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午前１０時００分

開会

次に、報告第２４号と報告第２５号の報告
を受けます。

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

次に、議案第９５号、議案第９６号、意見

全員の出席でござい

ます。

書案第９号と意見書案第１０号を即決で審議
いたします。

ただいまから、平成２３年第４回足寄町議
会定例会を開会をいたします。

議案第９７号は、提案説明を受け、質疑を
行った後、文教厚生常任委員会に付託し、会
期中の審査とします。

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

１４日は、一般質問などを行います。

これから、本日の会

議を開きます。

１５日以降の審議の予定については、一般
質問者の人数などにより流動的でありますの

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

で、今後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。

◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

なお、議案第９８号から議案第１０３号ま
会議録署

名議員の指名を行います。

での補正予算案は、後日、提案説明を受け、
即決で審議いたします。

会議録署名議員は、総合条例第１７７条の

以上で、報告を終わらせていただきます。

規定によって、１番髙橋秀樹君、２番星孝道

○議長（吉田敏男君）

君を指名をいたします。

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）

◎

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

会期決定の件

○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。

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

これにて、議会運営

お諮りをいたします。
昨

本定例会の会期は、本日から１２月１６日

日開催されました第４回定例会に伴う議会運

までの１１日間にしたいと思います。これに

営委員会の協議の結果を報告いたします。

御異議ございませんか。

会期は、本日１２月６日から１６日までの

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

１１日間とし、そのうち７日から１３日まで

○議長（吉田敏男君）

の７日間は休会となります。

す。

次に、審議予定について報告します。

異議なしと認めま

したがって、会期は、本日から１２月１６

本日１２月６日は、最初に議長の諸般の報

日までの１１日間に決定をいたしました。

告を受け、次に総務産業常任委員会、文教厚

なお、１１日間のうち、７日から１３日ま

生常任委員会から所管事務調査の報告を受け

での７日間は、休会といたしたいと思いま

ます。

す。これに御異議ございませんか。

次に、平成２２年度決算審査特別委員会に

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

付託し、閉会中の審査となっておりました議

○議長（吉田敏男君）

案第７２号から議案第８２号までの決算認定

す。

について審査報告を受け、審議を行います。
続いて、町長、教育委員長から行政報告を

異議なしと認めま

よって、７日間は、休会に決定をいたしま
した。

受けます。

なお、今定例会における一般質問通告書の
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提出期限は、１２月８日、木曜日の午後４時

（「なし」と呼ぶ者あり）

まででありますので、よろしくお願いをした

○議長（吉田敏男君）

いと思います。

す。

質疑なしと認めま

これで、報告を終わります。
◎

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

諸般の報

告を行います。

◎

報告第２１号

○議長（吉田敏男君）

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付
のとおりです。

日程第７

報告第２

１号総務産業常任委員会所管事務調査報告に
ついての件を議題といたします。

これで、諸般の報告を終わります。

別紙配付のとおりです。
ただいまの報告に対し、質疑を行います。

◎

報告第１８号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

質疑はございませんか。
報告第１

（「なし」と呼ぶ者あり）

８号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

○議長（吉田敏男君）

ついての件を議題といたします。

す。

別紙配付のとおりです。

質疑なしと認めま

これで、報告を終わります。

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。

◎

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

報告第２２号

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

日程第８

報告第２

２号文教厚生常任委員会所管事務調査報告に
ついての件を議題といたします。

これで、報告を終わります。

別紙配付のとおりです。
ただいまの報告に対し、質疑を行います。

◎

報告第１９号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

質疑はございませんか。
報告第１

（「なし」と呼ぶ者あり）

９号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

○議長（吉田敏男君）

ついての件を議題といたします。

す。

別紙配付のとおりです。

質疑なしと認めま

これで、報告を終わります。

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。

◎

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

報告第２３号

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

日程第９

報告第２

３号文教厚生常任委員会所管事務調査報告に
ついての件を議題といたします。

これで、報告を終わります。

別紙配付のとおりです。
ただいまの報告に対し、質疑を行います。

◎

報告第２０号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

質疑はございませんか。
報告第２

○議長（吉田敏男君）

５番

０号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

○５番（高道洋子君）

ただいま、この医療

ついての件を議題といたします。

費の助成制度についての報告書を読まさせて

高道洋子。

別紙配付のとおりです。

いただきましたが、私も平成２２年９月と今

ただいまの報告に対し、質疑を行います。

年の６月の２回本会議で、この件につきまし

質疑はございませんか。

て一般質問をさせていただきましたが、この
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たびの委員会での、文教厚生常任委員会での

○議長（吉田敏男君）

質疑の中でどのような論議がされ、質問とか

７２号平成２２年度足寄町上水道事業会計決

議論があったのか、まず最初に伺いたいと思

算認定についての件から、日程第２０

います。

第８２号平成２２年度足寄町後期高齢者医療

○議長（吉田敏男君）
３番

委員長、答弁。

議案第
議案

特別会計歳入歳出決算認定についてまでの１

榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君）

日程第１０

１件を一括議題といたします。
高道議員の質問にお

答えいたします。

本件における委員長の報告は、別紙配付の
とおりです。

医療費助成制度につきましては、担当課で

これにて委員長の報告を終わります。

中学３年生まで医療費拡充についてあらゆる

これより議案第７２号平成２２年度足寄町

ことを推計された資料に基づき、委員からの

上水道事業会計決算認定についての件の討論

意見を集約いたしました。それが報告書１

を行います。

ページにあるとおりでございます。

討論はございませんか。

医療費助成制度の拡充につきましては、財

（「なし」と呼ぶ者あり）

政上の問題はあろうかと思いますが、その判

○議長（吉田敏男君）

断は行政にしていただき、子育て世代の町村

す。

討論なしと認めま

格差は最小限にしていくという努力が求めら

これで、討論を終わります。

れると考えられます。それが委員の争論でご

これから、議案第７２号平成２２年度足寄

ざいました。

町上水道事業会計決算認定についての件を採

以上が委員会としての付託調査の意見とさ

決をします。

せていただきました。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

○議長（吉田敏男君）

５番

高道洋子。

○５番（高道洋子君）

具体的な個々人の委

るものです。

員さんの具体的な質疑等もお聞きしたかった

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

のですが、委員長の今の御答弁でわかりまし
た。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

私は、この子育て世代の家計負担を軽減す

したがって、議案第７２号平成２２年度足

るためにも、中学卒業までせめて通院、入院

寄町上水道事業会計決算認定についての件は

の無料化を必要と考えているわけですけれど

認定することに決定をいたしました。

も、今後とも委員会におきまして積極的なこ

これより、議案第７３号平成２２年度足寄

の件に関する取り組みで実現に向け努力し

町国民健康保険病院事業会計決算認定につい

て、最大の努力をしていただきますよう申し

ての件の討論を行います。

上げまして質問を終わらせていただきます。

討論はございませんか。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
他に質疑はございま

せんか。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わります。

質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７３号平成２２年度足寄
町国民健康保険病院事業会計決算認定につい

これで、報告を終わります。

ての件を採決をします。
この決算に対する委員長の報告は、認定す

◎

議案第７２号～議案第８２号

るものです。
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この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

全員の起立です。

したがって、議案第７５号平成２２年度足

したがって、議案第７３号平成２２年度足

寄町国民健康保険事業特別会計決算歳入歳出

寄町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

決算認定についての件は認定することに決定

いての件は、認定することに決定をいたしま

をいたしました。

した。

これより、議案第７６号平成２２年度足寄

これより、議案第７４号平成２２年度足寄
町一般会計歳入歳出決算認定についての件の

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい
ての件の討論を行います。

討論を行います。

討論はございませんか。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

討論なしと認めま

す。

す。

これで、討論を終わります。

これで、討論を終わります。

これから、議案第７６号平成２２年度足寄

これから、議案第７４号平成２２年度足寄
町一般会計歳入歳出決算認定についての件を

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい
ての件を採決をします。

採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

この決算は、委員長の報告のとおり認定を

ることに賛成の方は起立願います。

することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

全員の起立です。

したがって、議案第７６号平成２２年度足

したがって、議案第７４号平成２２年度足

寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての件

いての件は認定することに決定をいたしまし

は、認定することに決定をいたしました。

た。

これより、議案第７５号平成２２年度足寄

これより、議案第７７号平成２２年度足寄

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい

定についての件の討論を行います。

ての件の討論を行います。

討論はございませんか。

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）

（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なしと認めま

す。

○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。

これで、討論を終わります。

これから、議案第７５号平成２２年度足寄

これから、議案第７７号平成２２年度足寄

町国民健康保険病院事業特別会計歳入歳出決

町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい

算認定についての件を採決をします。

ての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
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この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

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）

（賛成者起立）

全員の起立です。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第７７号平成２２年度足

したがって、議案第７９号平成２２年度足

寄町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件は、認定することに決定をいたしま

いての件は認定することに決定をいたしまし

した。

た。

これより、議案第７８号平成２２年度足寄

これより、議案第８０号平成２２年度足寄

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

についての件の討論を行います。

業特別会計歳入歳出決算認定についての件の

討論はございませんか。

討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論はございませんか。

討論なしと認めま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わります。

討論なしと認めま

す。

これから、議案第７８号平成２２年度足寄

これで、討論を終わります。

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定
についての件を採決をします。

これから、議案第８０号平成２２年度足寄
町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

業特別会計歳入歳出決算認定についての件を
採決をします。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

全員の起立です。

ることに賛成の方は起立願います。

したがって、議案第７８号平成２２年度足
寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

定についての件は、認定することに決定をい
たしました。

全員の起立です。

したがって、議案第８０号平成２２年度足
寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

これより、議案第７９号平成２２年度足寄
町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

事業特別会計歳入歳出決算認定についての件
は、認定することに決定をいたしました。

ての件の討論を行います。

これより、議案第８１号平成２２年度足寄

討論はございませんか。

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

定についての件の討論を行います。

討論なしと認めま

討論はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これで、討論を終わります。

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第７９号平成２２年度足寄

す。

討論なしと認めま

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

これで、討論を終わります。

ての件を採決をします。

これから、議案第８１号平成２２年度足寄

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認
定についての件を採決をします。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
― 8 ―

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

３年度実績見込み及び、平成２４年度から平成

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

２６年度までの３カ年の実施計画について御報
告いたします。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

総合計画は、市町村のすべての計画の基本

全員の起立です。

となるものであり、まちづくりの指針として

したがって、議案第８１号平成２２年度足

足寄町が目指すまちづくりの方向や、それを

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

実現するための施策等を定める重要な計画で

認定についての件は、認定することに決定を

あり、各種事業を総合計画の方針に沿って推

いたしました。

進しております。

これより、議案第８２号平成２２年度足寄

これまで総合計画については、地方自治法

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

で「市町村は、議会議決を経て、総合的かつ

についての件の討論を行います。

計画的な行政運営を図るための基本構想を定

討論はございませんか。

め、これに即して行うようにしなければなら

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ない。」と規定されておりましたが、平成２

討論なしと認めま

す。

２年の自治法改正でこの規定が削除され、策
定義務がなくなりました。

これで、討論を終わります。

しかしながら、総合計画はまちづくりを進

これから、議案第８２号平成２２年度足寄

めていく上で必須と考えており、引き続き平

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

成１６年度に策定した足寄町第５次総合計画

についての件を採決をします。

に基づき、毎年度実施計画の見直しを行って

この決算に対する委員長の報告は、認定す

おります。

るものです。

平成２２年度の事業実績は、別冊配付のと

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

おりであります。

ることに賛成の方は起立願います。

土地区画整理事業、まちづくり交付金、銀

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

河ホール２１地区整備事業、町道各路線の整

全員の起立です。

備事業、携帯電話エリア整備事業、地デジ難

したがって、議案第８２号平成２２年度足

視地区対策事業、公共下水道事業、小学校耐

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

震化事業、足寄中学校屋体改築事業、中山間

定についての件は認定することに決定をいた

地域等直接支払交付金、プレミア付商品券発

しました。

行支援事業、南区コミュニティセンター整備
事業、公の施設増・改築事業等を、国の平成
◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第２１

２１年度補正予算により創設された地域活性
行政報

告を行います。

正予算により創設された地域活性化・きめ細

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

化・公共投資臨時交付金や、平成２２年度補
かな臨時交付金、その他の補助金を活用して
実施しております。

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

なお、実績見込みに対する実績の割合は、
議長のお許しをい

ただきましたので、９件の行政報告を申し上

総事業費で９９.２０％とほぼ計画どおりの
執行となっております。

げます。

また、平成２３年度の実績見込みは別冊配

まず、１点目でございますけれども、足寄

付のとおりであり土地区画整理事業、旧鉄道

町第５次総合計画の平成２２年度実績、平成２

敷地整備事業、町道各路線の整備事業、公共
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下水道事業、介護療養型老人保健施設整備支

なお、このうち校舎建物改築等の国庫補助

援事業、足寄中学校校舎改築事業、パークゴ

金が、１１月２１日に成立した国の第３次補

ルフ場整備事業、中山間地域等直接支払交付

正予算から交付される予定となっております

金、野生鳥獣対策事業、各種林業振興施策、

が、詳細については、後ほど教育委員会委員

足寄町商工会館改修支援事業、（仮称）地域

長から行政報告を行いますので、御理解をお

交流物産館整備事業などを行っております。

願いいたします。

なお、計画に対する事業実績見込みの割合

続きまして、足寄弾薬支処周辺農業用施設

は、平成２２年度からの繰越額が多額となっ

設置助成事業として１億２,６７３万６,００

たこと等の理由から、総事業費で１１２.０

０円を計上し、農協が事業主体となり２４年

３％となっております。

度に農機具格納庫整備、２５年度にしいたけ

次に、平成２４年度から平成２６年度まで

栽培施設整備を計画しております。

の３カ年の実施計画につきましては、去る１

また、農山漁村活性化プロジェクト支援交

１月２１日開催の足寄町総合開発審議会に諮

付金として、農協が計画している山菜加工施

問をし、審議をいただいた結果、別冊実施計

設整備に５,０００万円の支援を予定してい

画のとおり答申をいただいたところでありま

るほか、パークゴルフ場整備事業として４,

す。

８００万円、里見が丘公園公衆便所水洗化事

概要を申し上げますと、３か年の合計で、

業として６,０００万円、その他林業や商工

総事業費が８６億２,１７２万３,０００円と

業の振興策、国際交流の推進などの事業も計

なっております。財源内訳でありますが、国

画をしております。

庫支出金２８億３,２５１万２,０００円、道

国・地方共に厳しい財政状況が続いてお

支出金２億７,８４４万５,０００円、地方債

り、今後におきましても一層行財政の簡素効

２７億１,６３０万円、その他財源９億２５

率化を推し進め、国や北海道からの補助金、

８万円、一般財源１８億９,１８８万６,００

有利な地方債を活用し、状況を的確に見極め

０円となっております。

ながら最小の経費で最大の効果となるよう、

主な事業といたしましては、土地区画整理

柔軟な考えを持って計画を進めていかなけれ

事業として６億３,９２５万３,０００円、ま

ばならないものと考えておりますので、町民

ちづくり交付金事業足寄中央地区として１億

の皆様の御理解と議会の皆様の御理解を賜り

４,３００万円、豊栄橋橋梁工事として６億

ますようお願いを申し上げ、御報告といたし

６４９万１,０００円、地デジ難視地区対策

ます。

事業として９億７,２０９万円を計上してお
ります。なお、地デジ難視地区対策事業につ
きましては、後ほど詳しく説明をさせていた
だきます。

次に、自律プランの見直しについて報告をい
たします。
足寄町自律プランにつきましては、協働のま
ちづくり、産業の振興、財政の健全化の３項目

続いて、公営住宅建設事業（仮称）新団地

を柱に自助、共助、公助の精神で、自律した足

建設工事として２億７,５００万円、公共下

寄町の住民自治を築き上げる指針になるものと

水道事業として４億１,４００万円、介護療

して、平成１７年３月に策定をし、町民の皆様

養型老人保健施設整備支援事業として６,７

と相互理解を深めて協力をしながら、自律プラ

８９万円、高齢者複合施設整備事業として３

ンに沿ってまちづくりを進めてまいりました。

億４,０１８万５,０００円、人工透析病棟新

自律プラン策定当時は、国と同様に市町村も

築事業として２億２,１５９万３,０００円、

非常に厳しい財政状況に陥っていたことから、

足寄中学校校舎改築事業として１２億３,５

基金取り崩しによる綱渡り的な財政運営を覚悟

４６万８,０００円を計上しております。

しておりましたが、幸い、地方交付税の削減額
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が見込みよりも少なかったなど、当初計画を上

３３名となり、２０％以上の削減率で計画どお

回る歳入の確保ができ、子どもセンター、役場

り職員削減を行うとともに、室や担当の統合等

庁舎、公営住宅、小中学校の耐震化や改築と

の機構改革を行ってきました。

いった大型事業のほか、当初計画では財源的に

しかしながら、減ることのない事務量を少な

実施困難と考えていた各種基盤整備事業を推進

い人員でカバーするため、専門知識より広く浅

することができ、町債残高の実質的な減少と基

い知識が必要となり、さらに業務に精通してい

金残高の増加という、良い意味での想定外の財

るベテラン職員が大幅に減り、年齢構成のゆが

政運営を進めることができております。

みや、これまで引き継がれてきた知識や技術が

自律プラン策定から６年半経過しましたが、

伝わりづらくなるなど、行政サービスの質の低

策定当時の危機的と思われた財政状況と比べ、

下や、恒常的に残業している職員がいる等の弊

実質公債費比率等の財政健全化判断比率が改善

害の拡大が懸念されるため、平成２３年度から

されており、財政状況はよい方向に進んでおり

は現在の職員数を維持することを基本とした退

ます。

職者の補充を行うとともに、新たな行政サービ

６年前と比べると、住民ニーズや本町を取り

スを展開する場合は、弾力的に必要な人員を新

巻く環境が大きく変化しており、行政組織や行

規採用するという内容に見直しを行いました。

政サービスの推進等に関して、必要な修正を行

事務事業の再構築の中に事業評価システムの

うべきものと考え、このたび自律プランの見直

構築がありますが、先進自治体のシステムを参

しを行いましたので、報告を申し上げるもので

考に試行を行いましたが、作業量が多い割に導

ございます。

入効果が乏しい結果となったことから、本町の

見直しを行った自律プラン、平成２３年度一

ような小規模自治体に適した事業評価のあり方

部変更につきましては、別冊のとおりでござい

について、引き続き調査検討を進めていくとい

ますが、見直し内容がわかる見え消し版をあわ

う内容に見直しをしております。

せて配布させていただいております。

投資的経費、普通建設事業の計画的な執行に

なお、平成１８年３月に特殊勤務手当、公園

ついてでありますが、ハード事業からソフト事

の公衆トイレ、及び第三セクター見直しに関す

業への転換を図り、投資的経費は段階的に抑制

る項目の追加を、平成２０年３月、平成２２年

を図るという内容から、引き続き、必要な基盤

２月、平成２３年３月に財政推計の見直しを

整備事業を計画的に進めていきますという内容

行っております。

に見直しを行いました。

今回の自律プラン見直しの主な内容について

財政推計につきましては、平成２０年３月、

でありますが、協働のまちづくり、産業の振

平成２２年３月、そして平成２３年３月と３度

興、財政の健全化の３項目を柱に町民と行政が

の見直しを行い、議会報告をさせていただいて

一体となり自律したまちづくりを進めるという

おりますが、今回の財政推計の対比は平成１７

基本方針に変更はありません。

年３月の当初推計との比較で御説明させていた

産業の振興に関しては、近年の社会経済情勢

だきます。

等を踏まえた内容の見直しを行うとともに、本

財政推計の見直しのポイントといたしまして

町の豊富なバイオマス資源等を活用した新産業

は、一つ目に平成１７から２２年度までの推計

の創出を目指すために新エネルギー産業の振興

額を決算額に修正。２点目として、平成２３年

を主要な推進項目として見直しを行いました。

度を決算見込額、これは９月補正後の予算を

また、財政健全化のための見直しの中にある

ベースに修正。３点目といたしまして、平成２

職員数の縮減につきましては、退職者数の５分

３年度末基金残高を９月補正後の見込額に修

の１を新規採用し、平成１６年度に１６７名お

正。４点目として、平成２４年度以降は、平成

りました普通会計職員が、平成２２年度には１

２３年度決算見込額を基本に推計。５点目に、
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平成２４から２６年度の投資的事業にかかわる

活用等振興基金として積み立てをしているもの

歳入・歳出額は第５次総合計画実施計画、これ

であります。

は平成２３年１１月現在の額に変更等となって
おります。

国・地方の財政状況は依然として厳しく、地
方交付税等の先行きも不透明な状況ではありま

本町の歳入の４５％程度を占める地方交付税

すが、引き続き、安定した行財政運営を進め、

については、近年の情勢を踏まえ、前年度比２

行政サービスの維持・向上を図っていくため

％の減としております。

に、協働のまちづくりを進め、改革・改善の努

推計の結果、平成２４年度から２６年度の３

力を継続し、簡素で効率的な行財政運営に努め

年間は、第５次総合計画に基づき大型事業を積

なければならないものと考えておりますので、

極的に推進することにより、単年度歳入歳出差

町議会の皆様の御理解をお願いし、報告といた

引きで、平成２４年度が１億８,３００万円、

します。

２５年度が３億６,５００万円、２６年度が３
億８００万円のマイナスとなることから、これ
まで温存してきた基金を取り崩して使用するこ
ととしております。

次に、地上デジタル放送の難視地区対策につ
いてでございます。
町内の地上デジタル放送の難視地区対策につ
きましては、平成２２年７月開催第４回臨時会

平成２２年度末の普通会計基金残高がふるさ

と平成２２年１２月開催第４回定例会での行政

と銀河線跡地活用等振興基金を含め、４６億

報告、さらに本年６月開催第２回定例会におけ

２,３００万円あり、今後３か年のマイナス分

る一般質問に対する回答で御報告をさせていた

を補てんしても、平成２６年度末には３８億２

だいておりますが、現在、総務省北海道総合通

００万円が残るものと推計しております。

信局、ＮＨＫや民間放送事業者とともに、広大

平成２６年度末普通会計の基金残高につきま

な中山間地域に住宅が散在している足寄町に適

しては、当初推計の８億４,０００万円に対し

した難視世帯の解消策について、難視世帯１軒

て、３８億２００万円となり、平成２６年度末

１軒の対応方法についての再検討を進めてお

公債費残高につきましては、当初推計の６８億

り、その進行状況につきまして御報告いたしま

９,０００万円に対して、１０２億１,０００万

す。

円になると推計しております。

現在、地デジ難視世帯は、暫定衛星放送によ

平成２６年度末公債費残高の当初推計額と今

りＮＨＫ２波と日本テレビ、ＴＢＳ、フジテレ

回推計額の差額が３３億２,０００万円となっ

ビジョン、テレビ朝日の民放キー局の地上デジ

ておりますが、これについては、臨時財政対策

タル放送を視聴していただいておりますが、暫

債は地方交付税制度改正による減収を補う地方

定衛星放送が終了する平成２７年３月末まで

債で、各年度の償還額の全額が普通交付税で補

に、国・放送事業者・自治体で協力して抜本的

てんされる仕組みとなっていることから、平成

な対策を講じることとしているところでござい

１７年の自律プラン策定時に歳入の地方債には

ます。

計上していたものの、公債費残高には反映をさ

現在本町で考えている難視対策の基本的な考

せておりませんでしたので、公債費残高の内訳

えは、本年１０月に支援制度の拡充があった高

を明確にするために、臨時財政対策債公債費残

性能アンテナ対策による対応が可能な世帯につ

高を別枠で掲載をしております。

いては、先行して高性能アンテナ対策を進め、

また、基金の欄に銀河線跡地活用等基金残高

高性能アンテナ対策での対応が不可能な世帯に

を新たに設けておりますが、これは平成１９年

あっては、町が無線または有線共聴施設を整備

度にふるさと銀河線鉄道施設の撤去費用に相当

するというものであります。

する額の補償費と鉄道跡地の活用・管理等の事

具体的な検討内容は、放送事業者及び北海道

業に要する費用等を足寄町ふるさと銀河線跡地

総合通信局とともに各難視世帯について、高性
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能アンテナ対策、無線共聴施設対応、有線共聴

また、有線共聴施設の幹線伝送路は、光ケー

施設対応のどの方法が最適か、各難視世帯から

ブルを敷設することから、将来的に携帯電話や

直近の受信点や隣家、予定している幹線伝送路

高速インターネットでの活用ができるよう、補

までの距離等のデータをもとに、事業費、町負

助制度上可能であれば、多芯の光ケーブルの敷

担、維持経費等について大馬かな設計と積算を

設を行いたいと考えております。

行っているところであります。

地上テレビ放送のデジタル化は国の責任のも

これまでご説明した内容では、本町の難視世

と推進しているものであることから、都市と過

帯２２０世帯の難視を解消するためには、総事

疎地域との情報格差が生ずることのないよう、

業費がおよそ１０億５,８００万円で、３分の

また、維持経費を含めた新たな市町村負担が生

２の国庫補助があることから、残りの約３億

ずることがないよう、町村会や十勝圏活性化推

５,３００万円が町負担となり、その全額を過

進期成会などを通して国や放送事業者などの関

疎債で賄う必要があると考えており、公債費残

係機関に要望するとともに、さらに国会議員や

高の増加や実質公債費比率の上昇等を招くこと

北海道議会議員にも難視対策の充実を要望して

から、町主体による整備は財政的に非常に厳し

いるところでありますが、地上デジタルテレビ

い状況との御説明をしてきました。

放送の難視地区の解消に向け、引き続き努力し

しかしながら、来年度に地デジ難視地区対策
の国庫補助制度拡充が予定されており、この制
度拡充が平成２４年度の改正で最後になるので
はないかとの情報があり、また、事業規模が大
きいことから、来年度から２か年での整備を計
画いたしました。

てまいりますので、御理解を賜りますようお願
いを申し上げます。
次に、ふるさと銀河線代替バス、帯広陸別線
対策について報告を申し上げます。
平成１８年４月に廃止となったふるさと銀河
線の代替バスである十勝バス帯広陸別線は、現

総合計画の事業概要は、これまで対応が必要

在、平日往復９便、土曜・日曜・祝日には往復

と考えられた２２０世帯から、本年１０月現在

７便が運行されておりますが、沿線町の過疎化

で高性能アンテナ対策による対応が可能と考え

と少子高齢化の進行により赤字運行を余儀なく

られた１１世帯を除いた２０９世帯について、

され、国のバス運行対策費補助金及び北海道の

２４年度と２５年度の２カ年で札幌や帯広放送

生活交通路線維持対策事業費補助金の交付を受

局から地上波で発信される地域の情報が視聴で

け、運行体制を維持してきました。

きるよう、無線もしくは有線共聴施設を整備し

しかしながら、バス事業者の平成２２年度

たいと考えており、２カ年の総事業費合計で９

期、平成２１年１０月から平成２２年９の決算

億７,２０９万円を計上をいたしました。

において、赤字額が国・道の補助限度額を上回

今回計上している事業費は、平成２２年度に

ることとなりました。

実施した難視地区の調査結果に基づき積算した

この間、十勝地域生活交通確保対策協議会及

ものであり、この１年間で電波法を始めとした

び帯広陸別線沿線自治体ブロック会議におい

放送制度や、国、ＮＨＫの補助制度や支援策、

て、赤字補填を沿線６市町で行い現行の運行体

そして送信機器の技術革新等、地デジ整備に必

制を継続することの合意形成が図られており、

要なハード・ソフトが目まぐるしく変わってお

本町では昨年１２月の第４回定例会において議

り、また、町費を伴わない高性能アンテナ対策

決をいただき、バス事業者に２３１万２,００

対象世帯が増加する予定であることから、整備

０円の補助金を交付しているところでありま

内容や整備事業費が大幅に変わる可能性が高

す。

く、また、状況によっては、翌年度への繰り下

今般、バス事業者の平成２３年度期、平成２

げ等を行う可能性もあるということを御理解い

２年１０月から平成２３年９月の決算が明らか

ただきたいと存じます。

となり、平成２３年度期においても赤字額が
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国・道の補助限度額を上回るとともに、平均乗

故で被害を受けている福島県酪農業協同組合、

車密度が５人を下回ったことによる補助金カッ

ＪＡ全農福島、福島県小野町地区酪農協の酪農

トが発生することとなりました。

家を支援するために６月までに合計２３６個の

なお、補助金カット額分についても沿線市町

牧草ロールを福島県に搬送いたしました。

が負担することとなりますが、補助金カット額

７月下旬には、福島県酪農業協同組合等への

分を除く沿線市町の負担額の８０％は特別交付

牧草ロール支援を引き続き行う必要があると考

税で措置されることとなっております。

え、ＪＡあしょろ新津組合長とともに田中副町

また、平成２３年度期の決算をもとにしたは

長と担当職員が、福島県酪農業協同組合やＪＡ

平成２４年度以降の運行予測につきましても、

全農福島、福島原発の計画的避難地域から引っ

国・道の補助金カット基準である平均乗車密度

越しをした酪農家などを訪問して、現地の状況

５人を下回ることが想定されておりますが、

把握と今後のより効果的な支援方法等について

国・道の補助制度の変更により、２年度前の決

協議を行いました。

算数値をもとに補助金が算定されることとなっ

その後、足寄町産の良質な牧草ロールを有償

たために、平均乗車密度が５人を上回ることと

でよいので、引き続き提供いただきたいとの依

なり、平成２４年度期につきましては、補助金

頼が福島県酪農業協同組合外２団体からあり、

のカットは発生しないこととなります。しか

輸入飼料とほぼ同価格で組合員が購入できるよ

し、２年度前の決算数値をもとに国・道の補助

う、牧草ロール約１,０００個の福島県までの

金を算定することから、平成２４年度の実際の

輸送費を足寄町が支援することとし、現在、Ｊ

赤字額との差額を沿線市町で負担する予定をし

Ａあしょろを通じて牧草ロールを提供している

ております。

ところであります。

本町においては、通学定期運賃差額補助を行

また、岩手県山田町の沼崎町長から、震災瓦

い、帯広陸別線の利用促進に努めてきたところ

れき等を原料としたペレット工場建設を早期に

ですが、今後につきましても過疎地域における

進めたいので、山田町がペレット工場建設の適

公共交通機関の必要性と維持対策は、町民生活

地であるか、また、建設をする場合のノウハウ

に欠くことのできない生活基盤でありますこと

等について御教示願いたいとの依頼があったこ

から、関係機関及び沿線市町と連携を図り、町

とから、７月の福島県訪問にあわせて田中副町

民の皆様及び議会の皆様の御理解と御協力も賜

長外担当職員が山田町を訪問し、山田町の瓦れ

りながら、生活交通路線の確保に向け努力して

きや木材産出量の状況等をお聞きして、山田町

まいる所存であります。

でペレット工場を建設する際に必要な助言を行

なお、所要とする経費につきましては、今議

い、今後依頼があれば担当職員の派遣、その他

会に補正予算として提案させていただきました

の支援を行いたいと伝えてきたところでござい

ので、よろしく御審議のほどをお願いを申し上

ます。

げます。

その後、山田町から全国町村会を通じて樹脂

次に、東日本大震災に係かかわる本町の対応
についてでございます。

製雪かきスコップ及びスノーダンプ提供の支援
要請があったことから、樹脂製雪かき用スコッ

３月１１日に発生した東日本大震災にかかわ

プ等の支援を予定をしております。

る本町の被災地支援等の対応状況につきまして

義援金につきましては、３月中旬から９月末

は、５月開催の第３回臨時会、さらに６月開催

日まで役場、町民センター、国保病院、子ども

の第２回定例会で御報告をさせていただきまし

センター、商工会加盟事業所やＪＡあしょろ関

たが、その後の状況等について御報告いたしま

連事業所等に募金箱を設置し、日本赤十字社足

す。

寄町分区及び共同募金会におよそ１,６１５万

ＪＡあしょろと町の協同で、福島第１原発事

円の善意が集まりました。
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９月末で募金箱の設置は終了しましたが、役

容について御報告いたします。

場福祉課が日本赤十字社足寄町分区の窓口とし

十勝圏における消防広域化につきましては、

て、社会福祉協議会が共同募金会の窓口とし

これまで１９市町村で広域化後の消防体制のあ

て、来年３月まで募集を行っております。

り方等にかかわる協議を行ってきたところであ

次に人的支援の関係でありますが、職員派遣

りますが、現時点で整理すべき課題が協議中で

については、消防職員２名を３月下旬と４月中

あることから、当初想定していた平成２５年１

旬に宮城県石巻市へそれぞれ約１週間の派遣を

月１日スタートのために必要な関係規約の１２

行い、さらに自治労足寄町職員労働組合と協調

月議会提案を見送ることといたしました。

して２名の職員を５月下旬に岩手県山田町へ１

今後も、消防救急無線のデジタル化や消防指

０日間派遣した旨、報告をしていましたが、そ

令センターの整備時期も視野に入れ、広域化時

の後、本町が加盟している福祉自治体ユニット

点までに整理する課題及び広域化後に整理する

を通じて、宮城県岩沼市から事務職員の派遣要

課題などについて共通認識を図りながら、住民

請があったことから、福祉課職員１名を７月中

サービスの向上と財政健全化のために、引き続

旬から１カ月派遣いたしました。

きオール十勝により消防広域化の早期実現を目

また、全国町村会などが被災自治体への職員

指し、十分な協議、検討を行ってまいりますの

派遣に関しての調整を行っており、本町からの

で、御理解を賜りますようお願いを申し上げ、

職員派遣が可能と全国町村会に報告をしており

報告といたします。

ましたが、このたび福島県庁を通じて福島県矢
吹町から、下水道の災害復旧工事にかかわる調

次に、足寄町へき地保育所の通年開設への移
行について御報告いたします。

査設計と施工管理業務ができる技術職員の派遣

へき地保育所の開設期間については、かねて

要請があり、建設課職員１名を来年１月中旬か

より一部保護者から通年開設の要望が寄せられ

ら２カ月間、矢吹町に派遣を行う予定としてお

ていたところですが、平成２１年１１月２日付

ります。

けで保護者の総意として三地域のへき地保育所

なお、職員派遣旅費や牧草ロール輸送費など

運営委員長連名による通年開設に向けた要望

の被災地支援の予算につきましては、６月定例

書」が提出され、これまでの間、三地域の運営

会で補正をさせていただいた東日本大震災支援

委員会と協議・検討を重ね、合意が得られたこ

対策費予算内での執行を予定しております。

とから、平成２４年４月より、へき地保育所の

今後も、国や被災地からの要請に積極的に応
じるとともに、情報収集に努め、出来うる限り

開設期間を通年開設に移行することにいたしま
した。

の支援を申し出たいと考えており、引き続き御

へき地保育所は、足寄町へき地保育所条例に

理解を賜りますようお願い申し上げ、報告とい

基づき保育を要する幼児の福祉増進を図ること

たします。

を目的に、原則として４月１日から１２月３０

次に、消防の広域化についてでございます。

日まで９カ月間開設の季節保育として螺湾・芽

消防の広域化につきましては、本年第１回定

登・上利別の３地域に、へき地保育所を開設し

例会、さらに第 ２回定例会におきまして、

ております。

「（仮称）十勝圏広域消防運営計画（素案）」

へき地保育所の運営は、各地域の保育所入所

などを配布して、広域化の検討状況や平成２５

児童の保護者により組織される、へき地保育所

年１月１日の広域化実施を目指したスケジュー

運営委員会に運営を委託しておりますが、へき

ル等について御報告しておりましたが、１１月

地保育所の運営状況は、保育料として各運営委

２５日に開催された十勝圏複合事務組合議員協

員会で定める月額５,０００円から７,０００円

議会におきまして、平成２５年１月１日の広域

の運営委員会費と臨時教材経費を徴収して、児

化実施の先送りが決定されましたので、その内

童に要する直接経費を賄い、町は保護者負担金
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として町保育料月額１,０５０円を徴収し、一

次に、本協定の範囲は、川向地区町有林４１

定の運営費委託料を支出するとともに各保育所

７ヘクタールと隣接する稲牛地区国有林１,０

に保育士２名を配置する中で保育所運営が実施

４３ヘクタールを森林共同施業団地に設定し、

されております。

当面は、森林作業に欠かせない路網等の一体的

さらに、各運営委員会においては地域事情を
考慮し、毎年、条例に定める開設期間を超える

整備の調査、検討を行っていく予定でおりま
す。

冬期間については保護者から月１万５,０００

なお、本協定の期間は、森林法により策定し

円の保育料を徴収し、町に保育士賃金相当分の

た森林整備計画期間である平成２６年３月３１

補助金交付申請を行い、助成を受ける中で独自

日までとしております。

の保育所運営を行っている実情にあります。

この協定の取り組みを通じ、将来的には国有

平成２２年度以降、三地域の運営委員会と合

林及び町有林、一般民有林も含む団地化、さら

同協議を重ね開設期間は通年とする、運営主体

には町有林と一般民有林の団地化による作業の

は町とする、保育料は定額で月額９,０００円

効率化を図り、森林・林業・林産業の発展につ

とする、運営委員会は、その実態を保護者会と

なげていく考えでございますので、御理解を賜

して存続する、地域性を確保する等を基本事項

りますようお願い申し上げ、報告といたしま

として合意がされ、現在細部の調整中にありま

す。

す。

次に、土地区画整理事業に係る損害賠償請求

現在、螺湾保育所１４名、芽登保育所１３

事件の現状についてでございます。

名、上利別保育所１２名の合計３９名の２歳か

平成２３年６月２４日、第２回定例会におい

ら５歳までの児童を保育中にありますが、各地

て、土地区画整理事業に係る損害賠償請求事件

域における出生者数の推移を見ると、平成２

について御報告させていただいたところであり

４・２５年度において４０名を超える入所児童

ますが、９月５日午前１０時より、釧路地方裁

数が見込まれており、この機に、へき地保育所

判所帯広支部におきまして第１回口頭弁論、１

運営委員会との協働により通年開設に移行する

０月１７日、午前１１時より第１回電話会議が

ことで、町内全体の子育て支援の充実に努めて

開催されましたので、御報告いたします。

いく考えにあります。

まず、第１回口頭弁論においては、被告株式

なお、足寄町へき地保育所の通年開設への移

会社木村建設、被告足寄町及び被告北海道の原

行に伴い、足寄町へき地保育所条例の一部改正

告訴状に対する答弁書の陳述を行い、次回は電

について今定例会に御提案しておりますので、

話会議とし期日を１０月１７日、午前１１時開

御審議を賜りますようお願い申し上げ、御報告

廷が言い渡され閉廷しました。

といたします。

被告側答弁書は、北海道、株式会社木村建設

次に、国有林野事業との森林の保全・整備に
関する協定の締結についてでございます。

と足寄町共同の答弁書として提出し、北海道の
答弁書において、本件建物２棟は建築基準法制

１１月１日に本町と十勝東部森林管理署が、

定前に建築された既存不適格建築物の移転であ

森林の保全・整備に関する協定を締結しました

ることから、同法の構造規定などの適用を受け

ので御報告をいたします。

ることなく適法であることから請求棄却を求

まず、本協定は、国の森林・林業再生プラン

め、株式会社木村建設と足寄町共同の答弁書で

を受けて、それぞれ個別に整備、管理していた

は、原告の同法違反との主張に対しては北海道

町有林野と国有林野が連携し、森林整備事業を

の答弁書のとおりとし、原告が主張する直接施

行うことで、森林作業等の効率的かつ低コスト

行後、建物の瑕疵等については、裁判所の争点

化を目指し、森林の持つ多様な機能をより一層

整理上、具体的認否が必要であれば認否を行う

発揮させることを目的としております。

予定であるとして、具体的な認否を留保して請
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求棄却を求めました。

みとなっており、耐力度調査の結果、耐震性の

次に、１０月１７日開催の電話会議において

ある昭和６０年度建設の二線校舎８６３平方

は、原告代理人弁護士、被告北海道代理人弁護

メートルを除く、一線校舎や家庭科・技術科教

士と電話による同時会話により進められ、被告

室などの特別教室、職員室などの２,８１７平

側答弁書に対する原告側準備書面の陳述がなさ

米について、現地建て替えによる耐震改築工事

れ、次回開催を１２月１９日、午後３時開廷が

に向け、６月開催の第２回定例会で実施設計予

言い渡され閉会をいたしました。

算について議決をいただいたところです。建設

原告準備書面では、既存不適格建築物である

工事は平成２４・２５年度の２カ年間の国庫補

ことは認めるが、移転前建物と異なる場所に移

助、学校施設環境改善交付金事業を活用し実施

転されていることから移転ではなく新築もしく

する予定となっておりますが、国の東日本大震

は増築となり、同法の適用を受けるため違反建

災・原子力災害の本格的な復興予算とした平成

築物である旨の主張がなされ、裁判官から被告

２３年度第３次補正予算において、全国的に緊

株式会社木村建設及び足寄町に対し、答弁書に

急に実施する防災・減災事業として学校施設環

おいて留保した部分の認否及び反論を、被告北

境改善交付金事業が含まれ、地方財政措置が行

海道には原告準備書面に対する反論を１２月５

われることなどから、文部科学省では平成２４

日までに書面で提出を行うように指示があり、

年度建設計画の平成２３年度前倒し実施調査を

昨日５日付で書面の提出を行ったところでござ

行い、積極的な前倒し実施を求めております。

います。

本町においても平成２４・２５年度に建設を

以上、損害賠償請求事件の現状についての報

計画しております足寄中学校校舎改築事業につ

告とさせていただきますので、御理解を賜りま

いて、早期の対応を図るため、国の平成２３年

すようお願い申し上げます。

度第３次補正予算での前倒し実施の希望を提出

以上で、行政報告を終わらせていただきま
す。

今後、１２月中に平成２３年度第３次補正で

○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

いたします。

の前倒し実施に係る学校施設環境改善交付金事
業申請及び内定が予定されており、交付金事業

午前１１時１５分

休憩

の内定後、補正予算を計上し、御審議をいただ

午前１１時３０分

再開

く予定となっております。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。
出がありました。これを許します。

げ、報告といたします。
○議長（吉田敏男君）

星崎隆雄君。

○教育委員長（星崎隆雄君）

以上、足寄中学校校舎改築事業についての御
理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上

次に、教育委員会から教育行政報告の申し
教育委員長

したところであります。

これで行政報告を終

わります。
議長のお許し

をいただきましたので、教育委員会より行政
報告を行います。

◎

報告第２４号

○議長（吉田敏男君）

日程第２２

報告第

足寄中学校校舎改築事業について。

２４号予定価格１,０００万円以上の工事ま

足寄町第５次総合計画の平成２２年度実績、

たは製造の請負契約の締結についての件を議

平成２３年度実績見込み及び実施計画、平成２

題といたします。

４から２６年度について、町長の行政報告にお

本件について報告を求めます。

いても報告しておりますが、足寄中学校校舎改

総務課長

築事業について御報告いたします。

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

町内学校施設の耐震化は中学校校舎を残すの

ただいま、議案

となりました報告第２４号予定価格１,００
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０万円以上の工事または製造の請負契約の締

第２号により、報告する工事または製造の請

結につて、提案理由の御説明を申しあげま

負は４ページにございます別紙のとおり、上

す。

水道軽装掃除更新工事の１件でございます。

足寄町議会総合条例第１２条第２項の規定

契約の名称、技工の場所、契約の金額、契

により、次のとおり報告するものでございま

約の方法、契約の相手方、締結年月日、契約

す。

の期間は記載のとおりでございます。

９月１日から１１月３０日までの間で、足

以上のとおり御報告申し上げます。

寄町議会総合条例第１２条第２項第１号によ

御審議のほどよろしくお願い申し上げま

り報告する工事または製造の請負は、２ペー

す。

ジにございます別紙のとおり１１件でござい

○議長（吉田敏男君）

ます。

し、質疑を行います。質疑はございません

なお、括弧書きにつきましては変更後の契

ただいまの報告に対

か。

約の内容となってございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上のとおり御報告申し上げます。

○議長（吉田敏男君）

御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

す。

質疑なしと認めま

これで、質疑を終わります。

○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）

議案第９５号

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

日程第２４

議案第

９５号人権擁護委員候補者の推薦についての
件を議題といたします。

これで、質疑を終わります。

本件について、提案理由の御説明を求めま

これをもって報告を終わります。

す。
町長

◎

報告第２５号

○議長（吉田敏男君）

日程第２３

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

ただいま議題とな

報告第

りました、議案第９５号人権擁護委員候補者

２５号予定価格１,０００万円以上の工事ま

の推薦について、提案理由の説明を申し上げ

たは製造の請負契約の締結についての件を議

ます。

題といたします。

下記の者を人権擁護委員の候補者として推

本件について、報告を求めます。

薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項

建設課長

の規定により、議会の意見を求めるものでご

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

ただいま議題と

ざいます。

なりました、報告第２５号予定価格１,００

提案する方につきましては、足寄郡足寄町

０万円以上の工事または製造の請負契約の締

西町７丁目３番地３７、小林雅子氏。昭和３

結について、提案理由の御説明を申し上げま

６年１２月１０日生まれでございます。

す。

提案理由につきましては、前任者が任期満

足寄町議会総合条例第１２条第２項の規定
により、次のとおり報告するものでございま
す。

了に伴う新任候補者推薦のためでございま
す。
なお、小林氏の略歴等につきましては記載

平成２３年９月１日から１１月３０日まで
の間で、足寄町議会総合条例第１２条第２項

のとおりでございますので、説明を省略させ
ていただきます。
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よろしく御審議賜りますよう申し上げ、提
案理由の説明とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

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。

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

今回の地方税法の改正は、平成２３年度税
制改正において、現下の厳しい経済状況及び

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

雇用情勢に対応して、税制の整備をはかる観
点から地方税法の改正を行おうとするもので

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。

質疑なしと認めま

す。

１点目は、寄付金全額控除の適応下限額を
２,０００円に引き下げるものであります。

これで、質疑を終わります。

２点目は、肉用牛の売却による事業所得の

これから議案第９５号人権擁護委員候補者
の推薦についての件を採決をします。

課税の特例の見直しを行うものです。
３点目は、上場株式等の配当所得及び譲渡

この採決は、起立によって行います。

所得に対する軽減税率の適応期限の延長と、

原案による者を適任と認めることにしたい

非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当

と思いますが、これに賛成の方は起立願いま

所得及び譲渡所得の課税の特例措置の延長を

す。

行うもの。
（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君）

４点目は、地方税における租税罰則の見直

全員の起立です。

しを行うもの。

したがって、議案第９５号人権擁護委員候
補者の推薦の件については、原案による者を
適任とすることに決定をいたしました。

以上の４点が主な改正の内容です。
この改正を受けて、本庁の税条例の改正内
容について御説明申し上げます。
本条例の改正は、条例の構成として第１条

◎

議案第９６号

○議長（吉田敏男君）

日程第２５

は、足寄町条例の一部を改正するもの。第２
議案第

条は、足寄町税条例の一部を改正する条例

９６号足寄町税条例等の一部を改正する条例

（平成２０年条例第１３号の一部を改正する

の件を議題といたします。

もの）。第３条は、足寄町税条例の一部を改

本件について、提案理由の御説明を求めま
す。
住民課長

正する条例（平成２２年条例第１４号の一部
を改正するもの）です。

西東文雄君。

○住民課長（西東文雄君）

次に、提案の各条項の説明は省略をさせて
ただいま議題と

なりました議案第９６号足寄町税条例の一部

いただきまして、条例の改正の主な内容につ
いて御説明をさせていただきます。

を改正する条例について、提案理由の説明を

足寄町税条例の一部を改正する条例。

申し上げます。

足寄町税条例の一部を次のように改正す

本条例の改正につきましては、現下の厳し

る。

い経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の

第１条の関係につきましては、第２６条、

整備を図るための地方税法の一部を改正する

第３６条の４、第５３条の１０、第６５条、

法律。

第７５条、第８８条、第１０７条、第１３３

地方税法施工例の一部を改正する政令及び

条、第１５１条。

地方税法施行規則の一部を改正する省令が、

これの改正につきましては、租税罰則の改

平成２３年６月３０日にそれぞれ公布され、

正で、税の不申告、申告書の不提出について

原則として同日から施行されたことから、本

租税罰則の過料等の罰則を３万円から１０万

条例の改正を行うものであります。

円に引き上げる改正です。
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次に、第３４条の７及び附則第７条の４。
この改正につきましては、平成２４年度から

る条例（平成２２年条例第１４号）の一部を
次のように改正する。

個人の町民税に係る寄附金税制について、寄

第３条の関係につきましては、非課税口座

付金税額控除の適応の下限額を５,０００円

の上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算

から２,０００円に引き下げる措置を講じる

の特例について、施行日を２年間延長をし、

ものです。

平成２７年１月１日とする改正であります。

次に、第１００条の２、第１０５条の２及

次に、附則につきましては、第１条でこの

び第１３９条の２。この改正につきまして

条例は公布の日から施行、適用するとし、た

は、たばこ税、鉱産税、特別土地保有税のそ

だし附則第１条第１号及び第２号は、それぞ

れぞれの不申告に関する過料等の租税罰則を

れ定められた日から適応するとするもので

新設をするものです。

す。

次に、附則第８条の改正につきましては、

同条の第１号につきましては、租税罰則の

肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の

見直しと追加及び附則の第５条、これは公布

課税の特例について、免税対象牛の売却頭数

の日から起算して２カ月を経過した日とし、

用件の上限を、現行の年間２,０００頭から

同条の第２号につきましては、肉用牛の売却

１,５００頭を超える場合に改めまして、そ

による事業所得に係る町民税の課税の特例、

の超える部分の所得について免税対象外とす

及び附則第２条第３項、これは平成２５年１

る見直しを行い、適応期限を平成２７年度ま

月１日から適用するとするものです。

で３年間延長をするものです。

同条第３号につきましては、新築住宅等に

次に、附則第１０条の２、附則第１６条の

対する固定資産税の減額の規定の適用を受け

３、附則第１６条の４、附則第１７条、附則

ようとする者がすべき申告について、高齢者

第１８条、附則第１９条、附則第２０条の

の居住の安定確保に関する法律の一部を改正

２、附則第２０条の４及び別表の改正につき

する法律の施行日とするものです。

ましては、本法令改正に伴う引用している法
令条項と字句の整理をするものです。

次に、附則の第２条につきましては、この
条例の改正に伴う町民税に関する経過措置に

次に、第２条足寄町税条例の一部を改正す

ついて。附則の第３条につきましては、この

る条例（平成２０年条例第１３号）の一部を

条例の改正に伴う固定資産税に関する経過措

次のように改正する。

置について。附則第４条につきましては、こ

第２条の関係につきましては、附則第２条

の条例の改正に伴う施行日から、平成２３年

第６項につきましては、法改正に伴う引用す

１２月３１日までの経過措置について。次

る該当条項及び字句の整理。同条の第１０項

に、附則第５条につきましては、この条例の

につきましては、上場株式等の配当所得に対

施行前にした行為に対する罰則に関する経過

する３％軽減税率の特例。同じく第１７項

措置について、それぞれ規定をするものであ

は、個人に対して支払われる上場株式等の配

ります。

当等に係る配当割の３％軽減税率の特例。同
じく第２２項につきましては、個人に対して

以上で、提案理由の説明を終わらせていた
だきます。

支払われる条約適用利子配当、これの３％軽

なお、９ページから１８ページに新旧対照

減税率の特例で、それぞれ平成２１年１月１

表を添付してありますので、御参照をお願い

日から平成２３年１２月３１日までの間の特

します。

例を、平成２５年１２月３１日まで２年間、
延長をする改正であります。

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）

次に、第３条足寄町税条例の一部を改正す

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。

います。
過料罰金の金額の変更につきましては、法

○議長（吉田敏男君）

７番

田利正文君。

○７番（田利正文君）

今の説明を受けまし

の改正が平成２５年以降、これまで改正をさ
れてこなかったということもございます。

たが、私にとっては非常にわかりにくい。正

次に、２点目ですけれども、御質問の答え

直に言えば、わからないと言った方が早いの

からちょっとずれるかもしれませんけれど

でしょうけれども、２点ほどお聞きしたいと

も、上場株式の関係での御質問でした。

思います。

それで、現行の上場株式等の配当・譲渡所

一つは、もちろん国が決めた法律ですか

得等に係る現行１０％軽減税率、所得税が７

ら、どうのこうのというふうにはならないの

％で個人住民税が３％。これは現行の制度は

だと思いますが、なぜこの罰則強化をしたの

公平性や金融商品間の中立性の観点から、本

かという問題ですね。

来であれば２０％の本則税率を適用、所得税

それからもう一つは、正確にどこの部分で

１５％、個人住民税５％の２０％とすべきと

言ったのか読み取れなかったのですが、多分

ころですが、提案の説明の中でも申し上げた

後ろのところの１７ページのところにある株

ように、景気回復に万全を期すためというこ

式の配当所得の金額を１００分の１.８にと

とで、平成２５年末まで２年間延長するとい

いうところに当たるのかなと思うのですけれ

うことでございます。

ども、上場株式の配当益の減額処置と言った

以上です。

のでしょうか、そのことについて２点につい

○議長（吉田敏男君）

てもう少しわかりやすく、プロがプロに説明

せんか。

するのではなく、プロが素人に説明するよう

（「なし」と呼ぶ者あり）

に説明して欲しいなというふうに思いますの

○議長（吉田敏男君）

で、よろしくお願いします。

ます。

○議長（吉田敏男君）

ここで昼食のため、

暫時休憩をいたします。

他に質疑はございま

これで質疑を終わり

これから自由討論を行います。自由討議ご
ざいませんか。

１時再開といたしたいと思います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

午前１１時５６分

休憩

○議長（吉田敏男君）

午後

再開

ます。討論はございませんか。

○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。

７番

これから討論を行い

田利正文。

○７番（田利正文君）

先ほど質問させてい

答弁から始めます。

ただきました２点について、反対討論いたし

答弁、住民課長。

ます。

○住民課長（西東文雄君）

時間をとらせて

しまいまして、申しわけありません。

一つは、罰則の強化ですけれども、もちろ
ん国の決めた法律だからやむを得ないと言わ

先ほどの田利議員の御質問にお答えをいた
します。

れればそのとおりですけれども、知ってし
まった以上、言わないわけにはいかないとい

まず、第１点目、罰則強化に関する御質問
ですが、これにつきましては故意に申告書等

う思いがありまして、発言をさせていただき
ます。

を提出せず、税を逃れようとする行為を抑止

この間、申告漏れあるいは故意による申告

しまして、課税の適正化と税の公平性の確保

漏れ、あるいは税を逃れようとする行動な

それと、税制の信頼を確保すること、これら

ど、それはもちろんあるだろうと思います。

を目的として今回改正をするものであると思

それをよしとするものでもありませんし、そ
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れはあってはならないことだと思います。

○議長（吉田敏男君）

だけれども、罰則を強化したからといって
それがなくなるのかということも、正直言っ

日程第２６

議案第

９７号足寄町へき地保育所条例の一部を改正
する条例の件を議題といたします。

て疑問を持っております。

本件について、提案理由の説明を求めま

そういう意味では、罰則を簡単に３万円か
ら１０万円に上げるというふうにすることに
ついては反対であります。

す。
福祉課長

堀井昭治君。

○福祉課長（堀井昭治君）

ただいま議題と

それからもう１点ですけれども、株式の配

なりました議案第９７号足寄町へき地保育所

当、もしくは譲渡益に対する軽減税率、これ

条例の一部を改正する条例の提案理由につい

も景気回復のためにという説明がありました

て御説明いたします。

が、現状を見れば足寄に年間１億なり１０億

この条例につきましては、先に町長行政報

なりという株の配当、あるいは譲渡益を得て

告を行っておりますが、現在町内３地域で年

おられている方がいるのかどうか私はわかり

間９カ月間の期間保育を実施しておりますへ

ませんけれども、そういう方に景気回復の期

き地保育所について、３地域の運営委員会委

待をしても、軽減をすることによって景気回

員長連盟により、平成２１年１１月に通年保

復を期待しても無理だということは今の現状

育に向けた要望書の提出がされ、これまで１

の中でおわかりごとだと思うのですね。そう

３回にわたり通年での開設、保育料のあり

いう立場から、そのことについては反対をし

方、入所定員の妥当性等について地域協議を

たいと思います。

重ねてきた結果、全地域との合意ができたこ

以上です。

とから本定例会において条例の一部改正をお

○議長（吉田敏男君）

他に反対討論はござ

いませんか

願いし、平成２４年度から通年開設でのへき
地保育所運営を目指すものであります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、改正の内容について御説明いたしま

次に、賛成討論ござ

いませんか。

す。
足寄町へき地保育所条例の一部を改正する

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

条例。

これで討論を終わり

ます。

足寄町へき地保育所条例。
昭和４６年条例第１２号の一部を次のよう

これから議案第９６号足寄町税条例等の一

に改正する。

部を改正する条例の件を採決をします。

第２条の表中、各保育所の定員について螺

この採決は、起立によって行います。

湾保育所４０名を２０名に、芽登保育所６０

本件は原案のとおり決定することに賛成の

名を２０名に、上利別保育所３０名を２０名

方は起立願います。

に改めるものであります。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

第３条中、１２月３０日を３月３１日に改

７番議員を除いて、

める。

他の議員は賛成でございます。全員起立でご
ざいます。

第６条中、別表に定めるを月額９,０００
円に改め、次のただし書きを加える。ただ

したがって、議案第９６号足寄町税条例等

し、同一世帯から２人以上の児童が入所して

の一部を改正する条例の件は、原案のとおり

いる場合において、２人目は２分の１の額と

可決されました。

し、３人目以降は無料とする。
第６条に、次の１項を加える。２、月の途

◎

議案第９７号

中の入所のため在籍日数が１カ月未満である
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場合の納入額は、その在籍が１５日未満の場

９番

井脇昌美君。

合は２分の１額とし、１５日以上の場合は月

○９番（井脇昌美君）

額分を徴収する。別表を削る。

ました、意見書案第９号につきまして、朗読

附則といたしまして、この条例は平成２４
年４月１日から施行するとしております。

ただいま議題となり

をもって意見書の提出をさせていただきたい
と思います。

以上で提案理由の御説明とさせていただき
ます。

原子力発電依存から自然エネルギー活用へ
の計画的転換を求める意見書でございます。

なお、２０ページに新旧対照表を添付して

２０１１年３月１１日に発生した、東日本

おりますので、御参照をお願いいたします。

大震災によって福島第１原子力発電所におい

御審議のほど、よろしくお願いいたしま

て大量の放射能が漏れ出す重大事故が発生し

す。

ました。

○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。

発生後、時間が経過するにしたがって事故
の深刻さが日に日に明らかになってきていま

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

す。
１号機は事故直後から炉心溶融（メルトダ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ウン）になっていたことが判明するなど、収

質疑なしと認めま

す。

束のめどさえたっていません。
そればかりか、放射能汚染被害が一層広範

これで、質疑を終わります。

囲に広がり、深刻さを増してきています。

ただいま議題となっております議案第９７
号足寄町へき地保育所条例の一部を改正する

今なお、多くの人々が避難生活を余儀なく
され、困難に直面し続けています。

条例の件は、文教厚生常任委員会に付託し、

このたびの重大事故による地域住民、地域

会期中の審査とすることにしたいと思いま

社会の被害は甚大であり、汚染による農林

す。

業、畜産業、漁業、関連産業等及び環境への

これに御異議ございませんか。

影響は計り知れず、日本のエネルギー政策を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

見直すことが求められています。

異議なしと認めま

す。

第一に、原子力技術は未完成で危険な分野
であることです。原子力発電所が稼働してい

したがって、議案第９７号足寄町へき地保

る限り、放射性廃棄物である使用済み燃料は

育所条例の一部を改正する条例の件は文教厚

出続けます。これを処理する方法が確立され

生常任委員会に付託することに決定をいたし

ておらず、各発電所内にあるプールに溜め置

ました。

かれ、既にプール総量の７割が埋まっていま

なお、本件は会期中の休会中に審査の上、

す。

報告をお願いをいたします。

第二は、日本は世界有数の地震地帯であ
り、日本に建っている原発で大地震、津波に

◎

意見書案第９号

○議長（吉田敏男君）

日程第２７

見舞われる危険がないと断言できる原発は一
意見書

案第９号原子力発電依存から自然エネルギー
活用への計画的転換を求める意見書の件を議

つもないと言われています。
一たび事故を起こせば、日本社会は立ち行
かなくなってしまいます。

題といたします。

何十年、いやそれ以上の長きにわたって

本件について、提案理由の御説明を求めま
す。

人々の生活、生存に影響を与え、地域社会の
存亡に関わるのが原子力発電です。
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国民は、原子力依存のエネルギー政策を改
め、自然エネルギーへの計画的転換を図るこ
とを求めています。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、意見書案第９号原子力発電依

したがって、政府に対して以下のことを求
めます。

存から自然エネルギー活用への計画的転換を
求める意見書の件は、原案のとおり可決され

１、国民が安心できる安全最優先の原子力

ました。

政策に転換すること。
２、国民に限りある電力資源の実態を広
報、啓蒙し、節電社会を推進すること。

◎

意見書案第１０号

○議長（吉田敏男君）

日程第２８

意見書

３、原子力発電依存をやめ、太陽光、太陽

案第１０号ＴＰＰ協定交渉参加に向けた「関

熱、風力、火力、地熱、波力、潮力、バイオ

係国との協議開始」に関する要望意見書の件

マスなど、自然エネルギー活用への計画的転

を議題といたします。

換を図ること。

本件について、提案理由の説明を求めま

４、緊急時計画区域ＥＰＺの拡大を含め、
原子力防災に関する指針の抜本的な見直しを
行うこと。

５番

高道洋子君。

○５番（高道洋子君）

以上、地方自治法第９９条の規定により、
意見書を提出いたします。

ただいまの意見書案

第１０号ＴＰＰ協定交渉参加に向けた「関係
国との協議開始」に関する要望意見書につき

御理解のほどをよろしく申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

す。

ましては、登録をもって提出を申し上げます

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

ので、よろしくお願いいたします。
ＴＰＰ協定交渉参加に向けた「関係国との

これから、質疑を行います。質疑はありま
せんか。

協議開始」に関する要望意見書。
野田総理大臣は、１１月１１日、ＴＰＰ協

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

定交渉参加に向けて関係国との協議を開始す

質疑なしと認めま

す。

ると表明しました。
畑作、酪農、畜産などの農林水産業を基幹

これで、質疑を終わります。

産業とする十勝において、関税撤廃を原則と

これから自由討議を行います。自由討議ご

するＴＰＰ協定が締結され、何ら対策がなさ

ざいませんか。

れなかった場合には、農林水産業のみなら

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ず、食品加工業や運輸、観光等、関連産業を

これから討論を行い

ます。討論はございませんか。

の雇用が失われると予想される。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

含め５,０００億円を超える損失と、４万人
これは、十勝の地域経済の根幹を脅かすも

討論なしと認めま

す。

のであり、地域そのものが立ちゆかなくなる
おそれがある。

これで討論を終わります。

また、日本の食糧自給率低下を招くことも

これから、意見書案第９号原子力発電依存
から自然エネルギー活用への計画的転換を求

懸念され、我が国の食料安全保障を根底から
揺るがすことになる。

める意見書の件を採決をします。

さらに、医療、公共事業、金融、食の安

この評決は、起立によって行います。

全、雇用など様々な分野に影響が及ぶ可能性

本件は、原案のとおり決定することに賛成

があり、国民生活の根幹にもかかわる問題で

の方は起立願います。

ある。
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このため、多くの国民や道民、地方議会と
自治体首長、国会議員もＴＰＰ協定を交渉へ
の参加に反対、慎重な対応を強く求めてい
た。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、意見書案第１０号ＴＰＰ協定
交渉参加に向けた「関係国との協議開始」に

こうした中で、国民に対して情報提供がな
されず、国民合意がないまま交渉参加に向け

関する要望意見書の件は、原案のとおり可決
されました。

た関係国との協議の開始と総理大臣が表明し
たことは、極めて遺憾である。

◎

よって、国においてはＴＰＰ協定が地方の
産業と国民生活に及ぼす影響などについて、

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

十分な情報提供とあわせて、国民的な議論を

本日は、これで散会をいたします。

行うとともに、引き続き道民、国民合意のな

次回の会議は、１２月１４日、午前１０時

いまま関税撤廃を原則とするＴＰＰ協定には
参加しないことを重ねて強く要望する。

より開会をいたします。
大変御苦労さまです。

以上、地歩自治法第９９号の規定により意
見書を提出します。
御理解のほど、よろしくお願い申し上げま
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、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。自由討議ご
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、意見書案第１０号ＴＰＰ協定交
渉参加に向けた「関係国との協議開始」に関
する要望意見書の件を採決をします。
この評決は、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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午後

１時２３分

散会

