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１１〜Ｐ１２＞
日程第

９
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午前１０時００分

開会

す。
次に、本日予定しております案件でござい

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

ますけれども、議長のお許しをいただいた後

おはようございま

に行政報告を１件予定してございます。

す。

それから、御審議をお願いいたします議案

全員の出席でございます。

といたしましては、財産の取得に関する議会

ただいまから、平成２３年第２回足寄町議

議決ということをいただきたいということ

会臨時会を開会をいたします。

で、取得に関する件が１件でございます。
それから、各会計の補正予算につきまして

◎

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

５件提案をさせていただきますので、御審議

町長安久津勝彦君か

ら、招集のごあいさつがございます。
町長

して、開会に際してのごあいさつとさせてい

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

を賜りますようよろしくお願いを申し上げま
ただきます。

議長のお許しをい

ただきましたので、第２回臨時会招集に際し
てのごあいさつを一言申し上げます。

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

まず、これまでにも少し触れさせていただ

議を開きます。

いているところでございますけれども、我が
町にも多大な影響があるというふうに思って

これから、本日の会

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

おりますＴＰＰに関する我が町の町内の取り
組みの状況について、若干触れさせていただ
きたいというふうに思います。

◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

今現在、農協組織を中心にしながら町民の

日程第１

会議録署

名議員の指名を行います。

皆様方も含めて反対署名、これは全国的にも

会議録署名議員は、会議規則第１１６条の

農協組織を中心に１,０００万人を目標に反

規定によって、３番島田政典君、４番井脇昌

対署名を取り組むということで、我が町でも

美君を指名をいたします。

既に取り組みをしているということでござい
ます。

◎

それぞれの組織あるいは役場に行きます
と、庁舎の入口にも署名簿を用意しながら協

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

長から、会議の結果の報告を願います。

力を求めているということでございます。

議会運営委員会委員長

それから、足寄町の農林業振興対策協議会

議会運営委員会委員
井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

本

の中で、もう既にたっておりますけれども、

日開催されました第２回臨時議会に伴います

のぼりを購入し、反対の意思表示をしている

議会運営委員会の協議の結果を御報告いたし

ところでございます。

ます。

なお、引き続き懸垂幕につきましても、

会期は、本日１日限りであります。

今、作成中ということで、でき次第またそこ
の懸垂幕の掲示版に表示をしていきたいとい

本日は、最初に、町長から行政報告を受け
ます。

うふうに考えているところでございます。

次に、議案第２号から議案第７号までを即

議員各位におかれましても、引き続き御協

決で審議いたします。

力、あるいは御指導をいただきたいというこ
とを申し上げておきたいというふうに思いま

以上で、議会運営委員会の協議の報告を終
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

委員会委員長の報告を終わります。

また、昨日２月１６日には、町民センター
において町と我妻病院との共催で、介護療養
型老人保健施設の開設に向けた町民説明会を

◎

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

日程第２

開催し、多くの町民の参加を得た中で、町か
会期決定

ら連携システムの概略と取り組み状況の説明

の件を議題といたします。

を行い、また、我妻病院から我妻病院の介護

お諮りをいたします。

療養型老人保健施設への転換に向けた説明を

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

行いました。

思います。これに御異議ございませんか。

連携システムの一環として行われる我妻病

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

院の機能変更により、開設される介護療養型

異議なしと認めま

す。

老人保健施設５０床の整備においては、新た
にスプリンクラー等の整備が必要となるた

したがって、会期は、本日１日間に決定を
いたしました。

め、施設回収整備費用に対する国の転換助成
金、平成２３年度地域介護福祉空間整備等施
設整備交付金の申請に向け、町におきまして

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

も道との協議を開始しております。
行政報告

を行います。

しては、連携システムの円滑な推進を図って

町長から行政報告の申し出がありました。
これを許します。
町長

交付金を充当した残りの整備費用につきま
いくために、町が単独で助成をしていくこと
といたしました。

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

また、連携システムの核となるすべての町
議長のお許しをい

民が安心して暮らせる町にするためには、介

ただきましたので、行政報告を申し上げま

護療養型老人保健施設の安定運営が必要不可

す。

欠な条件となりますが、機能変更後の平成２

医療と介護、保険、福祉連携システムの一

４年４月以降の介護療養型老人保険施設運営

環として行う、我妻病院の機能変更について

における１床あたりの単価が現在の一般病床

報告をさせていただきます。

の１床あたり単価の約半分までに激減する見

医療と介護、保険、福祉の連携システム、

込みの中、現に有している人的医療資源の確

以下連携システムという。構築に向けた取り

保にも努力していただくことを含め、連携シ

組みにつきましては、平成２２年第４回定例

ステムの具体的な整備が図られるまでの間、

会において進捗状況の報告をさせていただき

運営の安定に向けた一定の財政支援を図って

ましたが、その後の経過について御報告をい

いく考えにあります。

たします。

これらの助成や財政支援の方法につきまし

将来における介護療養病床の廃止等を見据

ては、現在細部の調整中にあり、確定次第、

え、要介護者や家族等のすべての町民が安心

第１回定例会において行政報告及び債務負担

して暮らせる町を目指すため、国保病院は急

行為の提案をさせていただく所存でございま

性期病床を受け持ち、我妻病院は無床診療所

すので、御理解を賜りますようお願いを申し

と介護療養型老人保健施設へと機能変更する

上げます。

機能分担を推進していくという双方合意のも

以上、医療と介護、保健、福祉連携システ

と、現在、我妻病院におかれましては、機能

ムの一環として行う我妻病院の機能変更につ

変更に向けて上部機関との具体的な手続が開

いての御報告といたします。

始されております。

○議長（吉田敏男君）
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これで、行政報告を

終わります。

○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。
◎

議案第２号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

これから質疑を行います。質疑はございま
議案第２

せんか。

号財産の取得についての件を議題といたしま
す。

９番

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

この土地取得に関

本件について提案理由の説明を求めます。

して、使う目的としては福祉住宅、これはと

総務課長

てもいいことだから、本当にぜひ進めてほし

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

いと思うのですけれども、一つ気になるのは

なりました議案第２号財産の取得について、

公営住宅。公営住宅は、下愛冠団地でもかな

提案理由の御説明を申し上げます。

り何件か空いている。そして、民間のアパー

下記の財産を取得することについて、議会

ト、マンションもかなり空きが目立つ。

の議決に伏すべき契約及び財産の取得、また

そんな中で、公営住宅つくっていくのか

は処分に関する条例第３条の規定により議会

と。民間企業を圧迫しないような、そして公

の議決をお願いをするものでございます。

営住宅の空きが出ないような、そういうよう

財産の種別は土地の取得でございまして、

な計画を持ってこれをやっていくのかどうか

詳細につきましては、別紙としまして右側に

をお尋ねしたいと思います。

表で掲載してございますので、そちらのほう

○議長（吉田敏男君）

をごらんいただきたいと思います。

○副町長（田中幸壽君）

契約の相手方でございますけれども、有限

答弁。副町長。
お答えをいたしま

す。

会社タカハシ、代表取締役高橋秀樹氏所有の

まず、公営住宅と福祉住宅の関係でありま

土地と、それから、高橋秀樹氏個人所有の土

すけれども、公営住宅というのは国の制度の

地に分かれてございます。

中で、一定の条件整備が図られた中での入居

上段部分が会社所有の土地でございまし

条件があって、所得も含めてなのですけれど

て、足寄郡足寄町北２条４丁目４５番地、原

も。ただ、もう一つ一方、福祉住宅に関して

野１,８６６平方メートル、ほか２筆で、合

はそういった制限等のない、公営住宅法に基

計しまして２,９２１平方メートル。

づかないものを福祉住宅と言うのであれば、

それから、高橋秀樹氏個人所有の土地が足

そういった部分で分別ができるわけではあり

寄郡足寄町北２条４丁目６０番地１、畑１万

ますけれども、今の公営住宅も含めて一般的

２,２７８平方メートル、ほか２筆で、１万

にはバリアフリー化、ユニバーサル化という

５,２１０平方メートル、２者合わせまして

ことでお年寄りから家族のいる世帯までが入

合計６筆で１万８,１３１平方メートルでご

居できるようなものをつくっていると。公営

ざいます。

住宅も含めてですね。

取得価格につきましては、５,４８４万６,
０００円でございます。

そういったことからすれば、福祉住宅と公
営住宅を色分けするというのはなかなか難し

取得の目的につきましては、公営住宅、福

いわけではありますけれども、そんな中で福

祉住宅等の建設用地としておりまして、資金

祉住宅はいいけれども公営住宅はだめだとい

につきましては、土地開発基金にて購入する

うお話でありましたから、そこにこだわって

というものでございます。

お話をしているのですけれども。

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

それで、今、公営住宅の建設に関しては今

きます。御審議のほどよろしくお願い申し上

年度予算で、もう発注済みで、今、策定中で

げます。

ありますけれども、公営住宅の長寿命化計画
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等々について、今年度策定中であります。

いますけれども、その中では下愛冠団地、北

そういった中で、矢野議員がおっしゃられ

星団地については郊外型の家族の多い方、車

ているように、今後の人口推計の中で公営住

で通勤できる、そういった方のために郊外型

宅というのは必要戸数も含めて、一定の判断

の住宅に変えていこうといったことが構想と

をさせていただいて、１０年計画であります

してあったわけですけれども、私ども今回の

から平成３２年の時点で、一体公営住宅の必

策定の中で考えているのは、交通事情も悪い

要戸数は何ぼ保有していたらいいのか。

という部分で、高齢者が多いと、そういった

そういったことも含めて、十分検討して策定

部分ではやっぱり町中居住ということを優先

をしていきたいというふうに思っていますの

したいということで、下愛冠の部分でのお年

で、さらに、当然、民間の民業圧迫というお

寄りがいる部分については、町中に居住でき

話も出ましたけれども、その部分についても

るように町中に一定程度公営住宅を配置をし

民間それから給与住宅、公営住宅、そういっ

ていかなければいけないというのを基本的に

たこと全体を一定の人口推計の中で世帯数も

考えているところであります。

含めてなのですけれども、今後どういう形に

そうすると、今現在、下愛冠団地７６戸解

推移するのかといったことも見極めて、一定

体をしておりますけれども、そこに空き地が

の公営住宅の戸数というのを判断することに

できるわけで。そこについては北星団地を建

なっておりますので、そういった中で決して

て替えるに当たって、空き地に建てて、また

民業を圧迫するようなことのないように、一

壊していくという繰り返しでということだっ

定の整理をさせていただきますので、御理解

たのですけれども、御存じのように、今、国

のほどよろしくお願いしたいと思います。

道の拡幅工事がやられています。それで河川

○議長（吉田敏男君）

改修があって、足寄橋、下愛冠に行く国道の

９番

矢野利恵子

君。

橋のかけかえというのが一応決まっているわ

○９番（矢野利恵子君）

わかりました。民

けではありませんけれども、場合によっては

業圧迫をしないような形でやっていくという

橋がかけかえになると。そういった部分で私

ことなので。

どもは跨線橋、ふるさと銀河線が廃止になり

そうすると下愛冠の団地、壊したところが
かなり空き地になっていますよね。この空き

ましたので、あの跨線橋をぜひ撤去していた
だきたいということで。

地をどのように活用していくつもりなのかな
と。それを聞きたいなと。

というのは下愛冠団地を分断しております
ので、跨線橋がなくなれば一枚の団地になり

やはり足寄町国道沿いにしろ空き地ばか

ますので、そういった部分でお願いをしてい

り、今度は下愛冠まで空き地にするのかとい

るところでありますけれども、ただ、国道の

うことになっても困るので、やはり空き地に

拡幅は今年度で一応完了しますけれども、次

なった場所の対策というのを同時に考えて

には豊栄橋の河川改修の絡みで、豊栄橋の方

いってもらいたいと思うので、それについて

にシフトされますので、それが終わらないと

は今どのような計画をしているのかどうかを

次の足寄橋の方には行けないというお話は聞

お聞きしたいと思います。

いているところであります。

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

答弁。副町長。

そういった部分では、相当時間がかかると

平成１６年に公営

いうことで、当面、私どもが希望している下

住宅のストック計画というようなことを策定

愛冠団地が１団地で跨線橋がなくなってとい

しております。

うことを一定程度予測をしながら、当面は空

その中では、１２カ年の計画を持っていた
わけでありますけれども、一部構想になって

地にして対応をしてまいりたいというふうに
思っているとことであります。
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それともう一つは、北星団地で１２０戸あ

よね。まして町に近いというけれども、あそ

るわけですけれども、この北星団地１２０戸

こから町まで歩くとなると結構な距離なので

というのは、ほとんどが簡易耐火構造であり

すよ。

ますけれども、耐用年数４５年ということ

もし下愛冠に建てるとすれば、バスが通っ

で、４０年代からつくっておりますので耐用

てますから利用頻度がかえっていいわけです

年数が切れてくるということと、当時はふろ

よね。だから高橋さんの土地所有の条件に

のない住宅もありましたので、面積も相当狭

は、町が近いからというけれども、決して歩

隘だという部分で、場合によっては用途廃止

く面に関しては下愛冠の方がずっといいと思

を考えていかなければならないということで

うのですよね。

ございますけれども、これも含めて今回の公

だからどうして急に変更になったのか。ま

営住宅の長寿命化計画の中で一定の整理をさ

して、５,４００万円も出して土地購入して

せていただきたいというふうに思いますの

までやる必要があるのか。

で、御理解のほどよろしくお願いしたいと思
います。

そして、これからの公営住宅のあり方自体
にも充分な検討がいると思うのですよね。だ

以上です。

から今みたいな長っ広い４戸建てとか、そう

○議長（吉田敏男君）

９番

矢野利恵子

君。

いう棟を建てるのではなくて、やはりこれか
らの独居老人でなくても若い人でも単身者が

○９番（矢野利恵子君）

空き地の対策につ

いては当面空き地のままで考えていないとい

入れるようなグループホーム的な公営住宅を
検討していくべきでないか。

うことなのですけれども、やはりまずいので
はないかと。

それは福祉の関係もあるし、やはり引きこ
もりとかいろいろな面がありますから、やは

例えばそこに木を植えて、木が生長するの

りグループ化した公営住宅をこれから検討し

を待って、それを売ってお金にするとか、そ

ていくことも大事だし、まして今まで建てた

ういうようなことも考えられるわけだから、

住宅で、住宅に居住している人たちの環境の

やはり今のところ空き地にするだけだという

アンケート調査を１回か取ったことがありま

のではなくて、空き地を何とか埋めるとい

すか。多分ないと思うのですよね。

う、その対策を立ててもらえたらありがたい
と思います。

やはりそういう居住者のアンケートを取っ
てこれから改善していくと、そういう姿勢が

○議長（吉田敏男君）

答弁いいですね。

全然見られない。北団地だって若い人が２階

他に質疑はございませんか。

で年寄りが下に住むという構想で建てました

１２番

よね、一部ね。あれはもう上の人の音が凄く

大久保優君。

○１２番（大久保

優君）

今の土地取得に

ひどいらしいですよね。そういう環境をあな

関しては、当然、将来公営住宅ということだ

た方は全然調査していないと思うのですよ。

から団地のことにも触れるわけなのですけれ

多分言われていると思うのですよ、担当者は

ども、当初は北団地が終わったら西９丁目の

ね。そうしたらその人達は役場にはそんなこ

団地の改修工事を始め、それから北星団地、

とないはずですよって、こういう話になって

あと団地の供給によって下愛冠団地をどうす

いるのですよね。

るか考えるという、最初の５次総の計画でし
たよね。

だから私、下愛冠２丁目の３階建てにもそ
のことは強く言ったのですよ。やはり上の人

それが、急遽１１月になったらそれが変更
になって、高橋さんの土地を購入して建て

の振動の音が凄いということを指摘したので
すけれど、何も改善されていない。

る。急遽変更した理由が私分からないのです
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だからそれも含めてもう少し慎重に計画的

に建ててやってほしいと思いますね。

を待っていると若干おくれるということで、

急に、今、高橋さんの土地を用地回収する

そういったことももろもろあって、新団地に

という理由が分からないので、その辺を説明

シフトをしていくということになったという

していただきたいのですけど。

こともありますので、全体計画が狂ったとい

○議長（吉田敏男君）

うわけではなくて、建設計画の年次について

○副町長（田中幸壽君）

答弁。副町長。
お答えをいたしま

す。

は、若干変更があるということで御理解をい
ただければというふうに思います。

先ほども言いましたように、平成１６年に

以上です。

ストック計画を策定をしております。そのス

○議長（吉田敏男君）

トック計画というのは、平成１６年から平成

○副町長（田中幸壽君）

２２年までの７年間の計画でございます。

音の問題であります。

再答弁。
わかりました。騒

その中で、今、大久保議員が御指摘のよう

これは公営住宅にかかわらず、民間住宅も

に、西町の美盛団地の建て替えというのは、

含めて２階の居住者の生活音が１階に影響を

確かに計画の中に入っておりまして、それ以

与えているというのはいろいろな部分で私も

降下愛冠の方にシフトしていくというのは２

聞いているところでありますし、大久保議員

３年度以降の構想の中でそういうふうになっ

御指摘のとおり北団地についてもそういった

ておりました。

指摘がございます。

問題は、美盛団地がなぜ計画どおりいかな

ただ、前段申し上げましたようにあえて保

かったのかということでありますけれども、

育所、子どもセンターに通園をしている方々

これは歴史をしょってまして、実は子供セン

を２階に入居させておりますので、当然子供

ターを建設するに当たって、子供センターの

さんも多いという部分では一定の注意事項

補助事業は厚生労働省の補助を得てというこ

等々を含めて、管理者として指導はしていま

とで内々進めていたわけでありますけれど

すけれども、なかなか実態としては下に音が

も、結果として、国の方針も変わって厚労省

漏れているということでありまして。

の補助が得られないということで、急遽住宅

すべてではありませんけれども、当初５カ

交付金にシフトをしたと。その条件が、就学

年で北団地はつくっておりますけれども、そ

前ですから、小学生までの子供のいる家庭の

ういった指摘がされた以降は、騒音の断熱材

世帯を公営住宅に、５２戸の北団地でありま

といいますか、そういった防音材等々も一定

すけれども、その中に入れなさいといった条

程度入れて解消に努めてはいます。いますけ

件が付いたものですから、基本的に美盛団地

れども、御存じのように私ども公営住宅は木

から北団地に一定程度引っ越していただい

造でつくっておりますので、できることであ

て、美盛団地を建て替えるという構想が若干

れば１階にコンクリート、２階の床をコンク

崩れたということで、美盛団地が今もってそ

リート化すればもっと騒音が防げるというこ

のまま残っているわけでありまして。住み替

とは確かに技術的にはあるのですけれども、

えする場所がなかったという意味なのですけ

なかなか木造の建物で１階スラブを、２階ス

れども。そういったことでございます。

ラブをコンクリートにするだとか、そういっ

今、ここにきて美盛団地も策定中の長寿命

た部分ではかなり難しいというようなことも

化計画の中で、当然建て替えに向けて検討し

あって、御指摘のとおり、私どもも本当に若

ておりますけれども、実は下水道が美盛団地

干困っているというか、技術的に騒音防止す

にまだ数年、もうちょっとですか、かからな

るための方策等々については、今、建築等々

いと下水道の管が行かないということもあっ

でもいろいろ考えているところでありますけ

て、それで下水道のインフラ整備が終わるの

れども。

― 8 ―

そういったことで、今後つくる部分につい

るものでございます。

ては一定程度の建築技術だとか、材料等々も
いろいろと高度化してきておりますので、そ

補正の内容につきまして申し上げます。８
ページをお願いをいたします。

ういった中でできるだけ１階に音が伝わらな

８ページ、歳出でございますが、農林水産

いような建築工法を取り入れるよう努力をさ

業費、林業費、水源林造林事業費におきまし

せていただきますので、御理解のほどよろし

て、業種の変更が生じまして、造林事業の手

くお願いしたいと思います。

数料を減額し、作業道の整備工事ということ

以上です。

で工事請負費に増額組み替えするという補正

○議長（吉田敏男君）

よろしいでしょう

をお願いするものでございます。

か。

次に、２ページにお戻りいただきたいと思

他に質疑はございませんか。

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

２ページ、第２表、繰越明許費でございま

これで質疑を終わり

ます。

して、水源林造林事業費におきまして、５,
２４４万６,０００円につきまして繰越明許

これから、討論を行います。討論はござい

をお願いするものでございます。

ませんか。

続きまして、３ページお願いをいたしま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

第３表、債務負担行為補正追加といたしま
して、２３年度予算にかかわるものでござい

これから、議案第２号財産の取得について
の件を採決をいたします。

ますけれども、２６件の債務負担行為をお願
いをしてございます。

この表決は起立によって行います。

以上で提案理由の御説明とさせていただき

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）
○議長（吉田敏男君）

ます。御審議のほどよろしくお願い申し上げ
○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

これをもって提案理

由の説明を終わります。

したがって、議案第２号財産の取得につい
ての件は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第３号平成２２年度足寄町
一般会計補正予算（第１１号）の件の質疑を
行います。

◎

議案第３号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

８ページをお開きください。歳入歳出一括
議案第３

で行います。

号平成２２年度足寄町一般会計補正予算（第

質疑はございませんか。

１１号）の件を議題といたします。

（「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。

○議長（吉田敏男君）

総務課長

戻りください。

大塚博正君。

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

なりました議案第３号平成２２年度足寄町一

第２表、繰越明許費、１件。質疑はござい
ませんか。

般会計補正予算（第１１号）につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

次に、３ページから

４ページ。

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ８５億８,０５４万とす

次に、２ページにお

第３表、債務負担行為補正、追加、２６
件。質疑はありませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

以上のとおり提案を申し上げますので、御

全体に対する総括は

ございませんか。

審議賜りますようよろしくお願いいたしま
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

これで質疑を終わり

ます。

これをもって提案理

由の説明を終わります。
１１ページをお開きください。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

これから、議案第４号平成２２年度足寄町
簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件の

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑を行います。

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

１２ページ。第１表、債務負担行為、１
件。質疑はございませんか。

これから、議案第３号平成２２年度足寄町

（「なし」と呼ぶ者あり）

一般会計補正予算（第１１号）の件を採決を

○議長（吉田敏男君）

します。

ます。

この表決は起立によって行います。

これから、討論を行います。討論はござい

本件は、原案のとおり決定することに賛成

ませんか。

の方は起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

これで質疑を終わり

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

したがって、議案第３号平成２２年度足寄

これから、議案第４号平成２２年度足寄町

町一般会計補正予算（第１１号）の件は、原

簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件を

案のとおり可決されました。

採決をします。
この表決は起立によって行います。

◎

議案第４号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

本件は、原案のとおり決定することに賛成
議案第４

の方は起立願います。

号平成２２年度足寄町簡易水道特別会計補正
予算（第２号）の件を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま
す。
建設課長

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第４号平成２２年度足寄
町簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

は、原案のとおり可決されました。
ただいま議題と

なりました、議案第４号平成２２年度足寄町

◎

議案第５号

簡易水道特別会計補正予算（第２号）につい

○議長（吉田敏男君）

て提案理由の御説明を申し上げます。

号平成２２年度足寄町介護サービス事業特別

１２ページをお願いいたします。

会計補正予算（第４号）の件を議題といたし

第１表、債務負担行為として、１件をお願

ます。

いするものでございます。

日程第７

議案第５

本件について、提案理由の説明を求めま

内容といたしましては、平成２３年度当初
から業務開始を必要とする簡易水道６箇所に

す。
福祉課長

堀井昭治君。

おけます施設維持検針等業務委託について、

○福祉課長（堀井昭治君）

債務負担行為の設定をお願いいたしておりま

なりました議案第５号平成２２年度足寄町介

す。

護サービス事業特別会計補正予算（第４号）
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ただいま議題と

について、提案理由の御説明を申し上げま

号）の件は、原案のとおり可決されました。

す。
１４ページをお願いいたします。

◎

第１表、債務負担行為として３件をお願い
するものでございます。

議案第６号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

議案第６

号平成２２年度足寄町上水道事業会計補正予

内容といたしましては、平成２３年度当初

算（第３号）の件を議題といたします。

より業務開始が必要となります特別養護老人
ホームに係る施設警備業務委託並びに清掃業
務及び洗濯業務の業務委託３件についての債

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
建設課長

南岡雄二君。

務負担行為の設定をお願いするものでござい

○建設課長（南岡雄二君）

ます。

なりました議案第６号平成２２年度足寄町上

以上で、提案理由の御説明とさせていただ
きます。御審議のほどよろしくお願いいたし
ます。

ただいま議題と

水道事業会計補正予算（第３号）について提
案理由を御説明を申し上げます。
第２条関係でございますが、予算第８条の

○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。

２３年度当初から業務を必要とする施設維持

これから議案第５号平成２２年度足寄町介
護サービス事業特別会計補正予算（第４号）
の件の質疑を行います。

検針等業務委託１件について、債務負担行為
の設定をお願いしております。
以上のとおり提案を申し上げますので、御

質疑はございませんか。

審議を賜りますようよろしくお願いいたしま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に第９条として債務負担行為を加え、平成

す。

１４ページ、第１

表、債務負担行為、３件、質疑はございませ
んか。

○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、議案第６号平成２２年度足寄町

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

上水道事業会計補正予算（第３号）の件の質

これで質疑を終わり

ます。

疑を行います。
第９条、債務負担行為、１件、質疑はござ

これから、討論を行います。討論はござい

いませんか。

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

ます。
これから討論を行います。討論はございま

これから、議案第５号平成２２年度足寄町

せんか。

介護サービス事業特別会計補正予算（第４
号）の件を採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

この表決は起立によって行います。

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

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。

これから、議案第６号平成２２年度足寄町
上水道事業会計補正予算（第３号）の件を採

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

これで質疑を終わり

決をします。

全員の起立です。

したがって、議案第５号平成２２年度足寄
町介護サービス事業特別会計補正予算（第４

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。
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（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

これから、議案第７号平成２２年度足寄町

全員の起立です。

したがって、議案第６号平成２２年度足寄

国民健康保険病院事業会計補正予算（第３
号）の件を採決をします。

町上水道事業会計補正予算（第３号）の件

この表決は、起立によって行います。

は、原案のとおり可決されました。

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。

◎

議案第７号

○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

日程第９

議案第７

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

号平成２２年度足寄町国民健康保険病院事業

したがって、議案第７号平成２２年度足寄

会計補正予算（第３号）の件を議題といたし

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

ます。

号）の件は、原案のとおり可決されました。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

これをもって、本臨時会に付議されました
案件の審議は全部終了をいたしました。

病院事務長

對馬邦彦君。

○病院事務長（對馬邦彦君）

これで本日の会議を閉じます。
ただいま議題

となりました議案第７号平成２２年度足寄町

平成２３年第２回足寄町議会臨時会を閉会
をいたします。

国民健康保険病院事業会計補正予算（第３
号）について、提案理由を御説明を申し上げ
ます。
第２条、関係でございますが、予算第１１
条の次に第１２条として債務負担行為を加
え、平成２３年４月１日から業務開始を必要
とする夜間警備業務等委託など、２件の債務
負担行為の設定をお願いいたしております。
以上のとおり提案申し上げますので、御審
議賜りますよう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

理由の説明を終わります。
これから、議案第７号平成２２年度足寄町
国民健康保険病院事業会計補正予算（第３
号）の件の質疑を行います。
第１２条、債務負担行為、２件、質疑はご
ざいませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

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

討論なしと認めま

す。
これで討論を終わります。
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午前１０時４８分

閉会

