄町職員の勤務

○議長（吉田敏男君）

時間、休暇等に関する条例第８条の２第２項

６３号職員の育児休業等に関する条例の一部
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日程第１８

議案第

を改正する条例の件を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

く、職員は育児休業することができることと
する改正、並びに非常勤職員及び臨時的に任

す。

用される職員に関する規定の整理でございま

総務課長大塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

育児休業の取得の有無等の状況にかかわりな

ただいま議題と

す。

なりました議案第６３号職員の育児休業等に

次に、追加する第２条の２でございますけ

関する条例の一部を改正する条例について、

れども、育児休業法第２条第１項ただし書き

提案理由の御説明を申し上げます。

の条例で定める期間といたしまして、第２条

本条例の改正でございますが、育児休業、

の２が追加されております。育児休業法第２

介護休業等、育児または家族介護を行う労働

条第１項ただし書きの条例で定める期間は、

者の福祉に関する法律の一部改正及び地方公

育児休業に係る子の出生の日から起算して５

務員の育児休業等に関する法律の一部改正に

７日間とするものであります。この関係につ

伴いまして、本町もこれに準じて改正するも

きましては、当該子の出生の日から一定期間

のでございます。

内に最初の育児休業した職員は、特別の事情

主な内容でございますけれども、職員の配

がなくとも再度の育児休業することができる

偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等

ようになり、その期間を５７日間とする規定

の状況にかかわりなく、育児休業、育児短時

を追加するものでございます。

間勤務及び部分休業をすることができること

次に、第３条第１号中「第５条第２号に掲

とする改正、並びに非常勤職員及び臨時的に

げる」を「第５条に規定する前」に、「同

任用される職員に関する規定の整理となって

号」を「同条」に改める。この改正につきま

ございます。また、夫婦が交互に育児休業等

しては、第５条の改正に伴います規定の整理

をしたかどうかにかかわりなく、最初の育児

でございます。

休業した後３カ月以上経過した場合に、再度

次に、同条第４号中「当該育児休業した職

の育児休業することができることとする改正

員の配偶者（当該子の親である者に限る）が

となってございます。

３カ月以上の期間にわたり当該子を育児休業

また、もう一点でございますが、子の出生

その他の規則で定める方法により養育したこ

後一定の期間内、５７日間でありますけれど

と（当該職員）」を「３カ月以上の期間を経

も、育児休業を取得した職員については、特

過したこと（当該育児休業した職員）」に、

別な事情がない場合であっても、再度の育児

「請求の際、両親が当該方法」を「承認の請

休業をすることができることとする改正の内

求の際、育児休業」に改めると。この部分の

容となってございます。

改正内容の趣旨でございますけれども、夫婦

改正の内容について、条文の説明に入らせ

が交互に育児休業等したかどうかにかかわり
なく、職員が育児休業計画書を提出して、最

ていただきます。
職員の育児休業等に関する条例の一部を改

初の育児休業した後３カ月以上経過した場
合、再度の育児休業をすることができること

正する条例。
職員の育児休業等に関する条例の一部を次

とする改正でございます。

のように改正する。第２条中、第１号及び第

次に、同条第５号中「再度の」を削るとい

２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を

たしまして、この改正につきましては、子の

第２号とし、第５号及び第６号を削り、同条

出生の日から一定期間内、５７日間でありま

の次に次の１条を加える。

すが、最初の育児休業した職員は、特別の事

この改正でございますけれども、内容とい

情がない場合であっても再度の育児休業をす

たしましては、職員の配偶者の就業の有無や

ることができるよう育児休業法が改正された
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ことによりまして、「再度の」という字句を

次に、第１３条中、第１号を削り、第２号
を第１号とし、第３号を第２号とする。この

削るものでございます。
次に、第５条中「次に掲げる事由」を「育

改正の中身でございますけれども、職員が育

児休業をしている職員について当該育児休業

児短時間勤務により子を養育している時間

に係る子以外の子に係る育児休業を承認しよ

に、職員以外の子の親がその子を養育するこ

うとするとき」に改め、各号を削る。この改

とができることとなった場合でも、育児短時

正につきましては、職員以外の子の親が常態

間勤務の取り消し事由には当たらないことと

としてその子を養育することができることと

する改正でございます。

なった場合でも、育児休業の取り消し事由に

次に、第２０条第１項中「部分休業」の次

は当たらないこととする改正でございます。

に「（育児休業法第１９条第１項に規定する

次に、第９条中、第１号及び第２号を削

部分休業をいう。以下同じ）」を加えること

り、第３号を第１号とし、第４号を第２号と

といたしまして、部分休業を明確にしている

し、第５号及び第６号を削る。この改正につ

ものでございます。

きましては、職員の配偶者の就業の有無や育

右側に移りますけれども、附則といたしま

児休業の取得の有無等の状況にかかわりな

して、施行期日でございますけれども、この

く、職員は育児短時間勤務をすることができ

条例は平成２２年６月３０日から施行するも

ることとする改正、並びに非常勤職員及び臨

のでございまして、経過措置としまして、第

時的に任用される職員に関する規定の整理で

２項で、この条例の施行日前に改正前の職員

ございます。

の育児休業等に関する条例第３条第４号また

次に、第１０条第１号中「育児短時間勤

は第１０条第５号の規定により、職員が申し

務」の次に「育児休業法第１０条第１項に規

出た計画は、同日以後はそれぞれ改正後の職

定する育児短時間勤務をいう。以下同じ」を

員の育児休業等に関する条例第３条第４号ま

加え、第１３条第２号を第１３条第１号に改

たは第１０条第５号の規定により、職員が申

め、同条第４号中、第１３条第３号を第１３

し出た計画とみなすというものでございまし

条第２号に改め、同条第５号中「当該育児短

て、これも施行期日以前に準備行為といたし

時間勤務をした職員の配偶者（当該子の親で

まして、休暇をとる場合等の計画書の作成の

ある者に限る）が３カ月以上の期間にわたり

経過措置の適用条文でございます。

当該子を育児休業その他の規則で定める方法
により養育したこと（当該職員）」を「３カ

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

月以上の期間を経過したこと（当該育児短時

なお、２４ページ、２５ページに新旧対照

間勤務をした職員）」に、「請求の際、両親

表を添付してございますので、御参照いただ

が当該方法」を「承認の請求の際、育児短時

きたいと思います。

間勤務」に改めるとするものでございますけ

御審議のほどよろしくお願いを申し上げま

れども、この内容につきましては、第１３条

す。

の改正に伴いましての規定の整理でございま

○議長（吉田敏男君）

して、また、夫婦が交互に育児休業等したか

理由の説明を終わります。

どうかにかかわりなく、職員が育児休業等計
画書を提出して、最初の育児短時間勤務をし

これをもって、提案

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

た後３カ月以上経過した場合に、前回の育児
短時間勤務の終了から１年以内であっても、

○議長（吉田敏男君）

育児短時間勤務をすることができることとす

す。これで、質疑を終わります。

る改正でございます。

質疑なしと認めま

これから、討論を行います。討論はござい
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附則といたしまして、この条例は公布の日

ませんか。

から施行するものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めまし

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第６３号職員の育児休業等
に関する条例の一部を改正する条例の件を採

右側に新旧対照表を添付してございますの
で、御参照いただきたいと存じます。
御審議のほどよろしくお願いを申し上げま

決します。
この表決は、起立によって行います。

す。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

○議長（吉田敏男君）

理由の説明を終わります。

の方は起立願います。

これから、質疑を行います。質疑はござい

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

全員の起立です。

したがって、議案第６３号職員の育児休業

ませんか。
８番

高橋幸雄君。

等に関する条例の一部を改正する条例の件

○８番（高橋幸雄君）

ただいま提案になっ

は、原案のとおり可決されました。

てございます土地開発基金条例の一部を改正
する条例について、質疑をさせていただきま

◎

す。

議案第６４号
議案第

まず、私は失念していることもありますん

６４号足寄町土地開発基金条例の一部を改正

で、その辺も踏まえてひとつお答えをいただ

する条例の件を議題といたします。

きたいと存じます。

○議長（吉田敏男君）

日程第１９

本件について、提案理由の説明を求めま

まず、今回の一部改正条例の提案理由の説
明の中で、内容はわかりました。そこで、過

す。

般にもそういう経過があったことを記憶して

総務課長大塚博正君。
ただいま議題と

ございますけども、基金条例のこの場合の提

なりました議案第６４号足寄町土地開発基金

案の該当条文はどれをもって提案されている

条例の一部を改正する条例につきまして、提

のか、その辺をちょっとお示ししていただき

案理由の御説明を申し上げます。

たいと思います。

○総務課長（大塚博正君）

土地開発基金で保有しておりました旧ふる

質疑の趣旨、わかりますか。今回提案され

さと銀河線用地等を一般会計にて買い戻しを

ている改正条例案については、基金条例の何

行う予算を、本定例会に計上させていただい

条に該当して提案されているのか、

ております。この代金相当額につきまして

この条例は、私が議員になる４年前の４６

は、この後、その資金をもって先行取得する

年に制定されておりまして、その間、それぞ

という案件がただいまのところ生じてござい

れに改正をされていた経過は承知しておりま

ませんので、基金の額を減じる改正をお願い

すが、今回の提案について、その辺について

するものでございます。

も失念した経過もございますので、改めて御

改正の内容につきまして申し上げます。
足寄町土地開発基金条例の一部を改正する

答弁を賜りたいと。
次に、基金条例について一定の運用規定が
ございますよね。提案時点の現段階で、この

条例。
足寄町土地開発基金条例の一部を次のよう

基金台帳における総額は幾らなのか。総額は

に改正する。第２条第１項中「２億１,９７

ここに示している２億１,９７１万１,０００

１万１,０００円」を「１億７,８１２万８,

円ということだというふうに認識しておりま

０００円」に改めるものでございます。

すが、その内容について。
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今、私どもの手元にある監査委員の調書に

いてどうなっていらっしゃるのか、現状が。

よると、定期預金で４月末現在で１,１５５

通常、土地開発基金の資産台帳を見るとい

万９,３５４円、これは明らかになっていま

うのは、議会ももちろん決算審査等について

すね。この差額が土地としてあるのか、ある

も見ることはできるんですけど、一般的に監

いは、まだ監査委員の調書にないわけだから

査委員ですよね。相当年数、３０年以上その

現金ではございませんし、あとは一般論で言

ことを承知していなく、議会の中でオープン

う土地、つまり不動産なのかなと。財産台帳

になったときに、一定の条例案を踏まえて審

にはそのように記載されているのかなとい

議をさせていただいているということが私に

う、こういう経過で認識するのが妥当かなと

おける現状ですので、この辺も踏まえてひと

思っています。

つ御答弁をしていただきたいと思います。

この問題、今から３０年ぐらい前でしたで

○議長（吉田敏男君）

総務課長、答弁。

しょうか、土地開発基金の運用のあり方に縛

○総務課長（大塚博正君）

まず、私のほう

りがあるんですよね。土地開発公社と土地開

から、基金の状況等につきましてお答えを申

発基金とは全く一緒なものであって、土地開

し上げたいと思います。

発基金というのは、執行権者が自由裁量権を

現在、提案させていただいております基金

持って運用できるという利点があるわけでご

条例の改正の額、２億１,９７１万１,０００

ざいましてね。土地を収用される、つまり買

円を１億７,８１２万８,０００円に減ずると

収される過程については、関係法令の節税制

いうものでございますけれども、１９年度末

限、つまり土地拡大に関する法律で権限があ

で保有していた額が２億１,９７１万１,００

るという一定の法律がございましたが、現状

０円のこの条例改正のもととなっている額で

では土地開発公社は現政権になってからなく

ございまして、そこから、議員仰せのとおり

してございますので、残るのは土地開発基金

の基金で積んでいる場合の利息ですとか、そ

だけなわけですよね。

れから用地を売り払う際の管理手数料的なも

三十数年前でしたでしょうかね、この縛り
があるということは基金台帳に伴う財産が必

のを上乗せして一般会計が買い戻すという仕
組みで、基金条例を運用しております。

要になってくるんですよ。年数が相当前です

そういったことで、１９年度スタートが２

ので開陳してもよろしいかと思いますけど

億１,９７１万１,０００円ということで、そ

も、かつて山手通りの関係で、物証問題で、

の中にふるさと銀河線の跡用地とそれから庁

これは保証人もつくことは事実なんですけど

舎の、今舗装になっていない部分があるんで

ね、保証人は対価が必要なんですよね、土地

すが、庁舎建設用地として取得したときの基

台帳との絡みの中で公金なもんですから。そ

金で所有していた土地等がございまして、そ

ういう経過で、私は好ましくないんでないで

ういったもろもろの財産と利息等を含めまし

すかと。つまり、保証はしたけど、物件は何

て２億１,９００万があったということでご

もないんですよ、用売したけど。そういうこ

ざいまして、これが、利息と、さらに２１年

とはあり得ないんですよね。そんな経過もご

度末に至りましては現金で１,１５５万９,３

ざいました。

５４円保有してございます。それと、今申し

そういうことから踏まえますると、今回、

上げました役場庁舎用地２,２６０.８２平方

基金条例の該当条文は、どこによってこうい

メートル、それから銀河線用地等々で、不動

う提案されているのか、私はちょっと失念を

産といたしましての取得したときの価格とし

しておりましてね。過去にもこういうことが

て２億８５０万１,８５０円がお金換算での

あったように、私はちょっと記憶は定かでな

資産所有というふうになってございまして、

いですけど承知しておりますが、その辺につ

合計いたしまして２億２,００６万１,２０４
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円が２１年３月３１日の基金の状況というこ

何万のとりあえず現金の関係ですけどね、い

とになってございます。

つの末とおっしゃいましたか。私は、監査委

ここから、今回補正予算でこれから御審議

員の調書の４月末を標準にしているんです

いただきますけれども、駅前周辺で基金で取

が、符合しないんで、残額は現金かなんかで

得した土地を一般会計で買い戻すと。あとは

あるのか。監査委員調書は定期預金に切りか

事業等々で買い戻すということになりまし

えしているんですよね、ずっと調書を精査い

て、その土地の価格と補正予算等で組ませて

たしますと。その差額がちょっと数字が合わ

いただいた価格を引きまして、先ほど言いま

ないなと。それは歳計現金かなんかでお持ち

した現金が１,１６５万５,５０１円と、それ

になっているのかどうかね、その数字の符合

から不動産が買い戻しで減りますので、庁舎

しない分はどうなっていらっしゃるのかね。

用地分だけが残るという感じになりますの

それともう一点、今、基金条例第２条で総

で、その土地が１億６,６４７万１,６３０円

額を示すようになっています。現行条例は御

の資産価値ということで、合計いたしまして

案内のとおり、改正前の２億１,９７１万１,

圧縮後の基金の保有というのは１億７,８１

０００円、これは当たり前のもの。私は失念

２万７,１３１円になるということで、条例

している部分があるもんですから、担当課長

改正の１億７,８１２万８,０００円まで圧縮

に御説明いただきたい一番のポイントは、資

していくということで、今回条例改正をお願

産全体がありますよと、それを今回４,２２

いするということでございます。

０万でしたか、そういうものを減じて、今提

なお、先ほど、当座、先行取得の見込みが

案されている改正の第２条に基づく差額を改

ないということで申し上げましたが、１,１

正するんだという趣旨はわかりますけども、

００万程度まだ現金保有ございますので、緊

そういうように手続行為なのかなということ

急の場合の先行取得というような事情が生じ

に私は疑念を持っているんですよ、この種の

れば、この範囲内であれば取得可能なのかな

基金ということからいきますると。
ただいまの総務課長の答弁の中では、資産

という状況でございます。
以上が、そういった基金での今の保有現状

台帳の中身も私なりにもちろん承知しており
ましたんで、今の役場庁舎の寄附金、前に受

の説明とさせていただきます。
それと、条例の圧縮をかける根拠条文はど

けた分の役場庁舎敷地の取得でこれを使った

こにあるのかということでございますが、第

ことももちろん承知しておりますんで。先に

２条で基金の額というものを定めております

向けて考えたとき、土地開発基金ということ

けれども、これは過去からもですが、先行取

の必要性からかんがみたとき、総務課長の答

得する案件ごとに一般会計から繰り入れて取

弁では、今の数字が符合しないことは別とい

得をしたり、そういったことで増減させてき

たしましても、コンクリートになっている監

ているという経過がございまして、適正なと

査委員の示した調書の１,１５５万９,３５４

いいますか、現在基金として最低限保有して

円、これは定期預金ですから方法はいろいろ

いれば可能であろうという額ということで圧

ありましょうけど、そのことについては自由

縮しているというような状況でございます。

に対応できますよと。

以上が私のほうからでございまして、町長

御案内のとおり、土地開発基金の土地とい

の方から、基金の状況についての考え方があ

うのは、くい打ちとかそういうものについて

りますが、とりあえず第１回の答弁とさせて

は一般会計で、本当の資産だけ基金借り入れ

いただきます。

ということが原則ですからね。だから、そう

○議長（吉田敏男君）

８番

高橋幸雄君。

いうことからいって、将来的に見たときに、

○８番（高橋幸雄君）

先ほどの一千百六十

昭和４６年につくったとき、あるいは土地開
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発公社をつくって先行取得をしたときと今と

る資産をすべて、駅周辺もすべて使い切る。

全く時代が違うんですよね。そういうことを

それから、今、役場庁舎の資産もみんなそう

踏まえたときに、第１回目の質疑の中で申し

いうことになっている。その時点でこの開発

上げましたように、土地開発公社と土地開発

基金条例を廃止して、すべてなくすという方

基金の違いはやはり執行権者がスムーズに対

法もあってしかるべきでないかなと、私はそ

応できると、議会は関係なく機敏に対応でき

う思うんですよ。

るところにこの土地開発基金の制度的な意味

一つには、土地開発基金条例が理事者の専
権にゆだねられていることはそのとおりなん

合いを持つんですね。
そういう意味からいくと、時代背景も含め

ですけど、法規範上、処分とかということに

て、当時の物価交渉の昭和４０年から５０年

なると、基金条例に基づく不動産でなくて

にかけた状況というのは、本来の都市計画そ

も、議会に対しては町有財産と同じような法

のものが、プランニングそのものにきちっと

規範上の縛りがかかっているんですね。そう

執行できるがための土地取得に使う意味合い

いうことを総合的に判断したとき、いかがな

を持ったんですね。今は全くそうじゃないん

ものでしょうかと。

でないのかなという思いをしているんです

むしろ、今、駅周辺整備もやっている途上
でございますし、今できている段階から北の

よ。
そうすると、私はもう少しはっきり言わせ

ほうに向かってどうなるのか。それから、神

ていただければ、土地開発公社は別の問題で

社前通りからもうちょっと通過したところま

すけど、言ってみれば土地開発基金はすべて

で現状の土地があるというように承知してお

足寄町の財産ですよ。しかし、土地開発基金

りますんで、その対応のためにもあえてこの

条例を設けて土地開発基金の資産とするとい

状況でこの額を減額する必要性があるのかど

うことの意味合いの線引きはあるんですよ。

うかなという、私は懸念を持っているんです

全く線引きないんなら意味を持たないんです

よ。むしろ、やるとすれば、一定の中で整理

よね、線引きがあるんですよ。

ついた時点でそういう対応をするべきが妥当

ただ、今の駅前周辺の関係の中で、町有地
でなくて、土地開発基金用地ということにな

でないかなという思いをしているんですよ、
それは法規上も含めて。

りますれば、同じ足寄町長の名義であったと

したがって、冒頭に聞いた質疑の中では、

しても、それは事業展開上のものがありまし

第２条の総額そのものが資産に関係なく、今

て、今回、委員会おける一定のレクチャーに

のように改正するということの意味合いにつ

よりますと、なかなかそういかなかった経過

いてはわかるけども、法規範上の手続行為に

もあったように聞いておりましてね、目的は

ついてはちょっと理解ができない面もあるん

ちょっと違ったかなと、もくろみが少し狂っ

ですよね。２億１,０００万を１億７,０００

たなという思いはしています。

万にするんだから総額をかえるんだと、その

そういうことからいくと、今残っている分

ための一部改正だと、その意味ではわかりま

の役場庁舎の駐車場になっているところ、そ

すよ。だけど、基金条例の持つ一定のことか

のことも含めたり、それから、総務課長が

らいくと、こういうことでよろしいのかなと

さっき言った千百万ぐらいあればそれで対応

いう懸念があるんですよ。いかがでしょうか

できるかなという意味もよくわからないんで

ね。

すけどね。借金含めて、そのぐらいの額で対

○議長（吉田敏男君）

応できるのかなという意味もわからんし、も

○総務課長（大塚博正君）

総務課長、答弁。
申し上げます。

しそういう予見するようなことがあるとすれ

高橋議員には言わずもがなでございましょ

ば、あえて減額措置しなくても、今持ってい

うが、土地開発基金の条例のあり方というの
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は、いわゆる先行取得で、町が事業をスムー

で、補助対象としてこれから補正予算で審議

ズに進めるために必要な土地について先に取

いただきますけれども、補助事業で入手でき

得しておくことが必要だという判断に基づけ

る土地、それから一般単独で取得しなければ

ば、先行取得しておくという意味合いでの基

ならない土地という色分けはされていますけ

金の設置の目的でございますから、これは公

れども、先行取得したという意味合いの中で

共用地取得に限られた基金ということになり

いけば、補助事業で購入できる面積というの

ます。

が１万５,０００平米程度出てございます。

ですので、銀河線の話に戻りますが、当

そういったことで、全く目的が達しなかっ

時、駅前周辺の土地を買うということは、先

たのかといえば、それはそれなりに補助金も

行取得という名目を持って、足寄町としての

入ってくるような形の中で、額は低いですけ

事情で一般会計で取得するところと、基金で

れども、先行取得という意味合いは達成でき

取得するところというふうに区分けをさせて

ているのかなという気はしてございます。

いただいて提案し、お認めをいただいてこう

今この時点でと、なぜなんだと言われるこ

いった結果になっているわけでございます。

とでございますけれども、銀河線用地は非常

その結果、高橋議員にも従来から説明をさせ

に変則な用地体系になっておりまして、地番

ていただいておりますけれども、もくろみが

も広く長くとられてたりということがあっ

外れたというのは、銀河線から買った価格

て、今回基金で持っている土地につきまして

は、町界から町界までの細長い土地を一括町

も、南側につきましては１筆の土地の筆界と

が銀河線から買い取るということに対しての

いうことで、沼田新聞店の裏側あたりから銀

土地の評価の手法として、また一斉に１市６

河ホールの裏をずっと鉄路をたどって、北側

町がまとまって銀河線の財産を処理するとい

は岡崎さんの踏切までという区間は基金で

う中において、評価等入れながら、時価より

持っていたというような状況でございますの

も安い価格で各市・町が取得したという状況

で、そういったところで、今回整理というの

になってございますが、事業を起こすための

は、まちづくり交付金事業ですとか、それか

先行取得でございますから、当然、銀河線か

らもろもろ銀河ホール等が整備をされていく

らやるときにおいては、これから道の駅とし

というところの段階で、そういった土地につ

て整備しながら、銀河周辺をかえていくとい

いても補助事業等々を導入しながら解決して

う計画が当時はありました。

いけるという段になりまして、基金から一般

そういったことで、補助事業等で先行取得
した用地も、取得した用地代金として認めて

会計に土地を買い戻す予算を計上させていた
だくと。

いただけるということもありましたので、ま

それから、一般会計で買い戻す関係で、今

た、そこに私どもがもくろんだというのは、

言いましたように、南の沼田新聞店のほうま

適正な土地の評価で、実際の売買実例でやれ

で行きますと、基金財産でいきますといつま

ば、それなりの私のほうの土地取得のお金と

でも処分ができない状況になりますから、農

しても少し財源的に浮くのではないかという

協裏の駐車場とかいろんな関連もございます

ことがございましたけれども、結果として、

ので、一般会計で買い戻しをして普通財産の

代金的には銀河線用地から取得した代金は補

扱いにして、測量をきちっとして道路をつけ

助対象ですよという結果になりましたので、

て、不要な土地については処分できるものは

代金上の問題についてはそのもくろみから外

処分していくといったような計画で進む観点

れたということでございます。

から、今回、基金の財産すべてを一般会計で

先行取得した意味合いからいきますれば、
すべてが単費で買い戻しじゃございませんの

買い戻す手続をとらせていただいくというふ
うなことにいたしました。
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銀河線もろもろ、そういった事情での基金

○８番（高橋幸雄君）

銀河線の関係の一般

を活用しての財産取得でありましたので、こ

会計あるいは土地開発基金、もろもろの取得

の際、ふるさと銀河線にかかわるお金に関し

上の位置づけについては、これは当然理解の

ては、基金として保有していても、またさら

範疇内ですから。

に大きな先行取得という目的からいって、保

本来は、土地開発基金の資産というのは実

有していなくてもいいのではないかという判

例売価で処分するというのが原則なんですよ

断で、圧縮して一般会計に繰り入れると。で

ね。それも相手のあることで、たまたま取得

すから、言葉は悪いですけれども、お金的に

状況を踏まえた中で、上部官庁との兼ね合い

は行って来いで何物も生じないわけでござい

の中、これは了とせざるを得ないと思ってい

ますけれども、そういったことで、基金側と

るんですよ。私は、そのことを云々なんて議

しても整理をしていきたいなと思っておりま

論を展開するつもりは毛頭ないんですね。
ただ、申し上げたいのは、現状からすれ

す。
１,１００万の現金を持っていて、何なん

ば、当初の基金条例を制定した状況と今は全

だと言われればそれまででございますけれど

く違うでしょうと。そういうことからいきま

も、現状、総合計画等いろいろとやっている

すれば、あってしかるべきのようなあり方が

中におきましても、公共用地を先行取得して

あるんでないでしょうかということの疑問を

温存しておかなければ、公共事業がスムーズ

呈しているわけですよね。

にいかないというような事象等も今のところ

それと同時に、もう一点は、資産の現金

ないなという判断のもとで、土地開発基金に

１,１００万のほとんどを占める分の役場庁

ついては現状の圧縮をかけ、改正をお願いい

舎用地、これはどういう形でいくのか、全く

たします１億７,８１２万８,０００円の中、

未定なのか、現段階でどうなっているのか。

これは庁舎敷地の資産もありますけれども、

私は、そういうことを踏まえた中で、この基

現金とすれば、圧縮かけた後で１,１６５万

金条例の存否についても、あってしかるべき

程度になりますが、そういった現金保有で圧

行政の試算数があるんではないかなという思

縮した基金保有としていきたいということで

いを申し上げているわけです。
それともう一点、細かいことで恐縮なんで

ございます。
土地開発基金の性質が、最初に戻りますけ

すが、先ほどの現金・定期預金等の関係で、

れども、公共事業をスムーズにさせるための

私はあくまでも公になっている監査委員の調

先行取得という目的からいくと、基金として

書しか見ておりませんし、基金資産台帳なん

本当にその１,１００万は必要か必要でない

か目を通しておりませんので、ちょっと符合

かと言われれば、何とも申し上げようもござ

しない点があるもんですから、その辺は本当

いませんけども、現状では総合計画上でも事

にささいなことで恐縮なんですが、公金とい

業の執行上ないのではないかという考えでお

う原点に立ち返ったときにその辺もちょっと

りますので、銀河線のような大きな問題が生

正確を期してお示ししていただきたいなと。

じて急遽取得というようなことになれば、そ

そして、総務課長が基金台帳を管理する職

れは大きな公共事業のやり方、手法で、また

責に基金条例上なっていますけども、総務課

基金をということもあろうかと思いますけれ

長、お聞きになっていますか、耳も聞いてい

ども、今の通常の行政運営の中で先行取得し

ますか、お話を終わってからもう一回聞きま

ておかなければならない土地というのは思い

すが、いいですか。総務課長が管理すること

つかないというのが現状でございますので、

になっていますが、監査委員の４月末の私が

御理解いただきたいなと思います。

示している調書、議会にも配付されている調

○議長（吉田敏男君）

書がそうなっているもんですから、総務課長

８番

高橋幸雄君。

― 31 ―

がお話しすることの数値が符合いたしません

１,１５５万９,３５４円と申し上げまして、

ので、その辺はどういうことで符合されてい

これが基金３月末の決算額でございまして、

ないのか。その理由も、公金なるがゆえにひ

監査委員さんから議長さんのほうに行った諸

とつお示しいただきたいなと。細部で恐縮で

般の報告等の中の基金の保有状況等の額と一

す。

致するということで、御理解をいただきたい

それから、大綱的には理事者のほうから、
先ほど申し上げました基金条例の存否も含め

と思います。
なお、答弁の中で、私が１,１６５万５,０
００円程度の現金になると申し上げましたの

て、今後の見通しについて。
それともう一つは、私の手元では１,１５

は、この補正予算で土地を買い戻しして、基

５万９,３４５円ですけれども、いずれにし

金が圧縮した後の現金保有として、利息等を

てもこのことが先に向けて必要性があるとい

加味した中で１,１６５万５,０００円程度の

うことですけども、本来、この基金状況は、

現金保有になるということで申し上げました

基金条例の中で足寄町が行財政運営で幾らで

ので、御理解をいただきたいと思います。

も使えることになっているんですよ、運用で

あとの基金の残の土地資産の部分等々につ

きることになっているわけですから。私は、

きましては、町長のほうから答弁させていた

そういう観点からいくと、もうちょっと何か

だきます。

あるのかなと。

○議長（吉田敏男君）

ただ、私が一番疑問を呈しているのは、総
額２億１,０００万強が１億７,０００万に

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

私のほうからお答

えをさせていただきます。

と、第２条で総額提示してありますよと、そ

一つは、現在、土地で保有している庁舎用

して改正して今度出すよと。補正予算でとい

地のこの先の方針といいますか、そこら辺の

う話をされていますけど、総務費の款には財

方針がどうなっているのかというお尋ねと、

産購入なんていう、歳出で基金の中で二十数

もう一つは、この土地開発基金自体を残すべ

万出ていますけど。

きなのかどうなのかということも含めての判

先ほどの総務課長の言葉をかりれば行って

断時期ではないのかということだというふう

来いと言うんだね。要するに、いいもんだよ

に思います。その２点につきまして、私のほ

という意味だね。行って来いというのは明治

うからお答えをさせていただきたいというふ

の人しか余り使わないけど、今の平成の方で

うに思います。

もやっぱり使うんですね。イーブンであるこ

まず、庁舎用地の関係でありますけども、

とは間違いないんですけども。その辺も含め

当初、保健センター構想もございまして、今

てひとつ御答弁方お願いしたいと存じます。

現在、舗装でなく砂利になっている。駐車場

○議長（吉田敏男君）

用地ということで活用させていただいており

ここで、暫時休憩を

ますけれども、一つには、ここのところを、

いたします。
午後

１時５０分

休憩

最終的にはなるべく早く意思決定をしなく

午後

２時０３分

再開

ちゃいかんだろうというふうに認識をしてお

休憩を閉じ、会議を

ります。率直に申し上げまして、現状では、

○議長（吉田敏男君）

新たにまた保健センターということにはなら

再開いたします。

ないなというふうに私は思っているところで

総務課長、答弁。
○総務課長（大塚博正君）

お答え申し上げ

あります。そういう意味では、正式に、早急
に内部協議もしながら、今後も駐車場用地以

ます。
私のほうからさきにお答えをいたしました

外に活用の道がないということであるとすれ

現金の２１年度末現在高といいますのは、

ば、舗装工事も含めて整備をしていきたい
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と。その意思決定がされた時点では、当然、

のかということでございますけども、これも

一般会計での買い戻し。先ほど課長がお答え

今の時点ではまだ方針は決まっておりません

したとおり、お金の行ったり来たりというよ

けども、今回の議員の御質問といいますか、

うなことにはなりますけども、その時点で、

問題提起も踏まえながら、この基金のあり方

庁舎用地として基金で抱えている用地につい

はどうなのかというのは、また内部で協議を

ては整理をかけていきたいなというふうに

させてもらいたいなと。
率直に言わせていただきますと、今現在想

思っております。
それから、そもそも基金が果たしてきた役

定しているということではございませんけど

割、今の時代背景からいっていかがなものか

も、目的が決まっていないけども、やはり将

ということでございますが、私の記憶では、

来ここのところは何らかの形で取得しておく

たしか昭和４６年ですから私が役場にお世話

ことのほうがベターでないのかということ

になって２年目のときだったというふうに思

も、ひょっとしたら出てくる可能性もあるの

います。私の記憶では、間違っているかもし

かなと。そういう意味では、これはまさしく

れませんけども、たしか１,２００万からス

執行者側としては、とらえ方によっては都合

タートしたんではないかなという記憶をして

のいいということになるかもしれませんけど

おります。そういう意味では、土地で持って

も、そういう意味では、この基金の存在とい

いたりとかということで、今現在の現金の残

うのは、ある意味使いやすいといいますか、

高も１,１００万強ということですから、１,

使い勝手がいいといいますか、それも事実だ

２００万とさほど差がないのかなと。だか

なというのもあるというふうに認識していま

ら、そういう意味では、土地との絡みもあり

すから、その点も含めて内部で協議をしなが

まして、基金を現金で持つのと土地・財産で

ら、また方針が決まり次第、議会のほうにも

持っているものということも、その都度決算

相談をさせていただきたいというふうに考え

等々で議会にも報告させていただいていると

ておりますので、きょうの時点ではそういう

いうことで、ここずっと、３０年以上にわ

ことで御理解をいただきたいなというふうに

たって経過をしてきているのかなと、そんな

思います。
以上でございます。

思いをしております。
また一方、先ほど議員のお話がございまし
た公有地拡大に関する法律等々もできまし

○議長（吉田敏男君）
せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

て、また宅地開発だとかいろんなことが我が
町でもございました。そういう中にあって、

○議長（吉田敏男君）

土地開発公社の設立もし、そこで大部分のも

ります。

のといいますか、開発の目的といいますか、
土地利用の目的が特に決まっているものにつ

他に質疑はございま

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
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

いては公社のほうで買って、そしてまた時期
が来れば一般会計で買い戻し的なことでずっ

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

と対応してきた時期もございました。しか

す。これで、討論を終わります。

し、これについては、もう土地の値段が上が

これから、議案第６４号足寄町土地開発基

るどころか下降ぎみになっているということ

金条例の一部を改正する条例の件を採決いた

で、数年前に議会の御理解もいただいて、開

します。

発公社については解散をさせていただいたと

この表決は、起立によって行います。

いうことでございます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

そこで、本論の土地開発基金自体もどうな

の方は起立願います。
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改正する。第２条中「及び在宅老人デイサー

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

ビスセンター」を削る。

全員の起立です。

したがって、議案第６４号足寄町土地開発
基金条例の一部を改正する条例の件は、原案

附則といたしまして、この条例は公布の日
から施行するとしております。
以上で、提案理由の御説明とさせていただ

のとおり可決されました。

きます。
◎

右ページに新旧対照表を添付しております

議案第６５号

○議長（吉田敏男君）

日程第２０

議案第

ので、御参照をお願いしたいと思います。

６５号足寄町介護サービス事業特別会計条例

事務手続上遺漏がありましたことについて

の一部を改正する条例についての件を議題と

深くおわび申し上げます。大変申しわけござ

いたします。

いませんでした。今後におきましては、同様

本件について、提案理由の説明を求めま

していく所存でございますので、お願いした

す。

いと思います。御審議のほどよろしくお願い

福祉課長堀井昭治君。
○福祉課長（堀井昭治君）

の誤りが発生することのないように十分留意

ただいま議題と

申し上げます。

なりました議案第６５号足寄町介護サービス

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

事業特別会計条例の一部を改正する条例の提

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

案理由について御説明いたします。
この条例につきましては、平成１２年介護

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

保険法の施行に伴い、平成１４年度から介護
サービス事業となる足寄町特別養護老人ホー

○議長（吉田敏男君）

ム及び在宅老人デイサービスセンターの両事

す。これで、質疑を終わります。

業を一般会計より分離し、介護サービス事業
特別会計として実施しておりました。平成２

質疑なしと認めま

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

１年４月から、在宅老人デイサービスセン
ター事業を社会福祉協議会に委譲することに

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

伴い、平成２０年第４回定例会において、足

す。これで、討論を終わります。

寄町在宅老人デイサービスセンター設置及び

これから、議案第６５号足寄町介護サービ

管理条例を廃止する条例を御提案申し上げ、

ス事業特別会計条例の一部を改正する条例の

廃止をしたところでございます。

件を採決します。

今般、足寄町介護サービス事業特別会計条
例において、「在宅老人デイサービスセン
ター」の字句を削除する条例の一部改正を行

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）

うことを失念していたことから、それが判明
したことから、本定例会において条例の一部

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第６５号足寄町介護サー

改正をお願いするものであります。
次に、改正の内容について御説明いたしま

ビス事業特別会計条例の一部を改正する条例
の件は、原案のとおり可決されました。

す。
足寄町介護サービス事業特別会計条例の一

◎

部を改正する条例。
足寄町介護サービス事業特別会計条例（平
成１３年条例第３３号）の一部を次のように

議案第６６号

○議長（吉田敏男君）

日程第２１

議案第

６６号足寄町国民健康保険条例の一部を改正
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する条例について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。
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

す。

の方は起立願います。

住民課長櫻井光雄君。
○住民課長（櫻井光雄君）

（賛成者起立）

ただいま議題と

なりました議案第６６号足寄町国民健康保険
条例の一部を改正する条例につきまして、提

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第６６号足寄町国民健康
保険条例の一部を改正する条例の件は、原案

案理由を御説明申し上げます。
まず、改正の理由でありますけれども、国

のとおり可決されました。

民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）
◎

の一部を改正する法律が平成２２年５月１９

意見書案第２号

日に公布されまして、本条例におきまして引

○議長（吉田敏男君）

用しておりました条項が１条繰り上げる改正

案第２号２０１１年度予算編成における義務

がなされたことによりまして、改正するもの

教育費国庫負担制度の堅持と負担率２分の１

でございます。

復元など教育予算の確保を求める意見書の件

改正の内容につきまして、御説明申し上げ

日程第２２

意見書

を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

ます。
議案書２８ページになります。足寄町国民
健康保険条例（昭和３４年条例第１号）の一

す。
３番

島田政典君。

部を改正する条例。第７条第１項中、７２条

○３番（島田政典君）

の５を７２条の４に改めるものでございま

成における義務教育費国庫負担制度の堅持と

す。

負担率２分の１復元など教育予算の確保を求

附則としまして、この条例は公布の日から

２０１１年度予算編

める意見書。
教育の機会均等と義務教育無償の原則は、

施行するものでございます。
以上、提案の説明とさせていただきます。

憲法２６条で定められており、すべての国民

なお、右側に新旧対照表を載せております

に対して義務教育を保障することは、国の重
要な責任でもあります。このことから、全国

ので、御参照願います。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○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

す。
この制度は、義務教育の実施主体である地

ませんか。

方を国が支える制度であって、国が地方を縛

（「なし」と呼ぶ者あり）
質疑なしと認めま

る制度ではありません。既に３０人学級など
の定員規模を縮小する措置が都道府県単費で

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

行われており、現行制度でも自治体の裁量権
は保障されております。

ませんか。

しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

償で一定水準の教育機会を保障するため、義
務教育費国庫負担制度が設けられておりま

理由の説明を終わります。

○議長（吉田敏男君）

どの地域においても、すべての子供たちに無

討論なしと認めま

が２分の１から３分の１に縮小されたこと
や、地方交付税削減の影響と厳しい地方財政

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第６６号足寄町国民健康保

などから、教材費や図書費、学校施設など教

険条例の一部を改正する条例の件を採決しま

育条件の地域間格差が広がりつつあります。
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また、就学援助受給者の増大にあらわれて

す。

いるように、低所得者の層の拡大・固定化が

したがって、意見書案第２号２０１１年度

進んでいます。自治体の財政力や保護者の家

予算編成における義務教育費国庫負担制度の

計の違いによって、受ける教育に格差があっ

堅持と負担率２分の１復元など教育予算の確

てはなりません。ひとしく教育が受けられ、

保を求める意見書の件は、文教厚生常任委員

地方の教育水準の低下をもたらすことのない

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

よう下記項目について強く要望いたします。
一つ、教育の自治体間格差を生じさせない

上、報告をお願いいたします。

ため、また、国の責務である教育水準の最低
◎

保障を担保するために、必要不可欠な義務教

意見書案第３号

育費国庫負担制度を堅持し、負担率を２分の

○議長（吉田敏男君）

１に復元すること。また、交付金化や一般財

案第３号「新たな高校教育に関する指針」及

源化を行わないこと。

び「公立高等学校配置計画」の抜本的見直し

二つ、憲法・教育基本法の理念である義務

金、教材費、図書費など、国の責任において

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
４番

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

教育予算の確保・拡充を図ること。

意見書

を求める意見書の件を議題といたします。

教育無償を実現するため、保護者負担をなく
し、また、学校施設整備費、就学援助・奨学

日程第２３

ただいま議題となり

３、３０人以下学級を早期に実現するこ

ました意見書案第３号、朗読をもって提案を

と。また、教員定数改善計画の実現と学校教

させていただきますので、よろしくお願いを

育法第３７条第３項を削除し、学校教育法に

申し上げたいと思います。

規定する教職員の全校配置とあわせて、ゆと

立高等学校配置計画」の抜本的見直しを求め

りある教職員配置を実現すること。
以上、提案申し上げます。どうか御理解の
上、採択いただきますようお願いを申し上げ
これをもって、提案

北海道教育委員会は、少子化に伴う中学校
教育に関する指針を策定し、公立高等学校配
置計画によって学校再編を進めている。指針

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

は、１学年４から８学級を望ましい学校規模
とし、２学級以下については、離島や通学困

ませんか。

難地域等の特殊な事情以外は再編整備すると

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

る意見書。
卒業生の減少から、平成１８年、新たな高等

まして、終わります。
○議長（吉田敏男君）

「新たな高校教育に関する指針」及び「公

質疑なしと認めま

いうものです。
一方、高校への進学率が９８％に達し、既

す。これで、質疑を終わります。
ただいま議題となっております意見書案第

に義務教育化している中で、国は、公立高等

２号２０１１年度予算編成における義務教育

学校の授業料無償化及び高等学校等就学支援

費国庫負担制度の堅持と負担率２分の１復元

金制度を制定し、保護者の高等教育に係る経

など教育予算の確保を求める意見書の件は、

費の負担軽減を図ったところでございます。

文教厚生常任委員会に付託し、会期中の審査

さらに、国は、都市と農山漁村の交流事

にすることにしたいと思います。これに御異

業、地方再生や活性化など、都市と地方の格

議ございませんか。

差を是正し、均衡のとれた国土発展を目指し
た政策や地域主催などについても、積極的に

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

推し進めようとしております。
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北海道教育委員会が示した公立高等学校配

これから、意見書案第３号「新たな高校教

置計画の１学年４学級以上を望ましい学校規

育に関する指針」及び「公立高等学校配置計

模とする方針は、高校教育を都市部へ一極集

画」の抜本的見直しを求める意見書の件を採

中を促進し、実質的に地方の高等教育を排除

決します。
お諮りをいたします。

することにほかならないと考えます。
これまで、小規模高校を抱える自治体で
は、地域の学校として物心両面にわたって支

本件は、原案のとおり決定することに御異
議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

援し、小規模校の特性を生かして一人一人の
能力を最大限に伸ばす教育を行い、大きな成

○議長（吉田敏男君）

果を上げてきております。残念ながら、現行

す。

異議なしと認めま

の公立高等学校配置計画等については、都市

したがって、意見書案第３号「新たな高校

と地方の教育格差を一層助長するものであ

教育に関する指針」及び「公立高等学校配置

り、地方を元気にという、将来の国のあり方

計画」の抜本的見直しを求める意見書の件

に逆行し、地方の教育環境の悪化と地域の過

は、原案のとおり可決されました。

疎化に拍車をかけるものでもあります。
◎

このことから、新たな高校教育に関する指

意見書案第４号

針及び公立高等学校配置計画の抜本的な見直

○議長（吉田敏男君）

しを要請するものでございます。

案第４号持続可能な北海道農業の確立に関す

一つ、新たな高校教育に関する指針及び公

日程第２４

意見書

る要望意見書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

立高等学校配置計画を抜本的に見直しするこ

す。

と。
二つ、当面は特例二間口校を復活させるこ

１０番

谷口二郎君。

○１０番（谷口二郎君）

と。
３、高等学校の教育水準を引き上げるた
め、小規模校（２学級以下）に３０人学級を
早期に実現し、あわせて小規模公立高等学校

意見書案第４号に

ついて提案をさせていただきます。
持続可能な北海道農業の確立に関する要望
意見書。
北海道・十勝の畑作農業は、麦類、豆類、

の教職員定数の改善を行うこと。
以上で、意見書の提出を終わらせていただ

てん菜、バレイショなど土地利用型作物を基

きます。御賛同のほどをお願い申し上げま

本に、機械化一貫体系による合理的な輪作方

す。

式のもとで大規模な経営を行っています。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

どを初めとする北海道の畑作物は、加工原料

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

支える重要な役割を果たしています。

（「なし」と呼ぶ者あり）
質疑なしと認めま

しかしながら、１９年度から導入された水
田・畑作経営所得安定対策は、制度設計の不

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

備などから所得減少と生産意欲の減退を招い
ています。特に対象作物は、生産拡大や品質

ませんか。

向上に結びつかない仕組みのため、所得増大

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

作物として、地域の製糖工場及びでん粉工場
などと密接な関係の中で、地域経済・社会を

ませんか。
○議長（吉田敏男君）

また、てん菜、でん粉原料用バレイショな

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

が図られない状況となっています。
また、てん菜は、平年作ベースで産糖実績
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７０万トンが見込まれる中で、政策支援数量

度の創設についてであります。

となる交付金対象数量に上限６４万トンが設

１に、無償で提供されている国土・環境の

定されていることから、生産者の作付意欲を

保全など畑地が持つ多面的機能に対し、耕作

失わせています。このため、野菜など他作物

するすべての農地にその対価を直接支払う制

へ作付転換が進み、これ以上作付転換が進む

度・農地面積支払いを創設すること。

と畑作農業における適正な輪作体系が崩壊す

二つに、畑作物の所得補償制度として、生
産現場の実態に即した適正な販売価格・農家

るおそれがあります。
こうしたもとで、新たな食料・農業・農村

手取り価格水準と生産費用・家族労働費の評

基本計画が策定され、１０年後に食料自給率

価がえなど生産コスト適正化との差額を補填

を５０％まで引き上げる政策目標を掲げてい

する直接支払い・作物別数量支払いを行うこ

ますが、北海道畑作農業の生産力が十分に発

と。

揮されるか、不透明な状態にあります。ま

また、生産者の努力が報われるよう自給率

た、期待される２３年度からの畑作物への戸

向上や良品質生産などに対する加算措置を講

別所得補償制度導入についても、どのような

ずること。

制度設計が行われるか、重大な関心を払って
います。

３に、現行の土地利用型作物を基本とする
畑作農業に新たな戦略的作物を導入して輪作

ついては、持続可能な北海道畑作農業の確

年数を伸ばすなど、地域の土地条件に即した

立に向けて、生産現場の意見を十分に踏ま

適正な輪作体系を確立するための支援策を創

え、万全な政策が講じられるよう、下記事項

設すること。

について強く要望するものであります。

四つに、減肥・減農薬栽培や耕畜連携によ

第１に、輪作を基本とした北海道畑作農業
の潜在生産力の最大限発揮についてでありま
す。

る完熟堆肥投入など自然循環型畑作農業に対
して直接支払い制度を創設すること。
第３に、農村振興政策の確立についてでご

新たな食料・農業・農村基本計画の具体化

ざいます。

に当たり、食糧自給率の向上と多面的機能の

１に、地域資源の保全、就業機会の拡大な

維持、６次産業化に向けて、北海道における

ど、市町村が自主・自立の地域農政が行える

畑作農業の潜在生産力を最大限に発揮できる

支援策・交付金制度を講じること。

よう、総合的な生産振興及び経営安定政策を
講ずること。

二つに、中山間地域等直接支払い制度につ
いては、条件不利地政策として恒久化する措

その１として、基本計画に基づいて作付さ

置を講ずること。あわせて、対象要件及び交

れた畑作物については、生産者努力が報われ

付単価等の見直しを図り、地勢・気象・土地

るような多様な用途・需要に応じた万全な販

条件など農業生産における条件不利を補正、

路確保対策や地場産業（製糖工場、でん粉工

対象農業者に直接全額交付する仕組みとする

場など）の振興対策を講じるなど、円滑かつ

こと。

確実に生産・流通が実現できる政策体系を構
築すること。

第４に、十分な国庫財源の確保についてで
あります。

その２として、麦類、豆類、てん菜、バレ

一つに、持続可能な畑作農業の確立に向

イショなど土地利用型作物を基本に、適正な

け、国の責任として必要かつ十分な国庫財源

輪作体系の維持による持続可能な畑作農業を

の安定的な確保を図ること。

実現するために必要な総合的畑作物戸別所得

以上について、提案の理由を申し上げまし
た。よろしく御審議をいただき、御賛同いた

補償制度を講ずること。
第２に、畑作物の総合的な戸別所得補償制

だくようお願い申し上げて、提案とさせてい
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○議長（吉田敏男君）

ただきます。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

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

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。

ませんか。
９番

他に質疑はございま

ただいま議題となっております意見書案第

矢野利恵子君。
記のところの２、

４号持続可能な北海道農業の確立に関する要

畑作物の総合的な個別所得補償制度の創設に

望意見書の件は、総務産業常任委員会に付託

ついて。これはよくわからないんですけど、

し、会期中の審査にすることにしたいと思い

要するに、無償で提供されている国土環境の

ます。これに御異議ございませんか。

保全など、畑地が持つ多目的機能に対し耕作

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○９番（矢野利恵子君）

するすべての農地にその対価を直接支払う制

○議長（吉田敏男君）

度とは、どういうことなんですか。要する

す。

異議なしと認めま

に、冷害やなんかで畑作物がないときでも

したがって、意見書案第４号持続可能な北

ちゃんと保障するよということをやってほし

海道農業の確立に関する要望意見書の件は、

いということですか、それともまた別なこと

総務産業常任委員会に付託することに決定を

ですか。

いたしました。

○議長（吉田敏男君）
○１０番（谷口二郎君）

なお、本件は、会期中の休会中に審査の

１０番、答弁。
今のことに対して

上、報告をお願いいたします。

御説明を申し上げます。
◎

２の１の関係ですよね。これは、今問われ

意見書案第５号

たようなことではなくて、国土環境の面から

○議長（吉田敏男君）

日程第２５

意見書

考えて、水田もそうですけども、特に畑作の

案第５号北海道農業の発展に必要な生産基盤

持つ多面的機能、いわゆる土地を耕作して作

整備等に関する意見書の件を議題といたしま

物をつくるという。これは、自然環境に対し

す。
本件について提案理由の説明を求めます。

て大きく作用しているということですよ。
水田をつくるということも、同じように畑

４番

井脇昌美君。

作も、そこで生産活動されていることによっ

○４番（井脇昌美君）

て、地球環境の保全だとかそういうことに寄

ました意見書案第５号、先ほど同様、朗読を

与しているということですね。だから、畑作

これからして、提案をさせていただきたいと

地帯が持つ多面的機能というのはそういう意

思います。

味でありまして、作物を生産されているだけ
ではなくて、環境にも大きく影響しているん

ただいま議題となり

北海道農業の発展に必要な生産基盤整備等
に関する意見書。

ですという、人間が生存するのに環境が最も

我が国農業をめぐる情勢は、ＷＴＯや日豪

大事ですから、そういうことに作用している

ＥＰＡなど国際農業交渉が進む中で、担い手

んですと。

の減少や高齢化の進行など厳しさを増してお

そうすると、個別補償制度の中でも、そう

ります。加えて、農産物価格の下落や生産資

いう機能をしているということですから、畑

材価格の高騰など農業者の努力だけでは解決

作をしている面積対象にその補償制度も組み

できない課題に直面しております。

入れていくべきではないかと、こういうこと

こうした中で、国においては、平成２２年

をここで農地面積で支払えという表現で要求

度における農業生産基盤整備事業等の予算額

していると、こういうことでございます。

を、交付金化の方向を取り入れながらも大幅
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に削減しており、昨年の令湿害を受け、新規

するため、生産・流通の合理化、高付加価値

地区として基盤整備事業を計画していた地域

化、環境対策など、地域が計画していた施設

の農業者からは、営農計画に支障が出るので

整備のための必要な予算の確保を図ること。

はなど不安の声が上がっているとともに、農

以上、意見書を提出を提出させていただき

産物の高付加価値化に対応した生産・流通シ

ました。御賛同をよろしくお願い申し上げま

ステムに係る施設整備を計画していた地域で

す。

は、計画的な作付拡大も含め、多くの課題に

○議長（吉田敏男君）

直面しております。

理由の説明を終わります。

北海道の農業・農村は、これまで意欲ある
専業的な担い手の育成を初め、農地・水等の

これをもって、提案

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

資源の保全や農産物の効率的・安定的な供給
に必要な生産・流通システムの整備、さらに

○議長（吉田敏男君）

は産地形成や付加価値向上に積極的に取り組

す。これで、質疑を終わります。

んできたところであります。この結果、規模
の大きな土地利用型の農業が展開されてお

質疑なしと認めま

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

り、今後とも我が国の食料生産基地としての
責任を果たすためには、農業・農村地域に対

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

する前向きな投資が継続的に必要でありま

す。これで、討論を終わります。
これから、意見書案第５号北海道農業の発

す。
よって、国においては、本道農業・農村の
担い手が将来にわたり意欲と希望を持って営

展に必要な生産基盤整備等に関する意見書の
件を採決します。

農ができるとともに、地域の個性を生かした

お諮りをいたします。

多様な農業を展開できる実効ある施策が実現

本件は、原案のとおり決定することに御異

されるよう、次の事項について要望いたしま

議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

す。
一つ、食料供給力の確保を図るためには、
農地や農業水利施設の持つ機能を適正に発揮

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

させる暗渠排水、区画整理、土層改良、用排

したがって、意見書案第５号北海道農業の

水施設及び草地基盤の整備を継続的に実施す

発展に必要な生産基盤整備等に関する意見書

ることが不可欠であることから、地域におい

の件は、原案のとおり可決されました。

て計画されていた事業が実施できるよう、農
◎

業・農村整備事業の必要な予算の確保を図る

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

こと。
二つ目として、生産基盤整備の効率的・効

以上で、本日の日程

は全部終了いたしました。

果的な促進を図るため、事業制度の弾力的な

本日は、これで散会をいたします。

運用などによるコストの縮減や、地域の創意

次回の会議は、６月１６日午前１０時より

工夫を生かした柔軟な整備が可能となるよう
な制度の見直しを検討するとともに、地元負

開会をいたします。
大変御苦労さまです。
午後

担の軽減について配慮すること。
３番目といたしまして、食料自給率向上や
消費者・実需者のニーズに対応した農産物の
効率的・安定的な生産・流通システムを確立
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２時４９分

散会
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