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◎議事日程
日程第

１

会議録署名議員の指名について＜Ｐ３＞
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２

会期の決定について＜Ｐ３～Ｐ４＞

日程第

３

諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞

日程第

４

行政報告（町長・教育委員長）＜Ｐ４～Ｐ１３＞

日程第

５

行政執行方針（町長・教育委員長・農業委員会会長）＜Ｐ１３～Ｐ２２＞

日程第

６

報告承認第２号

専決処分の承認を求めることについて〔平成２３年度足寄
町足寄都市計画足寄市外地区土地区画整理事業特別会計補
正予算（第１号）〕＜Ｐ２２～Ｐ２３＞
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７

報 告 第 ８ 号
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締結について＜Ｐ２５＞

日程第１１

報告第１２号

株式会社あしょろ農産公社の経営状況の報告について＜Ｐ
２５～Ｐ２６＞

日程第１２

議案第４６号

定住自立圏形成協定の締結について＜Ｐ２６～Ｐ２７＞

日程第１３

議案第４７号

辺地に係る公共施設の総合整備計画の策定について＜Ｐ２
７～Ｐ２８＞

日程第１４

議案第４８号

足寄町公告式条例の一部を改正する条例＜Ｐ２８～Ｐ２９
＞

日程第１５

議案第４９号

足寄町税条例の一部を改正する条例＜Ｐ２９～Ｐ３０＞
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午前１０時００分

開会

の補正予算案は、後日、提案説明を受けた
後、即決で審議いたします。

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

２２日は、一般質問などを行います。２３

全員の出席でござい

ます。

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で、今後

ただいまから、平成２３年第２回足寄町議
会定例会を開会をいたします。

の議会運営委員会において協議し、皆様に御
報告いたしますので、御了承願います。

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です。

以上で、報告を終わらせていただきます。
○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。
◎

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

名議員の指名を行います。

◎

会期の決定

○議長（吉田敏男君）

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

日程第２

会期決定

の件を議題といたします。

１７７条の規定によって、３番榊原深雪君、

お諮りをいたします。

４番木村明雄君を指名をいたします。

本定例会の会期は、本日から６月２４日ま
での１１日間にしたいと思います。これに御

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

異議ございませんか。

議会運営委員会委員

長から会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

○議長（吉田敏男君）

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認めま

す。
６

月１３日に開催されました第２回定例会に伴

したがって、会期は、本日から６月２４日
までの１１日間に決定をいたしました。

う議会運営委員会の協議の結果を報告いたし
ます。

なお、１１日間のうち、１５日から２１日
までの７日間は、休会といたしたいと思いま

会期は、本日６月１４日から６月２４日ま

す。これに御異議ございませんか。

での１１日間とし、このうち１５日から２１
日までの７日間は休会となります。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、審議予定について報告します。

異議なしと認めま

す。

本日は、最初に町長、教育委員長から行政
報告を受けます。

よって、７日間は、休会に決定をいたしま
した。

次に、町長、教育委員長、農業委員会会長
から行政執行方針を受けます。

○議長（吉田敏男君）

足寄町議会総合条例

が本年５月１日から施行され、その運用に当

次に、報告承認第２号を即決で審議をした

たっては、今定例会が最初の取り組みとなり

後、報告第８号から報告第１２号の報告を受

ますので、何点か確認をさせていただきたい

けます。

と思います。

次に、議案第４６号につきましては提案説

一般質問は、今定例会により総合条例第８

明を受け、質疑を行った後総務産業常任委員

９条第１０項により、一問一答方式で行いま

会に付託し、会期中の審査とします。

す。発言時間は発言と答弁を含め、２時間で

次に、議案第４７号、議案第４８号、議案

あります。

第４９号は即決で審議します。

今定例会における一般質問通告書の提出期

なお、議案第５０号から議案第５７号まで

限は、条例第８９条第５項の規程により６月
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１６日、午後４時までであります。

○議長（吉田敏男君）

なお、限られた質問時間の中で十分な効果

休憩を閉じ、会議を

再開いたします。

を上げていただくため、一般質問通告書の内
容が具体性に欠け、要旨が明確にわからない

◎

諸般の報告

場合、または町の事務の範囲外の場合は、通

○議長（吉田敏男君）

告書を受理できないないことがありますの

告を行います。

で、あらかじめ申し上げておきます。

日程第３

諸般の報

前期定例会に報告以降、議長の報告事項

質問の方法は従来の一括で述べるのではな

は、印刷してお手元に配付のとおりです。

く、一問ずつ質疑、答弁を繰り返し、納得の

これで、諸般の報告を終わります。

いくまで質疑をしていただき、１問目が終わ
りましたら２問目に入っていただくことにな
ります。

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

一例といたしまして、３問の一般質問を用

行政報告

を行います。

意をしていて、２時間の中で２問までしか質
問、答弁ができなかった場合、３問目に入る

日程第４

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。

ことができない場合がありますので、一般質

町長

安久津勝彦君。

問者は時間配分にも十分気をつけていただき

○町長（安久津勝彦君）

たいと思います。

ただきましたので、１０件の行政報告を申し

答弁書の配付につきましては、一つの質問

議長のお許しをい

上げます。

ごとに配付をさせていただきますので、質問

まず１点目でございますけれども、東日本

者は次の質問に移る際には、「次に移りま

大震災にかかわる本町の対応についての件で

す」の発言をお願いをいたします。

ございます。

次に、条例１３条により議案審議における

３月１１日に発生した東日本大震災にかか

自由討議を行います。議案審議の際に、議員

わる本町の被災地支援等の対応状況につきま

相互間の自由討議で十分に審議をし、合意形

しては、平成２３年５月開催の第３回臨時会

成に努め、町民に説明責任を果たさなければ

で御報告をさせていただきましたが、その後

ならない。となっておりますので、議員各位

の状況等について御報告いたします。

の積極的な発言をお願いをいたします。

４月７日にＪＡあしょろと町の協同で、福

次に、条例第６条第６項において、議案等

島第１原発事故で被害を受けている福島県酪

に対する議員個々の採決態度を町民が的確に

農業協同組合、ＪＡ全農福島、福島県小野町

評価できる情報提供を議会広報等で公表をす

地区酪農協を支援するために、牧草ロール３

ることから、表決の際に起立を求めますが、

４個を福島県本宮市へ搬送し、その後、福島

その際に何番起立と議長が宣告しますので、

県酪農業協同組合外２団体から追加搬送要請

お座りくださいと宣告するまでそのままお立

があったことから、ＪＡあしょろ組合員から

ちをいただきたいと存じます。

無償提供いただいた牧草ロール２０４個を、

以上であります。

６月９日までに１５トントラック合計１２台

なお、本日すべての議案終了後、議員協議

により順次搬送いたしました。

会を開催をしたいと思いますので、よろしく
お願いを申し上げたいと存じます。

原発から３０キロメートル圏外に避難して
いる育成牛の本町への受け入れにかかわる検

ここで、暫時休憩を行いたします。

討については、受け入れ環境を整えることが

午前１０時０９分

休憩

現状では困難でありますが、引き続き、関係

午前１０時１１分

再開

機関と検討を進めてまいりたいと考えており
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ます。

これまでおよそ４３０万円の充用をした結

義援金の募集につきましては、３月中旬か

果、残額がおよそ７０万円となることから、

ら役場、町民センター、国保病院、子どもセ

予備費の増額補正の提案もさせていただいて

ンター、商工会加盟事業所やＪＡあしょろ関

おります。

連事業所等に募金箱を設置しており、日本赤

今後も、国や被災地からの要請に積極的に

十字社足寄町分区や共同募金会に直接届けて

応じるとともに、情報収集に努め、でき得る

いただいた義援金と合わせて、５月末現在で

限りの支援を申し出たいと考えており、引き

およそ１,３３０万円の善意が集められて、

続き御理解を賜りますようお願い申し上げ、

おり、引き続き９月末まで募集を行うことと

御報告といたします。

しております。

次に、ふるさと銀河線跡地の国土交通省保

次に人的支援の関係でありますが、職員派

有地との等価交換等についての件でございま

遣については、３月下旬と４月中旬に消防職

す。ふるさと銀河線跡地の住民への売り払い

員２名を宮城県石巻市にそれぞれ約１週間派

や、国土交通省保有地との等価交換等につき

遣いたしましたが、新たに５月下旬から９泊

ましては、平成２３年第１回定例会で御報告

１０日で被災自治体への支援活動の一環とし

をさせていただきましたが、その後の状況等

て、自治労足寄町職員労働組合と協調し、岩

について御報告をいたします。

手県山田町に義援金等支給業務等を行うため
に２名の職員を派遣いたしました。

銀河線跡地は、町が利用を予定している市
街地を中心とした地域を除き、銀河線跡地の

なお、全国町村会及び全国市長会からの派

隣接地を所有または使用されている方を優先

遣要請を待っているだけでは、被災地への人

して、地域の方々の希望を聞きながら売払い

的支援を行う機会が限られることから、姉妹

事務を進め、用地確定測量、売買契約、分筆

都市や地域間交流等で友好関係を有し、被災

登記や所有権移転登記がおおむね完了したと

地への職員派遣を長期間継続して行っている

ころであります。

十勝管内の市町村に、本町職員の派遣協力の
申し出を行いたいと考えております。

銀河線跡地は国道用地と隣接している地区
が多数あり、帯広開発建設部足寄道路事務所

なお、被災地から本町へ職員派遣や物資支

から、将来の国道線形変更などの事業予定地

援の要請等があった際、即座に対応するた

や排水整備用地として、足寄町北６条１丁目

め、宮城県に１人２週間出張して行政事務の

４番地１のうちおよそ３３０平方メートル外

お手伝いをするものと仮定をし、延べ１４人

２７カ所、合計約１万７,８４１平方メート

分、およそ６か月の研修旅費と、引き続き福

ルにかかわる取得申し出がありました。

島県へ牧草ロールの搬送を行うものとして、

この取得に関し、帯広開発建設部足寄道路

牧草ロール約２００個分の購入費と輸送費に

事務所から、郊南交差点改良により発生した

つきまして、今定例会において補正予算の提

国土交通省が保管している郊南１丁目２９番

案をさせていただいておりますが、これら予

地１２の不用地約８８５平方メートルと、道

算の執行に際しましては、被災地からの要請

路法第９２条第４項に基づく等価交換の提案

に応じて、柔軟な対応をさせていただきたい

があり、５月２７日に等価交換契約を締結い

と考えておりますので、御理解賜りますよう

たしました。

お願いをいたします。

等価交換により取得した郊南１丁目２９番

また、被災地支援に伴い支出した本年４月

地１２の約８８５平方メートルと、隣接する

以降の経費は、福島県への牧草ロール提供に

郊南１丁目２９番地１５の約２,００５平方

かかわる消耗品費と運搬費で、一般会計の予

メートルの銀河線跡地の２筆、合計約２,８

備費充用により対応いたしておりましたが、

９０平方メートルにつきまして、郊南交差点
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改良工事や学校の沢川河川切りかえ工事等に

本町を含め、十勝管内の全町村が同社への

おいて多大な御協力をいただいた有限会社カ

出資に至った経緯としましては、モデル地域

トレア代表取締役市原忠昭氏から購入希望が

指定エリアが帯広市から十勝広域市町村圏に

あったことから、国土交通省から交換契約に

拡大されたことを受け、平成元年２月に出資

より取得した８８５平方メートルについて

されたものであります。

は、交換契約時に国土交通省が設定した１平

同社による自動車電話契約数はピーク時に

方メートル２,４００円の単価により、ふる

２,９００台にまで達し、十勝地域の情報化

さと銀河線跡地の２,００５平方メートルに

の推進に貢献してきましたが、携帯電話の普

ついては、１平方メートル約１,８９８円の

及などに伴う情報通信環境の変化の影響を受

単価により売買を行うことを予定しておりま

け、徐々に契約台数が減少し、平成９年７月

す。

には、自動車電話事業の営業権を北海道セル

なお、現在有限会社カトレアと賃貸契約を
している西町１丁目１番地１０及び周辺の土

ラー社に譲渡し事業から撤退を図っておりま
す。

地 、 合 わ せ て ４ 筆 ２ ,８ ７ ４ 平 方 メ ー ト ル

その後、情報通信企業を対象とするテレコ

が、町の遊休財産であることから、売払い処

ムプラザ事業を展開しておりましたが、国の

分にかかわる協議を重ねた結果、購入してい

研究開発支援を受けて取り組んだ酪農にかか

ただくことの了解をいただきました。

わる検知システムの事業化が進展せず、金融

一方、町は有限会社カトレアから学校の沢

機関への借入金返済が困難となりましたこと

川管理用道路用地として、およそ１７９平方

から、平成１９年１１月９日開催の臨時株主

メートルを取得する必要が生じましたことか

総会におきまして減資が承認され、資本金は

ら、町遊休財産２,８７４平方メートルの一

２億７,２９０万円から９,８２４万４,００

部と等価交換を行うとともに、一連の土地取

０円に減額されております。

引を一体で進める予定としております。

先の臨時株主総会におきましては、冒頭、

引き続き、ふるさと銀河線跡地の有効活用

花房代表取締役社長から解散に至る経緯につ

と円滑な公共事業の推進のために、積極的に

いて説明があり、平成２１年１２月に所有ビ

帯広開発建設部と連携を図ってまいりたいと

ルの主要テナントである富士通グループの退

考えておりますので、御理解を賜りますよう

去により賃貸収入が閉ざされた後に入居企業

お願い申し上げ、報告といたします。

を確保できなかったこと、新たな事業として

次に、十勝テレホンネットワーク株式会社
の解散についての件でございます。

生乳抗菌検査キット製作を試みましたが製品
化に至らなかったことなど、債務超過に陥っ

十勝管内の全自治体が出資しております十
勝テレホンネットワーク株式会社につきまし

た状況について報告があったところでありま
す。

ては、去る４月８日に開催されました臨時株

あわせて、金融機関からの資産売却の指導

主総会におきまして、会社の解散が議決され

を踏まえて、本年３月３１日に契約しました

ましたので御報告をいたします。

社屋ビルの売却についての報告もあり、会社

同社は、帯広市が当時の郵政省の推進する

の解散と清算人に花房代表取締役社長を選任

テレトピア構想のモデル地域指定を受け、Ｎ

する議案が議決をされております。

ＴＴ無利子融資事業として簡易陸上移動体無

今後の解散手続きといたしましては、債権者

線電話（自動車電話）事業により、地域にお

の了解を取りつけやすいことや予納金の経費

ける情報化を推進するため、昭和６３年１０

的メリットなどの理由から、会社法の規定に

月に、民間企業・帯広市・清水町の出資によ

基づく特別清算により進められていく予定と

る第３セクター方式で設立されました。

なっています。
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なお、本町が出資しました株式は２株、額

に意見募集を行い、その後、いただいた御意

面１０万円であり、同社が特別清算により資

見等を踏まえ、再度、各市町村で検討を行

産を換価し債権者に配当した後に残余金があ

い、１０月下旬に広域消防運営計画の完成を

る場合は配当を受けることとなりますが、担

目指すこととしております。

当弁護士からは、債務超過状態にあることか

また、平成２５年１月１日の広域化実施の

ら出資者への配当は見込めないとの見通しが

ためには、平成２４年４月には、広域消防準

示されております。

備室の発足が必要であり、その前段として、

同社が自動車電話事業から撤退した以降、

本年１２月までに十勝全市町村議会における

一株主として経営再建を見守ってきておりま

十勝圏複合事務組合規約の変更議決と、足寄

したが、債務超過による会社の解散により、

町にあっては、池北三町行政事務組合規約の

町民の財産である株式が無価値となることに

共同処理する事務から消防に関する事務を除

対してはまことに遺憾に思うところでありま

く議決を行う必要があるものとされていま

す。一方で設立より２２年超にわたる事業活

す。

動により、広大な地理的特性を有する十勝地

しかしながら、いまだ各市町村の消防署の

域における情報通信環境の向上や地域への経

体制や人員配置の方法、財政負担の方法、財

済効果をもたらし、一定の役割は果たしたも

産の取扱い等解決すべき課題が山積してお

のと考えているところであります。

り、十勝圏を一つの消防組織で運営するこの

以上、十勝テレホンネットワーク株式会社
の解散についての御報告といたします。

方法が最適であるか否かを判断できる状況に
は至っておりませんが、住民サービスの向上

次に、消防の広域化についての件でござい
ます。

と財政健全化のため、引き続きオール十勝に
より様々な検討を進め、連携を図ってまいり

消防の広域化につきましては、平成２３年
第１回定例会で、十勝圏複合事務組合議員協

たいと考えておりますので、御理解を賜りま
すようお願いを申し上げます。

議会において、消防広域化に向けた検討課題

次に、医療と介護・保健・福祉連携システ

の調整案（骨格）が示されたことなど、広域

ムの一環として行う地域包括支援センター機

化の検討状況について御報告をさせていただ

能強化事業の取り組みについての件でござい

きましたが、その後の検討状況等について改

ます。

めて御報告をいたします。

医療と介護・保健・福祉の連携システム

現在、十勝圏複合事務組合において、平成

（以下、「連携システム」と申し上げま

２５年１月１日の広域化に向けて必要な検討

す。）構築に向けた取り組みにつきまして

を進めておりますが、このたび（仮称）十勝

は、平成２３年第１回定例会において第一段

圏広域消防運営計画（素案）が、別冊資料の

階として町内病院機能における医療と介護の

とおり示されました。

役割分担についての御報告をさせていただき

広域消防運営計画とは、消防の広域化に伴
う際に広域化後の消防の円滑な運営の確保に

ましたが、その後の取り組みについて御報告
いたします。

関する基本的な事項、消防本部の位置及び名

町内人口の減少に伴い少子化と高齢化が進

称、市町村の防災にかかわる関係機関相互の

展していく状況のもと、共に支えあう地域力

連携の確保に関する事項等を定める必要があ

と町民個々の健康の維持、そして、さまざま

るものです。

な不安や困りごと、また、御家族の身体状況

この素案の内容を十勝全市町村で検討後、

等の変化に応じて、いつまでも安心して暮ら

７月中旬から（仮称）十勝圏広域消防運営計

せる家庭生活を守り、町の産業経済活動の活

画（案）として、十勝全市町村の住民を対象

性化を図っていくためには、それぞれの町民
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の家庭内状況に応じた適切な対応を取ってい

報の発信や啓発を行い、安心をはぐくむ。

くことが肝要であると考えております。

５点目といたしまして、介護予防支援事業

そのため、すべての町民の安心の醸成と確
保に向け、連携システムの早期の具現化を目

の強化を図り、高齢者等の健康維持を促進し
ていく。

指し、核となる地域包括支援センターの機能
強化を図ることといたしました。

以上のような事業を推進し、地域包括支援
センターの機能強化を図りながら、連携シス

国において、平成２３年３月１１日に、介

テム構築の総合推進部署としていくため、今

護サービスの基盤強化のための介護保険法の

定例会に関係補正予算の提案をさせていただ

一部を改正する法律案が閣議決定され、現

いておりますので御審議をいただきますよう

在、国会審議中でありますが、国の平成２３

よろしくをお願い申し上げます。

年度予算において、２４時間対応の定期巡

今後におきましても、連携システムの進捗

回・臨時対応サービス等推進事業や地域包括

状況にあわせて随時御報告をしていく所存で

支援センター等機能強化事業等の事業が創設

ありますので、御理解を賜りますようお願い

され、３月末に平成２３年度事業採択に向け

を申し上げます。

た国からの実施協議の通知があったことか

以上、医療と介護・保健・福祉連携システ

ら、当町において地域包括支援センター等機

ムの一環として行う、地域包括支援センター

能強化事業の採択に向け協議を行った結果、

等機能強化事業の取り組みについての御報告

平成２３年度補助金について内示額決定の通

といたします。

知を受けました。

地域活性化交付金により取得した旧法務局

補助事業の詳細については、現在、国の対

庁舎の活用についての件でございます。

応が東日本大震災への対応に時間を要してい

平成２２年度地域活性化交付金により創設

ることから未定の部分がありますが、当町の

された住民生活に光をそそぐ交付金実施計画

計画といたしましては、行政執行方針でも触

に基づき整備する、旧法務局足寄出張所の改

れておりますとおり、第二段階として連携シ

修整備後の活用策及び初度備品等の整備につ

ステム構築の促進に向けて地域包括支援セン

いて御報告をいたします。

ターの機能強化を図り、将来の（仮称）ソー

旧法務局足寄出張所の活用策につきまして

シャルワークセンターの稼動開始を目指す計

は、平成２３年第１回臨時会において概要の

画としております。

御報告をしておりますが、家庭内や配偶者等

具体的な機能強化事業といたしましては、

からの暴力、いわゆるＤＶ対策や消費者問題

一つには町民が有する各種の不安材料に対

等に対して、専門相談員を配置して不安や悩

し、種類を問わず受け付ける総合相談窓口の

み事の相談を受けたり、必要に応じ迅速に関

開設。

係部局に引き継げる体制をつくり、相談者が

二つ目には、高齢者等の持つ様々な情報等

落ち着いて相談のできる相談室等を整備し、

を収集・集積し関係者間で共有し、必要時に

総合的な相談や支援等を行える環境づくりを

迅速で適切な対応を可能とするシステムの構

行います。

築。

あわせて、各種社会福祉事業活動の拠点と

３点目といたしまして、公営・民営を問わ

して足寄町社会福祉協議会に入室していただ

ず各施設等の情報共有により、要介護者等の

き、現在、町が重点的に推進している医療と

身体状況等に応じて施設機能と入所等のマッ

介護・保健・福祉の連携システムにおける各

チングを行い、介護保険サービスの一元的な

種サービスを展開していくための事業所とし

利用調整を行うシステムの構築。

て、さらなる福祉サービス事業の拡大に向け

４点目といたしまして、町民に対し各種情

た活動を展開していただくこととしておりま
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す。

市町村等から提出されたバイオマスタウン

さらに、玄関ホールの一部を高齢者等地域

構想案は、関係する１府６省で構成されるバ

交流サロンとして開放し、総合相談窓口・社

イオマス・ニッポン総合戦略推進会議におい

会福祉協議会の開所時間に自由に利用してい

て、構想としての基準に合致しているか検討

ただくことで、地域高齢者等が外出するきっ

した後、推進会議事務局が当該地区をバイオ

かけを促進させ、地域における孤独感や閉じ

マスタウン構想として公表し、その後、市町

こもり状態の解消、新たな生きがい等をつく

村等が各事業実施の際は、国からの補助金を

り出していただく地域交流サロンスペースと

受けられることになります。

していきます。また、社会福祉協議会事業の

本町に豊富にある再生可能な生物由来の有

一環でもある各種ボランティアの皆様の活動

機物資を有効に活用するための指針を明確に

拠点として活用をしていただきます。

し、利用システムの構築を図るため、本町に

今定例会におきまして、先に述べました

おいても構想策定委員会および庁内委員会を

様々な業務の実施に向け相談室等で使用する

組織をし、農林水産省の地域バイオマス利活

テーブルや椅子等の各種初度備品等の購入費

用交付金事業の補助を受け、構想の策定を実

用に対する補正予算を提案させていただいて

施をいたしました。

おりますので、御審議いただきますようよろ
しくお願いを申し上げます。

策定委員会は、九州大学北海道演習林の久
米林長を委員長とし、町内関係団体より１６

なお、高齢者等地域交流サロンスペースに

名、また庁内委員会は、副町長を委員長とし

要するテーブルや椅子、テレビ、茶器等の初

て関係課職員１２名、オブザーバーとして十

度備品購入費用につきましては、社会福祉協

勝東部管理署を含めた６団体で構成して委員

議会に高齢者サロン整備事業補助として支出

会を開催し、構想提案を平成２３年３月２２

し、財源は、ふるさと納税として御寄附をい

日に推進会議事務局に提出をし、同年４月２

ただいた中から、足寄町の社会福祉に役立て

８日に公表されたところでございます。

て欲しいと使途の明示をいただいた寄附金を

構想内容は、本町の豊富なバイオマス資源

使用させていただき寄附者のお心にこたえて

を有効に活用することを基本方針として、森

まいる所存でございます。

林資源を無限資源とするシステムを構築する

当該施設の運用に向け、必要とする維持管

とともに、木材の高付加価値化とエネルギー

理経費等につきましては今後の議会に提案を

化の推進、農業系バイオマス資源の循環型シ

させていただく予定でありますので、御理解

ステムの推進、太陽光など自然エネルギーと

を賜りますようお願い申し上げ、御報告とい

連携したエネルギー供給システムの構築、バ

たします。

イオマスを高度に活用する新たな住環境の推

次に、足寄町バイオマスタウン構想につい

進などとなっております。

ての件でございます。

構想の実現には、民間活力や関係団体によ

足寄町バイオマスタウン構想について御報
告を申し上げます。

る連携、また、補助事業等の導入が不可欠と
考えており、今後の事業推進等においては、

国において法律では、地域の関係者の連携

関係省庁へ直接補助金申請が可能となります

のもと、バイオマスの発生から利用まで効率

ことから、事業計画を整理し、検討を進めて

的なプロセスで結ばれた総合的利用システム

まいりますので、御理解を賜りますようお願

が構築され、安定的かつ適正なバイオマス利

い申し上げます。

活用が行われることを目指し、市町村等が作

なお、構想の詳細につきましては、本日配

成する構想をバイオマスタウン構想としてお

付いたしました報告書及び概要版を御参照願

ります。

います。
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次に、足寄町住生活基本計画及び足寄町公

２４４戸とする事業計画において、予防保全

営住宅等長寿命化計画の策定の件でございま

的な維持管理に転換を図り、耐久性のある長

す。

寿命化によるコスト縮減と計画的な改善、修

今後における住宅政策の目標、推進方針等
の具現化を図るための公営住宅等長寿命化計
画等の策定を平成２２年度に実施をし、平成

繕計画を定めております。
今後、本計画に基づき本町の住宅政策を推
進してまいりたいと考えております。

２３年３月２４日付で足寄町住生活基本計画

以上、足寄町住生活基本計画及び足寄町公

及び足寄町公営住宅等長寿命化計画を策定し

営住宅等長寿命化計画の策定についての御報

ましたので、御報告いたします。

告といたします。

本町では、平成１６年３月に策定をした足

なお、計画の詳細につきましては、本日配

寄町住宅マスタープラン及び足寄町公営住宅

付いたしました足寄町住生活基本計画及び足

ストック総合活用計画に基づき住宅政策及び

寄町公営住宅等長寿命化計画を御参照願いま

公営住宅等整備事業を進めておりましたが、

す。

策定後６カ年を経て、町民の多様な住宅ニー

次に、土地区画整理事業にかかわる訴訟等

ズや町営住宅需要に的確に対応するととも

の現状につきまして御報告を申し上げます。

に、国の住宅政策として平成１８年に制定さ

平成２２年１１月２９日開催の第６回臨時

れた住生活基本法や平成２１年度からの公営

会において、浅川雅巳氏にかかわる建物収去

住宅等ストック総合改善事業等の拡充に対応

土地明渡請求事件の訴訟費用額２万１,０４

した公営住宅等長寿命化計画の策定が求めら

０円と執行費用額３５３万７,１９８円が納

れていることから、従前の足寄町住宅マス

付期限を過ぎても未納であり、その後、督促

タープランを足寄町住生活基本計画に、足寄

状、催促状を送付しましたが未納な状況であ

町公営住宅ストック総合活用計画を足寄町公

ること、督促を行った後、相当の期間が経過

営住宅等長寿命化計画に再編、整備すること

してもなお債務の弁償がなされない債務名義

といたしました。

のある債権については、地方自治法施行令第

計画策定に当たっては、課長職で構成する

１７１条の２第１項第２号に強制執行の手続

策定委員会の下に主査職で構成する作業部会

きをとらなければならないと規定されている

を設置をし、十勝総合振興局建設指導課の主

ことから、強制執行の手続を釧路地方裁判所

幹、係長、主任の３名に協力委員として参画

帯広支部に申請をし、債権の回収を行うこと

をいただき、それぞれ３回の部会、委員会を

について、御報告をさせていただきました。

開催し、また、平成２３年２月２４日から３

平成２２年１２月１５日付で、強制競売申

月１６日までの間にパブリックコメント（町

立書を釧路地方裁判所帯広支部に提出をし、

民からの意見募集）を実施し、策定を行って

同年１２月２４日付で強制競売開始決定がな

まいりました。

されました。

計画期間は、平成２３年度から平成３２年

その後、釧路地方裁判所帯広支部により強

度までの１０年間とし、足寄町住生活基本計

制競売物件の買受可能価額の評価が行われ、

画においては、町民の豊かな住生活の実現に

平成２３年４月１４日付で強制競売物件の買

向けた住宅政策の方針と政策の方向性を定

受可能価額にかかわる通知書が送付され、４

め、特に、福祉政策と連動した高齢者住宅に

月１９日付で受領いたしました。

ついての取組みを行うこととし、足寄町公営

通知書の内容は、強制競売物件である不動

住宅等長寿命化計画においては、現状４００

産の買受可能価額が手続費用及び差押債権者

戸の管理戸数を平成３２年度に３３２戸と

の債権に優先する債権（以下「優先債権」と

し、廃止１５６戸、建設８８戸、改善、修繕

いう。）の合計額に満たなく、買受可能価額
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で売却された場合に、競売申し立てをした差

なお、過日病院を視察いただき懇談してお

押債権者が請求債権の弁済を受けられない無

りました香川県在住の内科医師から当院への

剰余となり、通知を受けた日から１週間以内

赴任について承諾の旨の連絡があり、早けれ

に手続費用及び優先債権の見込額の合計額以

ば８月１日の赴任に向け、現在、諸手続を進

上の額を定めて申出及び保証をしないとき

めているところでございます。これで内科医

は、執行裁判所は、差押債権者の申し立てに

師３名体制が整い診療の安定が図られるもの

かかわる強制競売の手続きを取り消すことに

と考えております。

なります。ただし、１週間以内に優先債権者

次に、医療連携についてですが、平成２１

から強制競売の同意を得られた場合は、この

年４月より院内に医療連携室を設置、職員１

限りではないと言う内容でありました。

名を配置し、福祉・医療施設等との連絡調整

債権回収のために強制執行の手続を行った

を行い、これまでに多くの患者さんの退院支

こと、買受可能価額の評価額が強制競売とい

援を円滑に取り進めているところですが、今

う性格上、実勢価額より安価になっているこ

後、医療と介護・保健・福祉連携システム構

となどを考慮し、優先債権者と協議したとこ

築に向けた取組みが進められていく中で、医

ろ、自己の債権の全部の弁済を受けることが

療連携室が担う役割もますます重要となるこ

出きなくても強制競売に同意する意向が示さ

とから、６月１日付けで医療連携業務を担当

れたことから、４月２６日付で優先債権者の

する看護師を参事職として１名配置いたしま

同意を提出をし、同日付けで競売続行決定が

した。今後、福祉課との連絡調整に加え、入

なされました。

院患者の退院支援及び平成２４年４月の我妻

現時点では、強制競売の日程などは確定し

病院病床の介護療養型老人保健施設転換に向

ておりませんが、今後の強制競売に向けて、

けた病院間の連絡調整等を円滑に進めるべく

強制競売不動産の将来的な土地利用も踏ま

対応して参りたいと考えております。

え、足寄町の強制競売参加の有無についても
検討してまいりたいと考えております。

以上、国民健康保険病院の現状についての
御報告といたしますので、御理解を賜ります

以上、建物収去明渡請求事件にかかわる執
行費用等の現状についての御報告といたしま
す。

ようお願いを申し上げます。
以上、１０件の行政報告とさせていただき
ます。

次に、国民健康保険病院の診療体制等につ
いての件でございます。

○議長（吉田敏男君）

次に、教育委員会か

ら教育行政報告の申し出がありました。これ

国民健康保険病院の診療体制につきまして

を許します。

は、平成２３年第１回定例会で御報告をさせ

教育委員長

星崎隆雄君。

ていただきましたが、その後、医師が着任と

○教育委員長（星崎隆雄君）

なりましたことから、現況について御報告を

をいただきましたので、教育委員会より行政

いたします。

報告２点について報告を申し上げます。

外科医師につきましては、４月に北岡文生
医師が着任し、消化器外科を専門とする外科

議長のお許し

足寄高等学校の現状と存続に向けた取り組
みについて御報告申し上げます。

医長として勤務されております。また、内科

足寄高等学校の入学者選抜後、入学予定者

医師につきましては、竹本尚史医師が４月か

数が３８人となり１学級相当以上の欠員に

ら消化器内科と家庭医学を専門とする内科医

なったため、北海道教育委員会から、平成２

長として勤務され、これで常勤医師は、外科

３年３月３１日付で学級数を２学級から１学

医師１名、内科医師２名の３名体制となった

級に削減する通知を受け、平成２３年５月１

ところでございます。

日現在の新入学生徒の在籍者数も同じく３８
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人となり決定しました。

２４年の中卒者数の状況などが総合的に勘案

北海道教育委員会が平成１８年８月に策定

された中で、足寄高等学校の平成２４年度の

した「新たな高校教育に関する指針」で、１

募集については、１学級増の二間口で行われ

学級の定員を４０人とし、１学年は４学級か

る計画案が決定され公表されました。

ら８学級が望ましい学校規模で、１学級から

足寄高等学校では、足寄高等学校振興会等

３学級は小規模校として再編整備の対象とさ

の支援により生徒や保護者が足寄高校に対

れており、２学級以下の高校は「中学校の卒

し、さらに魅力を感じることができるよう

業者数、学校規模、募集定員に対する欠員の

な、学力向上に向けた進学合宿や習熟度別授

状況、地元からの進学率」などを勘案して順

業、各種検定試験の資格取得、就職対応講習

次再編整備を行い、１学年１学級から地域

及び部活動への補助、加えて地域協定を締結

キャンパス校化の導入を図るとし、１学級の

した九州大学の学生による進学ガイダンス等

在籍者数が２０人未満となり、その後も生徒

の開催に取り組んでおります。

数増が見込めない場合は再編整備するとなっ
ております。

平成２３年度卒業生においては、国公立大
学や看護学校、各種専門学校への進学、就職

平成２３年度から２５年度までの十勝管内

の決定などで良好な実績を上げております

の公立高等学校配置計画では、帯広緑陽高校

が、さらに地域ぐるみで取り組みを強化し、

と新得高校の生徒募集を平成２５年度から1

地元高校への進学率の向上を図ることが重要

学級減となることが決定をしておりますが、

であります。

足寄高等学校においても１学級相当以上の欠

新たな支援強化のため、足寄高等学校振興

員が生じたことで、５月１日現在の第一学年

会に対する補助を平成２３年度から、高体

の在籍者数が指針に示した人数要件に該当

連・高文連・高野連負担金と地区大会・全

し、その後も生徒数の増が見込むことができ

道・全国大会遠征費の部活動支援として１０

ない場合については、配置計画を見直すこと

５万円を増額させていただきました。

とされています。

足寄高等学校における平成２４年度の募集

平成２３年度の足寄中学校や近隣町の中学

間口が二間口になる計画案が決定され公表さ

校の卒業予定者数は、足寄中学校が６１名、

れましたが、さらなる支援強化策として魅力

陸別中学校が３２名、本別町の中学校が８２

ある学校づくりの促進のため、進学・就職活

名であります。

動に結びつくように検定・模擬試験費用の自

足寄・本別高校の間口が合わせて三間口と

己負担解消を図る経費と、町民や近隣町の中

なった場合には、地元高校への進学が出来な

学生・保護者等に対する足寄高等学校の情報

い状況になることが想定されることから、５

を提供し、ＰＲ効果を高める経費として情報

月９日に十勝総合振興局で開催された、第１

紙などの発行経費や中学生の高校説明会の充

回公立高等学校配置計画地域別検討協議会に

実を図る経費として、本定例会に補正予算を

おいて、北海道教育委員会より、平成２３年

計上させていただきました。

度の入学選抜の結果や今後の中卒者の状況の

足寄高等学校の存続に向け、保護者の負担

説明と平成２４年度から平成２６年度までの

軽減や魅力ある学校づくりの取り組みなど、

計画に対する意見・要望が求められ、足寄高

考えられるあらゆる取り組みを進め、足寄高

等学校の二間口化への計画変更を強く求めて

校を存続させる会とともに、引き続き存続に

きました。

向けた支援・協力をしてまいりますので、町

６月７日に開催された北海道教育委員会に
おいて、平成２４年度から平成２６年度の公
立高等学校配置計画の変更が協議され、平成

議会の皆様の御理解と御支援を賜りますよう
お願い申し上げ、報告といたします。
次に、新国際交流員の招へいについて御報
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告申し上げます。

議会定例会の開催に当たり、私の町政執行に

町民の国際理解の推進や姉妹都市との交流
促進を図るため、外国青年招聘に関する要綱

望む基本的な考えと補正予算に関する御説明
を申し上げます。

に基づき、本町の姉妹都市でありますカナ

私は、去る４月２４日執行されました統一

ダ・アルバータ州ウェタスキウィン市の協力

地方選挙におきまして、住んでよかったと思

のもと、平成４年度から国際交流員を招聘

えるまちづくりを掲げて立候補し、町民の温

し、本町の国際交流の進展に大いに貢献され

かい御支援をいただき、３期目の町政を担わ

ているところであります。

せていただくこととなりました。

現在の第９代国際交流員エバン・ブーイ氏

その責任の重さを考えると身の引き締まる

につきましては、昨年の９月に着任し、小中

思いでありますし、２期８年の町政運営、経

学校での国際理解教育や英語教育の推進のほ

験をもとに町民目線を持って誠心誠意、足寄

か、学校外でも小学校や保育園児を対象とし

町の発展に取り組む所存でありますので、町

たこども英語クラブ、ぺピー・キッズの実施

民の皆様、町議会議員各位の御指導、御協力

や町のイベントへの参加等で活躍していただ

をお願い申し上げる次第でございます。

いておりますが、現雇用契約が満了する本年

まず、３月１１日発生した東日本大震災に

８月末をもって帰国するとの回答を受けたと

関する認識と、この間における足寄町の支援

ころから、後任としてウェタスキウィン・足

の経過を述べたいと思います。

寄友好協会から推薦を受けた同市出身で海外

大地震、大津波、原子力発電所の事故と、

での英語指導の経験があり、レクリェーショ

だれしも経験したことのない大災害が同時に

ン治療士及びボランティアコーディネーター

襲いかかり、壊滅的な被害をもたらしまし

であるイアン・ラスカウスキー氏、２５歳、

た。私の認識としては、今回の大災害、とり

男性を招聘することといたしました。

わけ原子力発電所の事故もあり、ある意味国

国際交流員の交代後も、引き続き学校にお

家的危機と思うところであり、被災地域だけ

ける英語教育や国際理解教育の推進及び地域

の問題ではなく国全体、国民一人一人が何を

における国際交流の推進をより一層図ってま

なすべきか、何ができるのかを考え、そして

いりたいと考えていますので、町議会の皆様

行動しなければと考えたところであります。

の御理解と御協力を賜りますようお願い申し

改選前の第１回定例会において、足寄町と

上げ、報告といたします。

してできる限りの支援をすることとし、当面

○議長（吉田敏男君）

必要となる経費については予備費で対応させ

ここで、暫時休憩を

いたします。

ていただくこととし、議員各位の御理解をい
午前１１時０５分

休憩

午前１１時１６分

再開

具体的な取り組みとして、町民の皆様方に

休憩を閉じ、会議を

は義援金・支援物資の提供をお願いしたほ

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

ただいたところであります。

か、町で保有しております災害備蓄品の提
供、ＪＡあしょろ農協との連携により、牧草

◎

行政執行方針

○議長（吉田敏男君）

行政執行

被災された多くの皆様に心からお見舞い申

方針について町長から行政執行方針を申し述

し上げるとともに、現地では今なお大変な状

べます。

況が続いていることから、引き続き人的支援

町長

日程第５

ロールの提供に取り組んでまいりました。

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

を含め、検討してまいります。
議長のお許しをい

ただきましたので、平成２３年第２回足寄町

次に、町政執行に当たっての基本姿勢を申
し上げます。
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平成１７年３月に策定をいたしました足寄

ゆる骨格予算として編成してまいりました

町第５次総合計画、緑輝く大地に人のやさし

が、今次御提案申し上げます補正予算は、先

さがあふれるまちを指針とし、さらには、実

ほど申し上げました町政執行方針に基づく政

施計画平成２３年度から平成２５年度を基本

策予算等につきましてそれぞれ措置するもの

とし、協働のまちづくりを進めてまいりま

であります。

す。

その結果、今次補正の歳出予算の総額は、

次に、その重点項目について申し上げま
す。

一般会計６億５,４０２万円、特別会計１億
６,０１１万８,０００円、事業会計３,５７

第一は、今議会で議決をお願いする帯広市

０万７,０００円、合計８億４,９８４万５,

との定住自立圏形成協定に基づき、広域行政

０００円となり、これを当初予算等に加えま

推進に取り組んでまいります。

した各会計の総額につきましては、一般会計

第二は、昨年４月から取り組んでいる、医

７７億９,７６８万３,０００円、特別会計３

療を中心とした介護・保健・福祉の連携シス

３億２,８３５万２,０００円、事業会計１４

テムの構築に引き続き取り組みます。当面

億６,４１７万９,０００円、合計で１２５億

は、大きく一歩を踏み出した我妻病院と国保

９,０２１万４,０００円となるものでありま

病院の機能分担実施（平成２４年４月１日）

す。

に向けまして、相互の連携を強化をし、ス
ムーズな移行に全力で取り組みます。

以下、その概要について御説明いたしま
す。

第三は、昨年１１月から１２月に国に対し

まず、地域活性化の推進についてでありま

提案した、カラマツの利活用に関する取り組

すが、定住人口の確保と地域経済の活性化を

みの具現化に向けた調査・検討を進めてまい

図ることを目的に、町内建設業者により住宅

ります。

を建設する町民に対し、１戸当たり１００万

第四は、農業後継者対策について関係機関
と連携のもと、引き続き取り組み、とりわけ
放牧酪農を中心とした新規就農者対策を進め
ます。

円の補助を行うこととして、合計１０戸分の
予算措置をいたしました。
また、住民参加によるまちづくり、住民の
主体性が発揮できるまちづくりを推進するた

第五は、地域内経済循環と元気のあるまち

めに、地域の課題解決や地域振興などのまち

づくりにつながる活動支援として、住宅新築

づくり活動を行う町内住民グループに対し、

に当たって地元企業施工による場合に１００

１事業につき３０万円を限度に補助を行うこ

万円を助成、また、３０万円を上限とするま

ととして合計５団体分の予算措置をいたしま

ちづくりにつながる活動への助成、この二つ

した。

の支援制度を創設いたします。

次に、東日本大震災の被災地にかかわる支

以上、町政執行に当たっての私の基本姿

援対策でありますが、職員派遣費用と支援物

勢、重点項目などについて申し上げました

資の購入および運搬費用として、合計８７３

が、町民の皆様並びに町議会議員の皆様の御

万５,０００円の予算措置を行いましたが、

理解、御支援と御協力をお願いを申し上げま

これらの予算につきましては、被災地からの

す。

具体の要請に対し、迅速かつ柔軟に対応する

次に、平成２３年度の一般会計、特別会

必要があると考えており、状況によっては流

計、事業会計の補正予算案につきまして、そ

用等の弾力的な予算執行を行わせていただき

の概要を御説明申し上げます。

たいと考えておりますので、御理解ください

本年度は統一地方選挙の年でありますこと
から、当初予算の編成におきましては、いわ

ますようお願いを申し上げます。
次に、新エネルギー利用の推進についてで
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ありますが、東日本大震災による原子力発電

本年度も引き続き支給継続を行なう予算措置

所の事故もあり、安全な新エネルギー利用促

をいたしました。

進や省エネルギーが一層求められ、引き続い

さらに、高齢者等の健康阻害の大きな要因

て一般住宅への太陽光発電システムと木質ペ

である肺炎などの感染症による重篤化を防ぐ

レット燃焼機器導入に対し補助を行う予算措

ため、新たに町独自の助成により高齢者への

置をいたしました。また、バイオマスタウン

２３価肺炎球菌ワクチン接種の予算措置を行

構想に掲げた豊富な資源を活用した各分野で

い、昨年度より開始している乳幼児等への７

のバイオマスの具体的な産業おこしの推進を

価肺炎球菌ワクチン接種との相乗効果を図る

図ってまいります。

など、町民の感染症防止対策の推進をしてま

次に、福祉施策の推進についてであります

いります。

が、少子化・高齢化の急速な進展を背景に、

次に、農業振興についてでありますが、農

すべての町民が安心して暮らしていけるまち

業従事者の減少・高齢化・農業所得の激減な

づくりと町の活性化の推進に向け、町民が安

ど大変厳しい状況にある中、意欲ある農業者

心して産業活動や家庭生活を営める社会環境

が農業を継続できる環境を整え、食料自給率

を維持していくために医療と介護・保健・福

の向上を図るとともに、農業の有する多面的

祉の連携システム（以下、連携システムとい

機能が将来にわたって発揮されることを目的

う。）の具現化に向け、町内病院機能の役割

に、平成２３年度から本格実施される農業者

分担に伴う円滑な移行を推進してまいりま

戸別所得補償制度の導入に伴い、行政と農業

す。

者団体等が協力して推進していく体制を構築

また、連携システムの基盤となる地域包括

するため、足寄町農業再生協議会を設立し、

支援センターの機能強化を推進するため、町

事業推進のため補助金の予算措置をいたしま

民の持つ多種多様な悩みや困り事の総合相談

した。

窓口の開設や対応できる体制や町内高齢者等

平成２１年度の冷湿害、平成２２年度の高

を取り巻く各種情報の集積と適切な支援につ

温・多雨は、農作物の生育に多大な影響をも

なげていく体制の早期構築と、将来に向けた

たらしましたが、町としては、この間、湿害

高齢者等の住まい方のあり方について検討を

の影響を受けた多くの圃場に対し、湿害対策

進めるとともに、介護予防への取り組み強化

緊急排水事業を足寄町農業協同組合と連携

を図り、少しでも長く自宅での生活が楽しめ

し、実施してまいりました。

る高齢者等の安心をはぐくむ健康維持の増進

今年度は戸別所得補償制度の導入円滑化に

施策を進める体制を強固にしていくための予

向け、畑作農家に対し、緊急的に戦略作物

算措置をいたしました。

等、小麦・てん菜・大豆・でん粉原料バレイ

また、昨年度に地域活性化交付金で取得を

ショの生産拡大に支障となっている圃場の排

いたしました旧法務局足寄出張所の整備後に

水不良を解消、これは暗渠排水、心土破砕等

おける、ＤＶ対策や消費者問題等の相談窓口

をするため、戦略作物生産拡大関連基盤緊急

開設に必要な初度備品の整備と、併設して設

整備事業を単年度で実施をし、意欲ある農業

置を計画している高齢者交流サロンスペース

者が安心して営農に取り組めるよう、基盤整

の初度備品等の整備を行い、町民の持つさま

備事業補助金の予算措置をいたしました。

ざまな不安や悩み事の解消や、高齢者等の閉

農山村交流促進事業として、農業体験・農

じこもり解消及び新たな生きがいづくりの増

家民泊等を通じ、地元の子供たちには、生ま

進を図るための予算措置をいたしました。

れ育ったふるさとに愛着を持ってもらい、都

足寄町独自施策として行なっている重度心

会の子供たちには農村の素晴らしい自然の中

身障害者年金と敬老祝い金につきましては、

で、安全・安心な食糧がつくられる現場を実
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感してもらうなど、地元と都会の子供たちの

ケジュールといたしましては、４町間で調整

交流の場を設けることによって、農村と都会

を進め、９月の第３回定例会において、法定

が互いに支え合い、将来的な農山村の再生・

協議会の設置に関する議案の提案を予定して

活性化に向けた活動を行うことを推進するた

おります。

めの予算措置をいたしました。

次に、商工振興についてでありますが、足

限られた財源の中で、自律的かつ持続的な

寄町中小企業特別融資制度は、町内中小企業

農業振興対策を念頭に置き、行政、農業団

者の経営の安定化を促進し、地域経済の活性

体、農業者の役割分担を明確にするととも

化を図ることを目的に、足寄町商工会や町が

に、将来につながる取り組みを推進してまい

指定した金融機関である北海道銀行足寄支店

りたいと考えております。

と帯広信用金庫足寄支店と連携を図り、両金

次に、営農用水道等費についてであります

融機関に５,０００万円と４,０００万円を預

が、営農用水の管理施設における計装装置、

託し、それを原資として預託金の３倍を上限

通信機器、機械設備等の改修工事を行い、管

に融資を行っております。昨今の経済状況の

理水準向上の推進を図るため予算措置をいた

低迷から、この融資制度を活用する中小企業

しました。

者が今後とも増加することが見込まれるの

また、中足寄営農用水道管の老朽化に伴い
ます敷設替工事費を昨年度に引き続き実施す

で、中小企業者の一層の経営安定化を図るた
め、預託金増額の予算措置を行いました。

る予算措置をいたしました。

次に、地籍調査事業についてであります

次に、林業振興についてでありますが、民

が、市街地を除く旧銀河線跡地周辺の画地調

有林造林の補助事業でありました北海道２１

整を行う地籍図修正業務を通して、国道及び

世紀北の森推進事業は、平成２２年度で事業

銀河線跡地周辺における土地の位置づけに関

が終了し、この事業を引き継ぐ未来につなぐ

する明確化を図るための予算措置をいたしま

森づくり推進事業が新たにスタートをしまし

した。

たので、森林環境保全整備事業実施要領に基

次に、土木建設工事についてであります

づく造林事業推進のため予算措置をいたしま

が、道路整備を通して生活道路の改善・確保

した。

を図るため、旧鉄道敷地において（仮称）西

森林・林業再生プランがスタートし、新た

町鉄道沿通整備として、銀河ホール２１と町

な森林経営計画の認定を受けることが必要と

道神社前通間の道路整備工事を行うほか、旧

なることから、森林整備計画策定事業実施の

鉄道敷地整備として、照明灯、植栽工を実施

予算措置をいたしました。また、町有林維持

する予算措置をいたしました。

管理のため、森林整備事業実施の予算措置を
いたしました。

また、町道郊南１丁目３・４号通及び栄町
１丁目１号通の道路整備工事の予算措置をい

下川町、滝上町、美幌町との４町で実施し

たしました。

ている森林バイオマス吸収量活用推進協議会

土木車両管理費において、安定的な除排雪

において、森林協定等による収入が約８,７

体制の確保と安全・安心な冬期交通環境の確

００万円となっており、引き続き森林吸収量

保を図るため、社会資本整備総合交付金を活

モニタリング調査を実施するため予算措置を

用しての除雪トラック、１０トン更新に要す

いたしました。

る予算措置をいたしました。

また、今後の事業推進のあり方について４

次に、公園管理についてでありますが、都

町で協議した結果、地方自治法第２５２条の

市計画公園であります緑栄公園、稲荷山公園

２に基づく法定協議会へ移行する手続を進め

のトイレ水洗化工事を行うほか、旧鉄道敷地

ることとなりました。法定協議会移行へのス

散策路４,２７０平方メートルの草刈りを行
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い、環境衛生の向上と施設利用者の利便性を
図るため予算措置をいたしました。

した。
次に、特別会計の特別養護老人ホームにつ

次に、教育振興についてでありますが、学

いてでありますが、個性を大切にし、家庭的

校施設の耐震化は、平成２２年度に足寄中学

な雰囲気の中でその人らしい生活を保ってい

校屋内体育館の耐震改築工事が完了し、耐震

くユニットケア効果をさらに増進させるとと

基準に満たない学校施設は中学校校舎を残す

もに、老朽化している特殊浴槽や地デジ対応

のみとなっております。

テレビなどの設備更新を行う予算措置によ

中学校校舎の耐震化については、耐力度調
査の結果、耐震基準を満たしている昭和６０

り、安心して明るく住みよい生活が送れる施
設づくりを進めてまいります。

年度建設の二線校舎８６３平方メートルを除

次に、足寄町上水道事業会計についてであ

く、一線校舎や家庭科・技術科教室などの特

りますが、土地区画整理事業に伴う配水管敷

別教室、職員室などの２,８１７平米につい

設がえ事業を行い、地域住民に安心・安全な

て、耐震改築工事を平成２４、２５年度の２

水道水の安定的な供給とあわせ、水道事業の

カ年間での実施を予定しておりますので、改

運営基盤の強化を図るため、効果的・効率的

築実施設計の予算措置をいたしました。

な維持管理の構築に努めてまいります。

スクールバスの更新については、平成２年

次に、足寄町国民健康保険病院事業会計に

に購入した４２人乗りバスが、運行から２１

ついてでありますが、病院改革プランに基づ

年を経過し、走行距離も４５万キロを超え、

く経営改善を着実に遂行するためには、地域

修繕が多発するなどの老朽化が著しいことか

の基幹病院として、町民の皆様が安心と信頼

ら、僻地児童生徒援助費補助金を活用し更新

を持って受診してもらえる病院づくりが求め

するもので、新たに購入する車両は児童・生

られており、良質な医療の提供はもとより、

徒数の減少から１５人乗りの車両を計画し、

病院スタッフの接遇の向上、さらには医師と

予算措置をいたしました。

医療スタッフの安定確保に引き続き、最大限

教育用パソコンの整備につきましては、平

の努力をしてまいります。

成１６年度に更新した大誉地小学校、芽登小

また、現在進めております連携システム構

学校、螺湾小学校３校の児童教育用パソコン

築に向けた取り組みの中で、平成２４年４月

１５台を更新するもので、導入後７年を経過

の我妻病院病床の介護療養型老人保健施設転

し機器やソフト、システムが旧式化したこと

換を受け、町内で唯一の急性期病床を担う病

から予算措置をいたしました。

院となることから、医療スタッフのさらなる

中学校教員住宅３棟４戸の改修工事につい
ては、下水道供用開始地区として下水道工事
が完了したことによる水洗化工事と合わせて
老朽化した施設の改修を行い、住宅環境の整
備を図るため予算措置をいたしました。

資質向上と病院間の円滑な連携体制の整備を
進めてまいります。
以上が、歳出の概要でありますが、次に歳
入について御説明申し上げます。
歳出に必要な財源として、地方交付税、基

次に、特別会計の土地区画整理事業につい
てでありますが、区画道路の整備等で支障と

金繰入金、国・道の支出金、町債等をそれぞ
れ計上するものでございます。

なる建物等の移転補償契約締結のための積算

以上、一般会計、特別会計、及び事業会計

業務、北２条４丁目の区画道路及び北５条１

補正予算案の概要について御説明を申し上げ

丁目の区画道路と、上水道の調査設計、東

ましたが、よろしく御審議、御決定を賜りま

通、中央通、北６条１丁目の区画道路の整備

すようお願いを申し上げます。

工事を行い、精算金の仮精算についても、昨
年度に引き続き実施する予算措置をいたしま

以上、行政執行方針並びに補正予算の説明
とさせていただきます。
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○議長（吉田敏男君）

次に、教育委員会か

ら教育行政執行方針を申し述べます。
教育委員長

なっております。

星崎隆雄君。

○教育委員長（星崎隆雄君）

趣旨に則した円滑な実施をすることが重要と
したがって、これまで以上に生きる力をは

議長のお許し

ぐくむという基本理念を強く押さえるととも

をいただきましたので、平成２３年第２回足

に、確かな学力と豊かな心、健やかな体の育

寄町議会定例会の開催に当たり、足寄町教育

成を目指し、学校・家庭・地域が連携し、地

委員会の所管行政の執行に関する方針につい

域総ぐるみで取り組むことにより、教育の充

て申し上げます。

実に努めてまいります。

今日の社会は、少子高齢化の進行や景気低

さらに、外国語、英語教育の充実を図るた

迷による経済の疲弊などにより、地域社会が

め、国際交流員の積極的な活用による、小学

大きく変化しており、地域環境や安全・安心

校での外国語活動、中学校での英語教育を進

などの分野でも新たな課題が発生してきてお

め、外国語・異文化理解を深める学習活動の

ります。このような中で、平成２０年３月に

充実に努めてまいります。

小学校及び中学校の学習指導要領の改訂がな

地域との連携による特色ある学校づくりを

され、小学校においては本年度から、中学校

推進するためには、子供は保護者や教師だけ

では来年度から全面実施となります。

ではなく、多くの大人と触れ合って様々な力

改訂の理念である生きる力の育成のため、

を身につけることから、特に体験学習の充

子供一人一人に確かな学力、豊かな心、健や

実、いじめ・不登校などの指導の充実、学習

かな体をはぐくむ質の高い教育活動の展開が

ボランティアの活用による支援体制の充実に

重要であります。

努め、子供たちの社会性や豊かな人間性をは

また、長寿社会の中で、生涯にわたって文
化やスポーツに親しみ、学習し、生きがいを

ぐくむため、発達の段階に応じた体験活動等
の推進を図ってまいります。

持って生活できる社会を目指し、個人の主体

また、地域社会と連携する学校経営につい

性や自主性に基づいて、いつでも、どこで

ては、地域に開かれた学校づくりが重要で

も、だれでも、なにからでも学ぶことができ

す。そのため町内小・中学校では地域住民が

る生涯学習の推進と充実に取り組むため、諸

学校運営に参画する仕組みとしての学校評議

般の施策を推進してまいります。

員制度を導入し、評議員による外部評価が学

初めに、学校教育の推進について申し上げ
ます。

校経営方針に組み込まれるなど、地域社会と
の連携が着実に図られております。また、公

教育基本法や学校教育法の改正などを踏ま

開授業参観日の実施や地域行事への積極的な

え、生きる力をはぐくむという理念を実現す

参加など家庭・地域の交流を図ることを学校

るため、平成２０年にその具体的な手立ての

経営方針に組み入れるなど、地域に親しまれ

確立のもととなる学習指導要領の改訂がなさ

る学校づくりを推進してまいります。

れました。今年度から全面実施されます小学

複式教育につきましては、少人数のよさを

校においては、授業時数が国語・社会・算

生かした指導計画の作成・実施により、地域

数・理科・体育の授業時間が６年間で約１割

環境の特性を生かすとともに、みずから学ぶ

増加し、週当たりの授業時数は１・２年生で

意欲を高める集合学習や交流学習を支援し、

２時間、３年生から６年生で１時間増加しま

複式教育の充実に努めてまいります。

す。

特別支援教育を必要とする児童生徒の教育

そのため、各学校では地域の実態及び児童

については、必要な支援を行うための校内支

の心身の発達の段階や特性を十分に考慮した

援体制の整備を図るとともに、一人一人の発

適切な教育課程を編成し、新学習指導要領の

達段階及び障がいの状態に応じた指導のた
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め、学習支援員を継続して配置し、個に応じ

といたしましても、生徒数の減少など、厳し

た学習指導の充実に努めてまいります。

い状況は続きますが、足寄高校を存続させる

生徒指導につきましては、豊かな人間性と

会とともに、あらゆる可能性を検討しなが

社会性をはぐくむため、子供たちがともに支

ら、引き続き存続に向けた取り組みを進めて

え合い、健康で安全な社会の実現にみずから

まいります。

貢献できる資質・能力を高めることができる
よう指導に努めます。

次に、社会教育の推進について申し上げま
す。

また、非行、いじめ、不登校などの未然防

社会教育の推進については、町民一人ひと

止と早期発見、早期対応のため生涯学習推進

りの学ぶ意欲の向上を図るため、自発的で主

アドバイザーの活用により、学校・家庭・地

体的な学習活動をみんなで支えていく仕組み

域社会、関係機関がより一層連携を密にし、

づくりを進めていくことが必要であります。

子供たちの悩みや課題の解決など、指導・相

こうした学習活動などの成果を地域づく

談体制の充実にも努めてまいります。

り、まちづくりへと反映していくとともに、

国旗・国歌につきましては、引き続き各学

社会の変化に柔軟に対応しながら地域に根ざ

校における教育課程の適切な実施のため、学

した町民の学習活動についての支援を推進し

習指導要領に基づき指導してまいります。

てまいります。

教育環境の整備につきましては、本年度は

家庭は、子どもが最初に接する社会であ

足寄中学校校舎の改築に向けての実施設計に

り、基本的な生活習慣、コミュニケーション

かかわる予算を計上し、平成２４年度から改

能力や社会的マナーなどを生活の中から学ぶ

築工事に向けて進めてまいります。

場所であります。そのため、家庭教育学級や

学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発

子育て支援学習と交流の会・すくすくの充実

達に資するとともに、食に関する正しい知識

を引き続き図るとともに、あしょろ子どもセ

と望ましい食習慣を身につけさせることな

ンターなどの子育てに携わる関係者や機関と

ど、重要な役割を果たすものであります。今

の連携により、家庭教育・子育て支援の充実

後も魅力ある献立を通じ、地場産品を積極的

に努めてまいります。

に活用したふるさと給食の継続を推進しま

青少年教育につきましては、人間形成の基

す。また、衛生・安全管理の徹底を図り、安

礎が養われる青少年期には、美しいものに感

全・安心な給食の提供に努めてまいりますと

動する心や正義感、公平さを重んじる豊かな

ともに、今年度から配置されました栄養教諭

心を育むことが重要であることから、学校の

の効果的な活用を図り、食育の充実にも努め

内外を問わず、様々な体験活動をとおして、

てまいります。

社会の変化に柔軟に対応できる創造性豊かな

足寄高等学校の存続に向けた取り組みとし

人材を育成することが望まれております。

ては、遠距離通学費補助、入学時・修学旅行

こうした状況を踏まえ、地域の自然・文

一時金、また、魅力ある学校づくりとして進

化・歴史などの地域素材を生かした様々な体

学学習や習熟度別学習などの一部支援の見直

験活動、スポーツ活動、文化・芸術活動の支

しを行うとともに補助金の増額を進めてきま

援や育成に努めるとともに、ネイパルあしょ

した。

ろや九州大学北海道演習林などの地域の教育

本年度からは、更に足寄高校振興会の部活
動支援等の補助金も大幅な増額を行っており

機関と連携し各種体験活動の充実に努めてま
いります。

ます。このような中で平成２３年５月１日現

成人教育につきましては、少子高齢化が進

在の１学年の在籍者数は３８人で、１学級相

む中で、町づくりの中心となる勤労青年の育

当以上の欠員となっております。教育委員会

成は、今後の町づくりにとって欠くことので

― 19 ―

きないものであり、情報提供とリーダー養成
のための学習機会の充実に努めてまいりま
す。

次に、文化財に関する方針について申し上
げます。
郷土資料館は、町の歴史や発展の資料を数

また、長年培ってきた知識や豊かな経験

多く保存しており、学校教育や社会教育に情

を、異世代へとの世代間交流活動など様々な

報提供するなど、郷土の歴史の理解のために

機会で活用し、伝承していく必要がありま

利用されております。今後も展示内容の工夫

す。引き続き、ふるさと足寄１００年塾生き

改善をし、有効な活用を図ってまいります。

がいスクールや学遊会の事業を進めるととも

足寄動物化石博物館は、昨年度から指定管

に、高齢者のボランティア活動への積極的な

理者制度による管理となっております。引き

参加について、支援してまいります。

続き、体験内容の拡充や展示資料の充実が図

国際交流につきましては、姉妹都市のウェ

られるよう、また、町民に親しまれ、足寄町

タスキウィン市から引き続き国際交流員を招

をアピールする博物館となるよう情報発信な

聘し、小中学校に派遣するとともに、保育園

ど活動の充実のため連携を図ってまいりま

児を対象とした国際理解教室を開催します。

す。

また、今年度は姉妹都市のカナダ・アル

国指定天然記念物、オンネトー湯の滝マン

バータ州ウェタスキウィン市におけるホーム

ガン酸化物生成地につきましては、全面的な

ステイを中心とした海外研修に中学生・高校

自然状態への回復を実現するため取り組んで

生を派遣し、国際社会における異文化理解を

まいりましたが、さらなる保護と活用につい

深めるよう推進してまいります。

ての方策を検討してまいります。

町民センターや生涯学習館は、まちづく

また、有害魚類の駆除につきましても、環

り、地域づくり、地域学習の拠点としての役

境省等、関係機関と引き続き連携を深め、継

割を果たしており、今後も、学習機会の提供

続して取り組んでまいります。

や文化・スポーツ活動の充実に努めるととも
に引き続き、地域活動の支援を図ってまいり
ます。

次に、体育・スポーツの振興について、申
し上げます。
近年、急激な社会環境の変化に伴い、運動

図書室につきましては、新刊図書の購入に

不足によるストレスの増加、食生活の変化に

より充実を図るとともに、機能拡充と整備を

よる健康への不安が高まる中で、スポーツ、

進め、町民が気軽に利用できる図書室として

レクリエーションを通した健康維持、増進に

の利便性の向上を図ってまいります。また、

対する関心が一層高まっています。町民皆ス

読み聞かせや乳幼児と絵本の出会い、親子の

ポーツを目指し、参加できる機会の拡充や各

ふれあいを支援するブックスタート事業を継

種スポーツ施設の整備、充実を図るとともに

続して取り組んでまいります。

生活の質の向上や充実感を得るために、生涯

文化・芸術活動の推進については、文化・
芸術の振興は、人々に感動や生きがいを与

にわたってスポーツに親しめる環境づくりが
求められています。

え、潤いのある生活を実現していく上で大き

そのため、関係機関、団体との連携を図

な力となるものであります。人々の豊かな情

り、指導者の育成と指導体制を確立してまい

操を養うとともに、活力ある地域社会の形成

ります。さらに、引き続き各種スポーツ大会

に重要な役割を果たすことから、文化団体が

や出前教室、学校開放事業などスポーツの振

行う自主的な文化活動をとおして優れた文

興と普及に努めてまいります。

化・芸術にふれる機会を提供するとともに、
地域文化の伝承や創作活動を支援してまいり
ます。

以上、平成２３年度の教育行政の執行に関
する主要な方針について申し上げました。
町民の皆様並びに町議会議員の皆様の御理
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解と御協力を心からお願いを申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

いたします。

も広がっています。
農業委員会も、農業団体や関係機関ととも
に地域つぶしを許さない取り組みと位置づけ

午前１１時５８分

休憩

反対運動を展開してきました。今後も動向を

午後

再開

注視し活動していきます。

○議長（吉田敏男君）

１時００分

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

農地法一部改正に伴い、従来にも増して広範

次に、農業委員会から活動方針を申し述べ
ます。
農業委員会職務代理

こうしたなか、農地行政を担う機関として
な役割を持つことになりましたが、農地パト
ロールや農地利用状況調査並びに農地転用許

齋藤陽敬君。

○農業委員会職務代理（齋藤陽敬君）

可などを通じ、農地を守る取り組みを継続し
平成

ていくとともに、農業関係者からの意見等を

２３年足寄町農業委員会の活動方針を申し上

受け止めながら慎重な対応に努めてまいりま

げます。

す。

平成２３年度第２回足寄町定例会の開催に

農業者を初め、足寄町及び足寄町農業協同

当たり、足寄町農業委員会の活動方針につい

組合等関係機関との連携を強化し、安定的か

て申し上げます。

つ生産性の高い農業経営を目指す地域農業の

昨年は酷暑と局地的豪雨に見舞われ、一昨
年は冷湿害に見舞われ、農業にとって２年続
きで大きな痛手を受けた状況にあります。

確立と活力ある農村社会づくりに向けて諸活
動を推進してまいります。
最初に農業の担い手育成及び後継者パート

農業・農村の繁栄なくして国家の繁栄はあ

ナー対策について申し上げます。

りません。しかし、我が国の農業・農村は、

意欲と能力のある担い手の育成確保は本町

農地の減少、農業者の高齢化などにより危機

農業の発展にとって最も重要な課題でありま

的な状況になっています。この厳しい状況を

す。農業経営改善計画の認定制度の更新、認

打開し、食と地域の再生を図るため、国にお

定農業者への農地の利用を促進するととも

いて食料・農業・農村基本計画が見直され、

に、足寄町担い手育成総合支援協議会と一体

平成２２年３月３０日に新たな食料・農業・

となった後継者の支援、新規就農者の取り組

農村基本計画が閣議決定されたところであり

みを推進します。

ます。

また、後継者のパートナー対策につきまし

この計画では、意欲のあるすべての農業者

ては、足寄町農業後継者パートナー対策委員

が将来にわたって農業を継続し、経営の発展

会の中核を担い、平成２２年１１月に第２回

に取り組める環境を整備し、再生産可能な農

足寄町農業青年との婚活ツアーを開催し、農

業経営の基盤を作る政策へ転換するとされ、

業に関心のある女性を招いて農業青年との交

平成３２年度までに供給熱量ベースで総合食

流を深めました。

料自給率を５０％まで引き上げると明記され
ました。

今後もこの事業を継続、発展させるととも
に足寄町農業担い手育成センター、足寄町農

しかし、昨年１０月には政府が環太平洋戦
略的経済連携協定（ＴＰＰ）への参加を検討

業協同組合等関係機関と連携し、花嫁対策を
進めていきます。

すると表明し、これに対し農業界は日本の農

道内で広く結婚対策を進めている北海道マ

業が壊滅する危機ととらえ、反対行動を展開

リッジカウンセリングセンター等を活用した

しており、特に北海道は食料生産基地である

個別対応も検討していかなければならないと

ため、その影響は大きく反発の渦は農林業者

考えております。

にとどまらず消費者や商工業者、地方議会に

次に、農地の有効活用に向けた取組みにつ
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いて申し上げます。

街地区土地区画整理事業特別会計補正予算

近年、農業機械の大型化や農家の減少に伴

（第１号）の件を議題といたします。

い農地の遊休化が危惧されますが、幸い足寄
町が取り組みしている中山間地域等直接支払
制度や、農地・水環境保全事業等により、農
地の適正利用が促進されています。

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。

○建設課長（南岡雄二君）

ただいま議題と

継続して取り組みをしている農地パトロー

なりました報告承認第２号専決処分の承認を

ルは毎年工夫を加えながら農業者や関係者の

求めることについて、提案理由の御説明を申

協力のもとに実施し、不適切な農地利用を防

し上げます。

ぐとともに耕作放棄地の実態を把握し、農地

地方自治法第１７９条第１項の規程によ

を守る活動を進めます。また、農地法、農業

り、下記のとおり専決処分したので同条第３

経営基盤強化促進法、その他法令に基づき農

項の規程により、これを報告し、承認を求め

地の適正利用や違反転用のないよう適正に指

るものでございます。

導します。

専決処分書。平成２３年度足寄町足寄都市

次に、農業者年金や家族経営協定の取り組
みについて申し上げます。

計画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計
補正予算（第１号）を別紙のとおり専決処分

国民年金とあわせて老後の生活を豊かにす

する理由でございます。

るため、農業者年金の加入を地道に続けま

平成２２年度歳入が、歳出に対して不足す

す。農業経営において、後継者や女性を農業

る見込みとなったことにより、地方自治法施

経営のパートナーと位置づけ、経営への積極

行令第１６６条の規程に基づき、予算の補正

的な参加を目指すことが目的である家族経営

をする必要が生じましたが、議会を招集する

協定ですが、なかなか普及が進まない状況に

時間的余裕がないので、地方自治法第１７９

ありますが、一歩ずつ推進を図ります。

条第１項の規程により、専決処分をしたもの

次に、情報発信の取り組みについて申し上
げます。

でございます。内容について申し上げますの
で、２ページをお開き願います。

農業委員会だよりを発行し情報の提供を図

平成２３年度足寄町足寄都市計画足寄市街

ることや、町のホームページを活用して情報

地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第

発信する取り組みを進めます。

１号）について御説明申し上げます。

以上、平成２３年度足寄町農業委員会の活

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

動方針について申しましたが、この方針につ

５３万７,０００円を追加し、歳入歳出予算

きましては、４月の農業委員会総会で確認さ

の総額を、歳入歳出それぞれ４億１,２６０

れたところであります。

万６,０００円とするものでございます。

町議会議員の皆様の御理解と御協力を心か
らお願い申し上げます。

ますので、５ページをお開きのほどお願いい

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

歳出から補正の内容につきまして申し上げ
たします。

これで、行政執行方

針を終わります。

下段でございます。歳出、繰上充用金、繰
上充用金、補償補てん及び賠償金、平成２２
年度収入不足額の補てんとして、３５３万

◎

報告承認第２号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

７,０００円を計上いたしました。
報告承認

その要因としましては、平成２１年１１月

第２号専決処分の承認を求めることについ

１８日から平成２１年１２月２０日、建物収

て、平成２３年度足寄町足寄都市計画足寄市

去土地明渡請求事件に伴います建物収去に要
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した費用でございまして、この債務の弁償が

（「なし」と呼ぶ者あり）

なされない債務名義のある債権の取り扱いに

○議長（吉田敏男君）

つきましては、平成２２年１１月２９日開催

す。

討論なしと認めま

の第６回臨時会及び今定例会において、行政

これで討論を終わります。

報告をさせていただいております。

これから、報告承認第２号専決処分の承認

平成２１年度釧路地方裁判所帯広支部によ

を求めることについて、平成２３年度足寄町

る執行費用確定額に基づく請求督促状の送付

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業

をしましたが、未納の状況でございました。

特別会計補正予算（第１号）の件を採決をし

また、平成２２年度催告書の送付後、納付期

ます。

限内において未納の状況から、釧路地方裁判

この表決は、起立によって行います。

所帯広支部に対し、強制競売申し立てをし、

本件は原案のとおり決定することに賛成の

その後強制競売開始決定がなされ競売の実施

方は起立願います。

が本年７月以降の執行予定となりましたこと
から、平成２２年会計年度内において弁償金

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

が未納の状況が続き、赤字決算となるため平

したがって、報告承認第２号専決処分の承

成２３年度予算から、繰上充用し補てんする

認を求めることについて、平成２３年度足寄

ものでございます。

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

歳入について御説明申し上げます。

業特別会計補正予算（第１号）の件は、原案

諸収入、雑入、納付金、弁償金、滞納繰越

のとおり承認されました。

分、建物収去、代替執行弁償金といたしまし
て、歳出同額の３５３万７,０００円を計上
いたしました。

◎

報告第８号

○議長（吉田敏男君）

以上、専決処分いたしました平成２３年度
足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

日程第７

報告第８

号繰越明許費繰越計算書についての件を議題
といたします。

理事業特別会計補正予算（第１号）につい

本件について報告を求めます。

て、提案理由の御説明とさせていただきます

総務課長

渡辺俊一君。

ので、御審議のほどよろしくお願い申し上げ

○総務課長（渡辺俊一君）

ます。

なりました報告第８号繰越明許費繰越計算書

○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。

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す。
平成２２年度足寄町一般予算の繰越明許費

ただいまの報告に対して質疑を行います。

は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、

５ページ、歳入歳出一括で行います。

地方自治法施行例第１４６条第２項の規程に

質疑はございませんか。

より報告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）

繰越明許費につきましては、予算計上議決

総括ございません

か。

いただきました駐車場整備事業等７ページに
別紙として計算書を添付させていただいてお

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

りますが、それぞれ事業費の額が確定いたし

質疑なしと認めま

す。これで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。

ましたので報告するものでございます。
翌年への繰越額は、１９事業で２億６８１
万４,０００円でございます。
以上のとおり御報告申し上げます。御審議
のほどよろしくお願いいたします。
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○議長（吉田敏男君）

ただいまの報告に対

これをもって報告を終わります。

し質疑を行います。質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

◎

質疑なしと認めま

す。

報告第１０号

○議長（吉田敏男君）

日程第９

報告第１

０号繰越計算書についての件を議題といたし

これで、質疑を終わります。

ます。

これをもって報告を終わります。

本件について報告を求めます。
病院事務長

◎

報告第９号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

對馬邦彦君。

○病院事務長（對馬邦彦君）
報告第９

号事故繰越し繰越計算書についての件を議題
といたします。

ただいま議題

となりました報告第１０号繰越計算書につい
て提案理由の御説明を申し上げます。
平成２２年度足寄町国民健康保険病院事業

本件について報告を求めます。

会計建設改良費及び医療費用の繰り越しは、

総務課長

別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

なりました報告第９号事故繰越し繰越計算書

公営企業法第２６条第３項の規程により報告
するものでございます。

について提案理由の御説明を申し上げます。

繰り越しの根拠、内容でございますが、初

平成２２年度足寄町一般予算の事故繰り越

めに、地方公営企業法第２６条第１項の規程

しは、別紙のとおり翌年度に繰り越したの

による建設改良費に係る繰り越しでございま

で、地方自治法施行例第１５０条第３項の規

すが、平成２３年第１回定例町議会におい

程により報告するものでございます。

て、予算計上をお認めいただきました器械備

８ページ、右側の別紙、平成２２年度足寄

品購入事業、これはナースコール、電話交換

町事故繰越し繰越計算書のとおり、総務費、

機等、更新事業一式でございますが、２,９

総務管理費、町史編さん事業において、足寄

６０万８,０００円について繰り越しを行い

１００年誌、資料編に使用する紙が東日本大

ました。

震災により被災し、印刷、納品が遅れ、年度

繰り越しの事由といたしましては、国の補

内に事業を完了することが困難となったた

正予算による事業であったため、予算計上時

め、事故繰越しを行ったものであり、翌年度

期及び国の交付金決定が年度末であり、年度

への繰越額は２４０万９,７５０円でござい

内に支払義務を生じさせることができなかっ

ます。

たものでございます。

なお、委託業者から納期の延長について依

次に、地方公営企業法第２６条第２項、た

頼がございまして、納期を延長する委託変更

だし書きの規程による医業費用修繕費に係る

契約を締結し、５月１３日に納品となりまし

事故繰り越しでございますが、同じく平成２

て事業は完了しております。

３年第１回定例町議会において予算計上をお

以上のとおり御報告申し上げます。御審議

認めいただきました医業費用修繕費、これは

のほどよろしくお願いいたします。

非常用自家発電装置バッテリー交換一式等で

○議長（吉田敏男君）

ただいまの報告に対

ございますけれども、９３９万３,０００円

し質疑を行います。質疑はございませんか。

のうち、支払義務発生額９３５万５,５００

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

円について繰り越しを行いました。

質疑なしと認めま

す。
これで、質疑を終わります。

繰り越しの事由といたしましては、平成２
３年３月１１日に発生いたしました東日本大
震災に伴い、年度内に事業を完了することが
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困難となったものでございます。

○議長（吉田敏男君）

なお、同ページ右側に繰越計算書、事業
名、予算計上額、支払い義務発生額、翌年度
繰越額、財源内訳等を記載しております。

日程第１１

報告第

１２号株式会社あしょろ農産公社の経営状況
の報告についての件を議題といたします。
本件について報告を求めます。

以上のとおり報告いたしますので、御審議

経済課長

櫻井光雄君。

のほどよろしくお願い申し上げます。

○経済課長（櫻井光雄君）

○議長（吉田敏男君）

なりました報告第１２号株式会社あしょろ農

ただいまの報告に対

し質疑を求めます。質疑はありませんか。

産公社の経営状況の報告について御説明を申

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ただいま議題と

し上げます。

質疑なしと認めま

す。

株式会社あしょろ農産公社の経営状況につ
いて、地方自治法第２４３条の３第２項の規

これで、質疑を終わります。

程により報告するものでございます。

これをもって報告を終わります。

最初に、平成２２年度の決算状況について
御説明申し上げます。議案書１４ページをお

◎

報告第１１号

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

開きいただき、左側の損益計算書で御説明申
報告第

し上げます。

１１号予定価格１,０００万円以上の工事ま

準売上高でございますが、軽食、物販、外

たは製造の請負契約の締結についての件を議

販の合計売上額は３,９６０万９,０００円で

題といたします。

ございます。これは、前年実績額４,３１０

本件について報告を求めます。

万７,０００円に対し、３４９万８,０００円

総務課長

の減少でありまして、率にしまして９１.９

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

％の実績となっております。

なりました報告第１１号予定価格１,０００

売り上げが減少した主な理由でございます

万円以上の工事または製造の請負契約の締結

けれども、高速道路の無料化等により交通

について提案理由の御説明を申し上げます。

ルートが変わったことから、直売店の来客

足寄町総合条例第１２条第２項の規程によ

数、これはレジ通過者数でございますけれど

り、次のとおり報告するものでございます。

も 、 ２ 万 １ ,２ ４ ７ 人 の 実 績 で ご ざ い ま し

５月１日から６月３日までの間で足寄町議

て、前年から比較しまして４,８１１人が減

会総合条例第１２条第２項第１号により報告

少し、軽食及び物販の売上高が対前年比６２

する工事または製造の請負は、１１ページに

０万２,０００円減少しておりまして、外販

ございます別紙のとおり５件でございます。

部門の販路拡大による売り上げ増加額２７０

以上のとおり御報告を申し上げます。

万４,０００円をもっても、前年売り上げ額

御審議のほどよろしくお願いいたします。

を確保できなかったことが大きな要因となっ

○議長（吉田敏男君）

ただいまの報告に対

ております。この結果、売り上げ原価並びに

し質疑を行います。質疑はございませんか。

販売一般管理経費を差し引いた営業利益はマ

（「なし」と呼ぶ者あり）

イナス９２３万５,０００円で、前年実績額

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

マイナス７３１万４,０００円に対し、営業
赤字額が１９２万１,０００円増加している

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。

状況にあります。
次に、営業外収益、これはふるさと雇用再
生特別対策事業による交付金並びに施設管理

◎

報告第１２号

委託料との収入でございますけれども、実績
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額は９５４万８,０００円で前年実績額９７

今年度は、ふるさと雇用再生特別対策事業

２万２,０００円に対して、１７万４,０００

３年計画の最終年であり、農産公社にとって

円の減少となっております。

事業成果が求められる重要な１年となりま

営業利益及び営業外収益の合計である経常

す。町民の皆さんに愛され、また、魅力ある

利益は、３１万３,０００円の実績で前年実

おいしい商品開発と、安定した製品づくりの

績金額２４０万８,０００円に対して、２０

ために、町といたしましても引き続き経営改

９万５,０００円減少、税引き前の当期純利

善に向けた支援をしてまいりたいと考えてお

益は３１万３,０００円、税引き後の純利益

りますので、どうか町民の皆様を初め、議員

は１０万３,０００円となりまして、前期繰

各位の御理解と御支援をお願いし、経営状況

越利益額マイナス１,２５７万４,０００円を

についての御報告とさせていただきます。

差し引いた当期未処分利益はマイナス１,２

御審議のほどよろしくお願い申し上げま

４７万１,０００円となる決算状況でござい

す。

ます。

○議長（吉田敏男君）

次に、平成２３年度事業計画でありますけ

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。

れども、１７ページをお開き願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

まず、右側に記載してあります売り上げ計
画でございますが、直売店の物販及び軽食部

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

門の販売額は、平成２２年度実績から２６１

これで、質疑を終わります。

万円の減収を予定し、外販部門におけるチー

これをもって報告を終わります。

ズ類販売額を大幅に増額し、対前年比１１
８.６％増、金額ベースで７３４万９,０００

◎

議案第４６号

円の増収を予定し、売り上げ総額は４,６９

○議長（吉田敏男君）

５万８,０００円とする計画でございます。

４６号定住自立圏形成協定の締結についての

次に、１８ページの経営計画、収支でござ

日程第１２

議案第

件を議題といたします。

いますけれども、売り上げ原価並びに販売

本件について報告を求めます。

費、一般管理経費を差し引いた営業利益、表

総務課長

渡辺俊一君。

の下から４行目、右側の合計の欄に記載して

○総務課長（渡辺俊一君）

おりますが、マイナス７１１万３,０００円

なりました、議案第４６号定住自立圏形成協

で、営業外収益は１,０４９万円を予定し、

定の締結について提案理由の御説明を申し上

その合計額である経常利益、税引き前の利益

げます。

は ３ ３ ７ 万 ７ ,０ ０ ０ 円 を 見 込 ん だ 計 画 と
なっております。

ただいま議題と

帯広市との間において、別紙のとおり定住
自立圏形成協定を締結することについて、足

以上でございますが、これまでの大きな課

寄町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

題でありました製造及び衛生管理の改善でご

の規程により、議会の議決をお願いするもの

ざいますが、主力製品であるゴーダチーズや

でございます。

カマンベールチーズの製法見直しを行いまし
て、品質向上等、風味豊かで良質な製品づく

協定書の内容について申し上げますので、
２０ページをお願いいたします。

り、衛生面の整備による廃棄品の減少対策、

定住自立圏の形成に関する協定。帯広市と

十勝ナチュラルチーズ協議会を通じた外部指

足寄町は定住自立圏の形成に関し、次のとお

導員による技術、指導などにより製品の安定

り協定を締結するのものでございます。

化が進み、一定の成果が上がっているものと
判断しております。

第１条で目的について、第２条で基本方針
について、第３条で連携する取り組み及び役
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割分担について、第４条で事務の執行に当

は、総務産業常任委員会に付託し、会期中の

たっての連携、協力及び費用負担について、

審査にすることにしたいと思います。

第５条で協定の変更について、第６条で協定

これに御異議ございませんか。

の廃止について、第７条で定めのない事項等
の処理について定めております。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

２１ページからは、協定書の第３条で規定

異議なしと認めま

す。

しています帯広市と足寄町が連携して取り組

したがって、議案第４６号定住自立圏形成

む政策分野ごとに取り組み内容、役割につい

協定の締結についての件は、総務産業常任委

て、別表第１から別表第３として定めており

員会に付託することに決定をいたしました。

ます。

なお、本件は会期中の休会中に審査の上、

別表第１、生活機能の強化に係る政策分野

報告をお願いをいたします。

といたしまして、１点目に医療、２点目に福
祉、３点目に教育について定めております。

◎

議案第４７号

２２ページをお願いいたします。

○議長（吉田敏男君）

２２ページで、４点目に産業振興について

７号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

定めております。

日程第１３議案第４

策定についての件を議題といたします。

それから、２３ページをお願いいたしま
す。

本件について提案理由の説明を求めます。
総務課長

２３ページで、５点目として環境、それか

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

ら６点目といたしまして防災ということで、

なりました、議案第４７号辺地に係る公共的

６項目を定めております。

施設の総合整備計画の策定について提案理由

次に、別表第２、結びつきやネットワーク

の御説明を申し上げます。

の強化に係る政策分野といたしまして、１点

辺地に係る公共的施設の総合整備のための

目に地域公共交通、２点目として、地産地消

財政上の特別措置等に関する法律、第３条第

の推進、３点目といたしまして、移住・交流

１項の規程に基づき、中足寄辺地に係る公共

の促進の３項目を定めております。

的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定す

次、２４ページをお願いいたします。

るものでございます。

２４ページで、別表第３、圏域マネジメン
ト能力の強化に係る政策分野といたしまし

内容につきまして申し上げますので、右側
別紙をお願いいたします。

て、人材育成の１項目を定めております。

総合整備計画書、北海道足寄町中足寄辺

以上のとおり御提案申し上げますので、御

地、辺地の人口９０人、面積２０.７キロ平

審議のほどよろしくお願いいたします。

方メートル、位置として辺地の概況を２とし

○議長（吉田敏男君）

て、公共的施設の整備を必要とする事情を掲

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

げております。３点目として、公共的施設の

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

整備計画を平成２３年度から２７年度の５年
間としております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

施設名、道路、中足寄愛冠線道路整備事

質疑なしと認めま

す。

業、事業費６,５５０万円、一般財源６,５５
０万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予

これで、質疑を終わります。

定額、６,５５０万円でございます。

ただいま議題となっております議案第４６
号定住自立圏形成協定の締結についての県

以上のとおり御提案申し上げますので、御
審議のほどよろしくお願いいたします。
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○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。

例の制定に伴い、足寄町議会会議規則及び町
議会傍聴規則が廃止されたことにより、条文

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

に規則名を引用している足寄町公告式条例の
改正をお願い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）

改正条文の御説明を申し上げます。

質疑なしと認めま

す。

足寄町公告式条例の一部を改正する条例。
足寄町公告式条例の一部を次のように改正す

これで、質疑を終わります。

る。

これから、自由討議を行います。各議員の
積極的な発言を求めます。ございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第５条１項中「議会の会議規則、傍聴規則
その他」を「、」に改める。
附則

これで、自由討議を

終わります。

この条例は公布の日から施行すると

す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、

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

御審議のほどよろしくお願いを申し上げま
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

なお、新旧対照表を右側に添付してござい

討論なしと認めま

す。

ますので、御参照をお願いいたします。
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わります。

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、議案第４７号辺地に係る公共的
施設の総合整備計画の策定についての件を採

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

この表決は起立によって行います。

○議長（吉田敏男君）

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。

これで、質疑を終わります。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これから、自由討議を行います。ございま

全員の起立です。

せんか。

したがって、議案第４７号辺地に係る公共

（「なし」と呼ぶ者あり）

的施設の総合整備計画の策定についての件

○議長（吉田敏男君）

は、原案のとおり可決されました。

終わります。

これで、自由討議を

これから、討論を行います。討論はござい
◎

議案第４８号

○議長（吉田敏男君）

日程第１４

ませんか。
議案第

（「なし」と呼ぶ者あり）

４８号足寄町公告式条例の一部を改正する条

○議長（吉田敏男君）

例についての件を議題といたします。

す。

討論なしと認めま

本件について提案理由の説明を求めます。

これで、討論を終わります。

総務課長

これから、議案第４８号足寄町公告式条例

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

なりました議案第４８号足寄町公告式条例の

の一部を改正する条例についての件を採決を
します。

一部を改正する条例について、提案理由の御

この表決は起立によって行います。

説明を申し上げます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

本条例につきましては、足寄町議会総合条

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）

き、改正の主な内容について説明させていた

全員の起立です。

だきます。

したがって、議案第４８号足寄町公告式条

足寄町税条例の一部を改正する条例。

例の一部を改正する条例についての件は、原
案のとおり可決されました。

足寄町税条例の一部を次のように改正す
る。
附則に次の３条を加える。

◎

議案第４９号

○議長（吉田敏男君）

日程第１５

附則第２２条、附則第２２条の関係につき
議案第

ましては、大震災により住宅、家財、自家用

４９号足寄町税条例の一部を改正する条例に

車などに損害を受けた方は所得税と同様に損

ついての件を議題といたします。

害金額に基づき計算した金額を所得から控除

本件について提案理由の説明を求めます。

することにより、個人町民税の軽減を受ける

住民課長

ことができるとするものです。

西東文雄君。

○住民課長（西東文雄君）

ただいま議題と

附則第２３条、附則第２３条の関係につき

なりました第４９号足寄町税条例の一部を改

ましては、住宅ローン減税の適用の特例で、

正する条例について、提案理由の説明を申し

住宅ローン控除の適用住宅が大震災により滅

上げます。

失等しても、平成２５年度分住民税以降の残

本条例の改正につきましては、平成２３年

存期間の継続適用を可能とするものです。

度の税制改正を受け、地方税法の一部を改正

この条項の適用につきましては、附則に規

する法律、同法施行例等の一部を改正する政

定する平成２４年１月１日から施行するもの

令及び同法施行規則の一部を改正する省令

です。

が、平成２３年４月２７日にそれぞれ交付さ

附則第２４条、附則第２４条の関係につき

れたことから、本条例の改正を行うものであ

ましては、大震災により住宅等が滅失、損壊

ります。

した方は、その住宅の敷地の固定資産税につ

次に、今回の地方税法の改正の主な内容に
ついて御説明申し上げます。

いて引き続き住宅用地としての軽減措置を受
けることができるとするものです。

今回の改正は、３月１１日に発生しました

また、滅失、損壊した家屋の買い換えなど

東日本大震災に係る税制上の措置等を行おう

をされた方は、それらに係る固定資産税につ

とするものです。

いて軽減を受けることができるとするもので

第１点目は、雑損工事の特例でありまし
て、大震災により住宅や家財などに損害を受
けた場合の、個人町民税の軽減措置です。

す。
附則。附則につきましては、この条例は、
公布の日から施行するとし、ただし、附則に

２点目は、住宅ローン減税の適応の特例で

３条を加える改正規程の附則第２３条に係る

ありまして、２５年度住民税以降の残存期間

部分に限り、平成２４年１月１日から施行す

の継続適用を可能とするものです。

るものです。

３点目は、住居等に被害を受けた場合の住
宅敷地の固定資産税の軽減措置等でありま
す。

以上で提案理由の説明を終わらせていただ
きます。
なお、２９ページ、３０ページに新旧対照

以上の３点が地方税法の主な改正内容で
す。

表を添付してありますので、御参照を願いま
す。

この改正を受けまして、本町の税条例の改
正概要について御説明申し上げます。

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）

提案の各条項の説明を省略させていただ

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
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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）
○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、自由討議を行います。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、自由討議を

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。
これから、議案第４９号足寄町税条例の一
部を改正する条例についての件を採決をしま
す。
この表決は起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（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４９号足寄町税条例の
一部を改正する条例についての件は、原案の
とおり可決されました。
◎

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

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。
大変御苦労さまです。
次回は、６月２２日、午前１０時から開会
をいたします。
以上でございます。大変御苦労さまです。
午後

１時５５分

散会
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