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◎議事日程
日程第

１

議案第６１号

平成２４年度足寄町一般会計補正予算（第３号）＜Ｐ３〜Ｐ
２４＞

日程第

２

議案第６２号

平成２４年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
１号）＜Ｐ３〜Ｐ２４＞

日程第

３

議案第６３号

平成２４年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理
事業特別会計補正予算（第２号）＜Ｐ３〜Ｐ２４＞

日程第

４

議案第６４号

平成２４年度足寄町上水道事業会計補正予算（第１号）＜Ｐ
３〜Ｐ２４＞

日程第

５

議案第６５号

平成２４年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第
１号）＜Ｐ３〜Ｐ２４＞

追加日程第

１

追加日程第

２

行政報告（町長）＜Ｐ２４〜Ｐ２５＞
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＜Ｐ２
５〜Ｐ３５＞

追加日程第

３

議案第６６号

平成２４年度足寄町一般会計補正予算（第４号）＜Ｐ３５〜
Ｐ３６＞

追加日程第

４

意見書案第

３号

２０１３年度予算編成における義務教育費国庫負担制度の堅
持と負担率２分の１復元など教育予算の確保・拡充を求める
意見書＜Ｐ３６＞

追加日程第

５

意見書案第

４号

地方財政の充実・強化を求める意見書＜Ｐ３６〜Ｐ３７＞

追加日程第

６

議員派遣の件＜Ｐ３７＞

追加日程第

７

所管事務調査期限の延長について（総務産業常任委員会）＜
Ｐ３７＞

追加日程第

８

閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・文教厚生常任
委員会・広報広聴常任委員会・議会運営委員会）＜Ｐ３７＞

― 2 ―

午前１０時００分

開議

町長

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）
◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

ただいま議題とな

りました議案第６１号平成２４年度足寄町一

おはようございま

す。

般会計補正予算（第３号）から、議案第６５
号平成２４年度足寄町国民健康保険病院事業

全員の出席でございます。

会計補正予算（第１号）まで、一括、提案理

これから、本日の会議を開きます。

由を御説明申し上げます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

補正予算つづり１ページをお願いをいたし
ます。
議案第６１号平成２４年度足寄町一般会計

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

補正予算（第３号）について、御説明申し上

議会運営委員会委員

げます。

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

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

９億２,５０１万５,０００円を追加し、歳入
６

歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８５億

月２０日に開催されました議会運営委員会の

７３８万８,０００円とするものでございま

協議の結果を報告します。

す。

本日６月２１日は、議案第６１号から議案
第６５号までの平成２４年度補正予算の提案

歳出の主なものから御説明を申し上げま
す。１２ページをお願いいたします。

説明を受けた後、即決で審議いたします。

１２ページ、第２款総務費、第１項総務管

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。

理費、第１目一般管理費、第１３節委託料に
おきまして、ことし松山千春さんがデビュー
３５周年を迎えることから、その記念として
肖像画を贈呈するため、肖像画制作業務とい

◎

正誤表の取扱

○議長（吉田敏男君）

たしまして、３６万円を計上いたしました。

この際、報告をいた

します。

第７目庁舎管理費におきまして、役場庁舎
旧社会福祉協議会室改修工事といたしまして

町長から補正予算説明資料中、お手元に配

３５１万８,０００円を、いす、テーブルの

付の正誤表のとおり、訂正したい旨、文書を

備品購入といたしまして、合わせて１８３万

もって、議長あてに申し出がありましたの

２,０００円を計上いたしました。

で、本件につきましては、さよう訂正するこ
とに御了解をいただきたいと思います。

第８目財産管理費におきまして、社会福祉
協議会が移転をいたしました旧法務局の２階
の改修工事、外構整備工事といたしまして、

◎

議案第６１号〜議案第６５号

○議長（吉田敏男君）

日程第１

合わせて９５８万７,０００円を計上いたし

議案第６

ました。

１号平成２４年度足寄町一般会計補正予算
（第３号）の件から、日程第５

第９目車両管理費におきまして、公用車更

議案第６５

新事業といたしまして、二酸化炭素の排出抑

号平成２４年度足寄町国民健康保険病院事業

制等のため、電気自動車の備品購入費４１６

会計補正予算（第１号）までの５件を一括議

万６,０００円を計上いたしました。

題といたします。

第２１目情報化推進費におきまして、地デ

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

ジ難視地区対策事業といたしまして、地デジ
有線共聴施設と無線共聴施設の整備工事、合
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わせて６億４,９３９万９,０００円を計上い
たしました。

２０ページ、第６項住宅費、第１目住宅管
理費、第１５節工事請負費におきまして、大

１４ページをお願いいたします。

誉地団地公営住宅外壁塗装工事３２６万６,

１４ページ、第３款民生費、第３項児童福

０００円、東団地公営住宅火災住宅改修工事

祉費、第２目児童医療費、第２０節扶助費に

４７６万７,０００円をそれぞれ計上いたし

おきまして、乳幼児医療費助成拡大に伴いま

ました。

す乳幼児医療費といたしまして、５２８万円
を計上いたしました。

第１０款教育費、第２項小学校費、第１目
学校管理費、第１５節工事請負費におきまし

１６ページをお願いいたします。

て、足寄小学校非常用発電機設備工事といた

１６ページ、第４款衛生費、第４項病院

しまして、１,２２２万２,０００円を計上い

費、第１目病院費、第２４節投資及び出資金

たしました。

におきまして、国民健康保険病院の人工透析

第３項中学校費、第３目学校建設費、第１

等増築事業にかかわる建設改良経費出資金と

３節委託料におきまして、足寄中学校外構設

いたしまして、１億１,３５６万９,０００円

計業務といたしまして、６４６万８,０００

を計上いたしました。

円を計上いたしました。

１８ページをお願いいたします。

２２ページをお願いいたします。

１８ページ、第６款農林水産業費、第２項

同じく第１３節委託料におきまして、足寄

林業費、第１目林業振興費、第２５節積立金

中学校太陽光発電設備設置及び内部改修設計

におきまして、森林の二酸化炭素吸収及び削

業務といたしまして、３６５万４,０００円

減活用基金積立金といたしまして、７１９万

を計上いたしました。

円を計上いたしました。

第１８節備品購入費におきまして、教材備

第２目林道維持管理費、第１５節工事請負

品、事務用備品といたしまして、合わせて

費におきまして、５月３日から５日の大雨災

２,９５４万７,０００円を計上いたしまし

害による林道維持補修工事といたしまして、

た。

３８６万８,０００円を計上いたしました。

第１１款災害復旧費におきまして、５月３

第７款商工費、第１項商工費、第１目商工

日から５日の大雨災害による上稲牛線災害復

振興費におきまして、足寄の恵み事業にかか

旧工事といたしまして、６００万６,０００

わる足寄町商工会補助金といたしまして、２

円を計上いたしました。

９５万円を計上いたしました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

第８款土木費、第２項道路橋梁費、第２目

し上げます。

道路管理費、第１３節委託料におきまして、

８ページにお戻りください。

町道台帳等電子化業務といたしまして、１,

８ページ、第１０款地方交付税におきまし

０６０万５,０００円を計上いたしました。

て、普通地方交付税といたしまして、１億

第１５節工事請負費におきまして、町道舗

２,１６４万６,０００円を計上いたしまし

装補修工事といたしまして、２,１５３万６,

た。

０００円を計上いたしました。

第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、

第３項河川費、第１目河川総務費、第１５

第１目総務費国庫補助金におきまして、辺地

節工事請負費におきまして、５月３日から５

共聴施設整備事業国庫補助金といたしまし

日の大雨災害による普通河川維持工事といた

て、６億２,８５０万１,０００円を計上いた

しまして、５２０万８,０００円を計上いた

しました。

しました。

１０ページをお願いいたします。

２０ページをお願いいたします。

１０ページ、第２０款諸収入、第３項貸付
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金元利収入におきまして、医師等修学資金貸

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

付金元金収入といたしまして、７２０万円を

２,２６７万６,０００円を追加し、歳入歳出

計上いたしました。

予算の総額を、歳入歳出それぞれ１１億２,

これにつきましては、医師養成のために奨
学金貸し付けを行っておりましたけれども、

６２２万１,０００円とするものでございま
す。

足寄町に赴任いただけないということになり

歳出の主なものから申し上げます。

ましたので、先生とも十分協議をした中で、

３０ページをお願いをいたします。

繰り上げ償還をしていただくということの予

３０ページ、第１２款直営施設勘定操出金

算計上でございます。

におきまして、国民健康保険病院事業会計操

続きまして、第５項雑入におきまして、町
有建物災害共済金、森林バイオマス吸収量活

出金といたしまして、２,２５０万６,０００
円を計上いたしました。

用事業交付金など合計で、１,２９５万円を
計上いたしました。

歳入でございますが、第２款国庫支出金に
おきまして、直診施設整備費分特別調整交付

第２１款町債、第１項町債、第３目過疎対
策事業債におきまして、辺地共聴施設整備事

金といたしまして、１,５００万４,０００円
を計上いたしました。

業債１,６８０万円、病院事業債１億９２０
万円をそれぞれ計上いたしました。

第５款道支出金におきまして、財政調整交
付金といたしまして、７５０万２,０００円

第５目教育債におきまして、足寄小学校非

を計上いたしました。

常用発電機設置事業債１,２２０万円、足寄

次に、３３ページをお願いいたします。

中学校改築事業債６４０万円をそれぞれ計上

３３ページ、議案第６３号平成２４年度足

いたしました。

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

第６目災害復旧費におきまして、道路橋梁
災害復旧事業債といたしまして、６００万円

事業特別会計補正予算（第２号）について御
説明を申し上げます。

を計上いたしました。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

以上が歳入の主な事項でございます。

８万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の

４ページへお戻りください。

総額を、歳入歳出それぞれ４億２,３３９万

４ページ、第２表、繰越明許費でございま

５,０００円とするものでございます。

すが、地デジ難視地区対策事業におきまし

補正予算の内容につきましては、特に説明

て、６億４,９３９万９,０００円の繰越明許

すべき事項がございませんので、省略をさせ

をお願いしてございます。

ていただきます。

第３表、地方債補正におきまして、追加３
件、変更１件をそれぞれお願いしてございま

次に、企業会計について御説明を申し上げ
ます。４１ページをお願いいたします。

す。

４１ページ、議案第６４号平成２４年度足

以上で、平成２４年度足寄町一般会計補正
予算（第３号）についての説明を終わらせて

寄町上水道事業会計補正予算（第１号）につ
いて、御説明を申し上げます。

いただきます。

資本的収入及び支出の総額に６００万円を

次に、特別会計について御説明を申し上げ
ます。

追加し、資本的収入の総額を４,７８８万１,
０００円に、資本的支出の総額を８,５８１

２５ページをお願いいたします。

万１,０００円とするものでございます。

２５ページ、議案第６２号平成２４年度足

補正予算の内容につきましては、道路改良

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

工事に伴う配水管移設、拡張工事にかかわる

１号）について御説明を申し上げます。

工事請負費、工事負担金の計上でございま
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す。

負担金や不採算地区病院運営経費に対する一

次に、４７ページをお願いいたします。

般会計負担金、研究研修費にかかわる一般会

４７ページ、議案第６５号平成２４年度足

計補助金を計上いたしました。

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

５４ページをお願いいたします。

１号）について、御説明を申し上げます。

５４ページ、資本的収入及び支出でござい

まず、予算第２条に定めた業務の予定量

ますが、支出から申し上げます。

に、第４号主要な建設改良事業といたしまし

第１款資本的支出、第１項建設改良費、第

て、イ、人工透析等にかかわる備品購入事業

１目有形固定資産購入費におきまして、人工

１億１,１１９万円、ロ、人工透析等増築事

透析等にかかわる機械備品購入費といたしま

業１億３,８３３万８,０００円を加えるもの

して、１億１,１１９万円を計上いたしまし

でございます。

た。

次に、収益的収入及び支出の総額に５７６

第２目病院改築費におきまして、人工透析

万７,０００円を追加し、収益的収入及び支

等増築事業にかかわる工事請負費といたしま

出の総額をそれぞれ１２億３９７万７,００

して、１億３,８３３万８,０００円を計上い

０円とするものでございます。

たしました。

資本的収入及び支出の総額に資本的収入額

収入について申し上げます。

２億４,５２７万５,０００円、資本的支出額

第１款資本的収入、第１項企業債におきま

２億４,９５２万８,０００円をそれぞれ追加

して、１億９２０万円を計上いたしました。

し、資本的収入の総額を３億４５万８,００

第２項一般会計出資金におきまして、１億

０円に、資本的支出の総額を３億３,１１５

１,３５６万９,０００円を計上いたしまし

万１,０００円とするものでございます。

た。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足す
る額３,０６９万３,０００円は、過年度分損

第３項繰入金におきまして、２,２５０万
６,０００円を計上いたしました。

益勘定留保資金で補てんするものでございま
す。

次に、第５条におきまして、企業債の補正
２件をお願いをしております。

補正予算の主な内容について申し上げま
す。５２ページをお願いいたします。

第６条において、予算第８条に定めた議会
の議決を経なければ流用することができない

５２ページ、収益的収入及び支出でござい
ますが、支出から申し上げます。

経費中、職員給与費に３６７万３,０００円
を追加し、当該経費の総額を７億５,８１６

第１款病院事業費用、第１項医療費用、第

万９,０００円に改めるものでございます。

１目給与費におきまして、医療技術職員１名

第７条において、予算第９条に定めた研究

の給料等を計上いたしました。

研修費にかかわる補助金に２４万４,０００

第３目経費におきまして、血圧計ほかの医
療消耗品等の経費を計上いたしました。

円を追加し、総額を２５４万７,０００円に
改めるものでございます。

第６目研究研修費におきまして、医療技術
職員等研修旅費を計上いたしました。

第８条において、予算第１０条の次に、第
１１条として重要な資産の取得を加えるもの

収入について申し上げます。

でございます。

第１款病院事業収益、第１項医療収益にお

以上で、議案第６１号平成２４年度足寄町

きまして、一般入院収益、救急医療確保経費

一般会計補正予算（第３号）から、議案第６

に対する一般会計負担金を計上をいたしまし

５号平成２４年度足寄町国民健康保険病院事

た。

業会計補正予算（第１号）までの提案理由の

第２項医業外収益におきまして、共済組合

説明とさせていただきます。
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御審議のほど、よろしくお願いを申し上げ
ます。

その辺をちょっとわかったら教えてくださ
い。

○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。

○議長（吉田敏男君）

○総務課長（渡辺俊一君）

これから、議案第６１号平成２４年度足寄
町一般会計補正予算（第３号）の件の質疑を

今のこの予算で

想定しておりますのは、日産のリーフを購入
するという予定としてございます。

行います。１２ページをお開きください。

以上でございます。

歳出から始めます。款で進めます。

○議長（吉田敏男君）

１２ページから１４ページ、第２款総務
費、質疑はございませんか。
１０番

答弁、総務課長。

１０番

よろしいですか。

後藤次雄君。

○１０番（後藤次雄君）

後藤次雄君。

これは購入して、

どこの課が中心になって、これを使用するの

○１０番（後藤次雄君）

一般管理費の中で

か。

松山千春の肖像画の作成なのですけれども、

○議長（吉田敏男君）

一応３６万円ということになって、これはど

○総務課長（渡辺俊一君）

のぐらいの大きさで、どこにこれを飾るので

につきましては、役場の公用車ということ

すか。ちょっとお聞きしたいのですけれど

で、特にどこの課ということではなくて、全

も。

体で使用するというような形で、今後、使用

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

答弁、総務課長。
この電気自動車

していきたいと考えております。

大きさでござい

以上でございます。

ますけれども、ちょっとはっきりとした数

○議長（吉田敏男君）

字、大きさというのはわからないのですが、

に総務費、質疑はございませんか。

１２号という大きさでございまして、大体、

（「なし」と呼ぶ者あり）

よろしいですか。他

横５０センチメートル、縦６０センチメート

○議長（吉田敏男君）

ルぐらいの大きさということになります。

ます。第３款民生費、質疑はございません

それで肖像画につきましては、作成をして

それでは次にまいり

か。

松山さんに贈呈をするということでございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

して、その後、どこに掲示するのかといった

○議長（吉田敏男君）

部分については、まだ、きちっと決まってお

ら１６ページ、第４款衛生費、質疑はござい

りません。贈呈をするものですから、松山さ

ませんか。

んの意向というものもございますので、その

８番

次に、１４ページか

熊澤芳潔君。

後で、協議をしながら進めさせていただこう

○８番（熊澤芳潔君）

というふうに考えております。

で、車両費の関係で、関連でお聞きします。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

この衛生費の関係

今回、報告第８号で、専決処分の報告につ
よろしいですか。

いてということで、車両事故に対する損害賠

他に総務費、質疑はございませんか。

償の額を定めることについてと報告がござい

１０番

ました。

後藤次雄君。

○１０番（後藤次雄君）

車両管理費の中

それに関連してお聞きしますけれども、一

で、電気自動車の購入なのですけれども、こ

つには、車両事故につきましては、このとこ

れは今はやりの日産のリーフとかそういうも

ろ、多くとは言いませんけれども、時々発生

のを、それとも三菱のやっている軽を入れる

していますけれども、安全管理について、ど

のか、それとトヨタがやっているハイブリッ

のような形で、庁内、徹底しているのかどう

ドと一緒にできる電気自動車を入れるのか、

かと。
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それと二つ目には、今回、事故の件で、事

れども、委員会とも、こういう交通事故だと

故後も常任委員会が開催されていると思いま

かそういった部分では、必要な部分につきま

すけれども、これは特に今回の事故も１００

しては委員会のほうにも報告をし、御理解を

％という事故でございますので、委員会に報

いただくということも必要なのかなというよ

告がなかったわけですけれども、これも報告

うに考えておりまして、今回については報告

が必要ではなかったのかなという考えがあり

はしてございませんけれども、今後において

ますけれども、その２点について、お聞きい

は、重要なものについては報告をさせていた

たします。

だきたいと、そういうぐあいに考えていると

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

ころでございます。

交通安全につい

よろしくお願いいたします。

ての周知徹底、そういったものにつきまして

○議長（吉田敏男君）

８番

は、日ごろから交通安全についての交通ルー

○８番（熊澤芳潔君）

委員会の関係につき

ルをきちんと守って、交通安全に十分注意し

ましてはわかりました。

熊澤芳潔君。

てほしいということでの周知については、常

それで、日ごろからというお話でございま

日ごろから行っているというところでござい

したよね。日ごろからどのような形で、例え

ます。

ば、庁内で放送されているわけですとか、

事故を起こしたくて起こす人はいませんけ

朝、そういった形で放送を通じて行われてい

れども、やはりちょっとした不注意ですとか

るのか、それとも、週に１回、何回か、そう

油断だとか、そういったものから交通事故が

いった交通安全の講習会をやるとか、いろん

起きてくるというふうに思っておりますの

な形があろうかと思いますけれども、日ごろ

で、常日ごろ注意をしていただくということ

から、どのような形で行われているのかなと

で、お願いをしてございます。

いうこともお聞きしたいなというふうに思い

それから事故が起きた後、時間があったに

ます。

もかかわらず、総務産業常任委員会に報告が

○議長（吉田敏男君）

なかったということでの御質問でございま

弁、総務課長。

す。

○総務課長（渡辺俊一君）

よろしいですか。答
日ごろからとい

交通事故につきましては、専決処分という

うことで申し上げましたけれども、特にきち

ことで、地方自治法第１８０条の中で、普通

んとした、例えば、一月に１回、交通安全の

地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事

何か講習をするだとか、そういったようなこ

項で、その議決により特に指定したものにつ

とというのは特にはしてございませんが、日

いては、普通地方公共団体の長において、こ

ごろ、十分、交通安全には気をつけてという

れを専決処分することができるというように

ことでの声かけ程度でございますけれども、

なっておりまして、また、専決処分事項の指

きちっとした形でやっているわけではござい

定についてということで、町の義務に属する

ません。

和解及び損害賠償の決定、これに伴う予算を

そういうことで、日ごろ、それぞれの職員

補正することということで、交通事故１件１

が交通安全に注意をしてということで、それ

００万円以下というようなことで、専決処分

ぞれ注意していただいて、運転に臨んでいた

の指定がされているというようなことがござ

だいているということでございます。

いまして、今回、議会への報告というような

○議長（吉田敏男君）

形でよいかなということで、報告をさせてい
ただきました。

５番

高道洋子君。

○５番（高道洋子君）

やはり、そういったことではございますけ
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よろしいですか。
関連でございます。

先日、専決処分の報告のところで、報告は

お受けいたしましたけれども、この現場の状

それから原因、そういったものを聞きまし

況図を見ますと、ここは私たちもよく通る道

て、交通事故については、一つ間違えれば本

路なのですけれども、このカーブのところを

当に大きな事故にもなるということで、十

カーブしないで、真っすぐ対向車に当たって

分、気をつけるようにということで注意をさ

しまったということで、１００％こちらの損

せていただきました。

失ですよという割合になっておりますが、こ

それで事故については、やはり今、高道議

れは私がちらっと見た感じでは、何か居眠り

員が御指摘のとおり、新しく入ったばかりの

運転だったのかなという思いもありますし、

職員で、事故にというか、道路だとか、それ

それからスピードがどのぐらい出ていたの

から車の運転に十分なれていなかったという

か、まず、その状況ですね。

ことがございまして、そういう中での起きた

それと、この方は、事故の概要を見ます

事故ということで、操作ミスを起こした原因

と、公用車に同じく同乗していた先輩の人が

というのは、やはりふなれという、そういっ

いるわけです。先輩の人が同乗しておりまし

た部分が一番大きいのかなというように考え

たけれども、そういう人が、道路になれた、

ております。

しかも運転になれた先輩がこれはできなかっ
たのかなということやら。

今回、たまたま広報広聴担当ということ
で、いろいろ町の中に取材に出かけなければ

なぜかというと、その運転した方が、事故

ならないという、そういう職場でございます

を起こした人が入ったばかりの人で、しか

ので、新しく入ったばかりではございますけ

も、これは５月の事故ですので、４月に入っ

れども、車に乗って、いろいろと町の中を取

たとしたら、１カ月しかたっていなかったの

材して歩かなければならないということで、

ではないかなと。そして地元出身でなけれ

横に担当主査が一緒に乗って車になれるよう

ば、なかなか道路の状況もわからなかったの

にということで、それから道だとかも覚える

かなという思いもあったりします。

ようにということで、取材に行った帰りとい

それから、普通、職場では３カ月間ぐらい
遠慮していただいて、道路状況やら職場にな

うことでございますので、ふなれなために起
きた事故というようなことでございます。

れたころに、３カ月ぐらいの経過を経て運転

それから処分の関係でございますけれど

を任せるとか、そういうふうになっていない

も、処分の関係につきましては、足寄町職員

のかどうなのかとか。

の交通違反及び交通事故に係る処分に関する

それからもう一つは、今までもそうですけ

基準というものがございます。

れども、私も議員になってから、何回かこう

その中で、酒酔い運転ですとか無免許です

いう専決処分やら交通事故の、車両事故の報

とか速度超過だとか、そういう交通違反と、

告は聞いていますが、起こした当人の処分は

それから受傷事故であったり、それから措置

どのようになっているのか、お聞きいたしま

義務違反、当て逃げだとかそういうようなも

す。

のですけれども、そういうような事故の程度

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。答

弁、総務課長。
○総務課長（渡辺俊一君）

によって点数が定められておりまして、その
点数に応じて処分の基準が決められていると

事故の状況でご

いうような中身になってございます。

ざいますけれども、先日、報告をさせていた

そういった部分では、今回の事故について

だきましたような形でございまして、特に

も、その基準に沿っていきますと、処分とい

今、居眠り運転だっただとかというようなこ

うような対象にはなっていないということで

とはございません。

ございます。

事故があった後、私は本人に事故の状況、
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先ほども申し上げましたけれども、今後も

交通事故には十分注意をして、交通ルールを

めにということで、横に担当主査も乗って取

きちっと守って、十分注意をしながら運転を

材に出かけたということでございます。

していくということで、職員にも徹底をして

そういう部分で、事故を起こすことも想定

いきたいというように考えておりますので、

されなかったのかというようなことにはなる

御理解いただきたいと思います。

のかもしれませんが、そういうことにはなら

以上でございます。

ないだろうということで、なるべくその車に

○議長（吉田敏男君）

５番

高道洋子君。

○５番（高道洋子君）

わかりました。

なれてもらうということで、運転をしていた
だいていたというところでございます。

入ったばかりで、いろんな意味でなれてい

これについては、ちょっとそのあたりにつ

なかった、やっぱりその一言で言う、ふなれ

いても、検討させていただきたいと考えてお

運転ということを何回もおっしゃっていまし

ります。

たけれども、そういうふなれな人に運転を命

それから反省文でございますけれども、事

令する側にも責任があるわけでして、今回は

故違反等を起こした場合については報告書を

この乙の車が、たまたまお互いに身体的あれ

出していただいて、その中で、今後について

がなかったからよかったですけれども、一歩

の、十分気をつけるというような内容で、報

間違えれば、ふなれな人は相手を本当に死亡

告書を出してもらっているというところでご

まで至らせるというところまでいく事故もあ

ざいます。

り得るわけですから、そこら辺の本人の運転

以上でございます。

の程度、それをきちっと見きわめて運転させ

○議長（吉田敏男君）

るとか、そこら辺も管理者として大事なこと
ではないかなというふうに思うわけです。

９番

よろしいですか。

井脇昌美君。

○９番（井脇昌美君）

今の車両の事故にか

それともう一つは、お金は保険で全部賄っ

かわることなのですけれども、本当に、ある

てあれかもしれませんけれども、大事な公用

意味においては気の毒な現象なのですよね。

車を傷めてしまう、直ったとしても傷めるこ

それでお答えの中に、再三、車になれても

とには間違いないわけでありますので、そう

らうためにということを言っておられます

いう軽微な、軽微というか、今回の事故のよ

ね。

うな場合でも、今後気をつけますとか、簡略

私は、免許を取得されている方ですから、

な反省文を書くとか、何かそういうことも文

本当にむしろ同情すべきなのですよ。そし

書をつくっておいて、きちっと署名できるよ

て、横に同乗者がいただけに、足寄町という

うな、そういうことも今後必要でないかなと

地理も周知してもらう、そういうことも大事

いうふうに思うのですが、いかがでしょう

なことで、私はそのことは結構なことだと思

か。

うのですけれども、その車と、また、ドライ

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

バーの技術になれてもらうという意識で、果

ふなれな人に運

たしてそういうことを、答弁の中で、車にな

転をさせてという部分は確かにそのとおりで

れてもらうということ、いろんなとり方があ

ございまして、ふなれな者に、もっとなれて

るのですけれども、最初に、車になれてもら

から公用車を運転させるということが、本来

うために、同乗者が助手席に乗って運転して

はいいのかもしれませんが、役場の職員、ど

いたのだという答弁だったものですから。

この職場に行っても、やはり車に乗って仕事
をするということがあるわけです。

私はそういうことは、まして今回みたい
に、気の毒にも過失が１００％なんていう、

そういった部分で、今回の事故について
も、ふなれなということで、なれてもらうた

そんなのあるのかなと。
だけれども、実際それで、双方でけががな
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かったから私はよかったと思うのです。これ

を持っているわけですから、一般的にいえ

で、いろんな事故の中で後遺症が残るような

ば、自由にといいますか、どこでも運転して

ことになったら、一体そのような程度の意識

いただくというのが我々の前提条件ですよ

で、役所として私は弁明が立つのかなと。

ね。

車になれてもらう、地域をあれしてもらう

ただ、現実、採用決定をして、実際に担当

ために実は発生した事故なのですと言った

の職場に配置された。また、ここの職場とい

ら、事故を起こした人に、むしろ大きな罪を

うのは、まさしく、もう毎日のように運転を

私は与えると思うのですよ。その人を責める

しなかったら仕事にならないというようなこ

どころか、その人に同情しなくてはいけな

とでございます。

い。事故を起こした人に。１年生の人なり

そこで、上司である主査を含めて、もちろ

に、一生懸命前を見て、未熟だとか何とか、

ん帯広出身の職員ということもありましたか

でもやったわけですよ。

ら、そういう意味で、先ほどから総務課長が

でも、そのようなことが果たして、なれて

なれてもらうということは、本人もどちらか

もらうためにということで今回起きたわけで

というと、運転には自信がないというような

すから、今後のためも含めてですけれども、

言葉も発していたということ、それから帯広

しっかりと、そのような意識では困ると。

出身ですから、地理も不案内ということも

車になれてもらうために、適正なのか何か

あって、本来であれば、どんどん一人でも取

わからないのですけれども、運転の資格を

材に行かないと、二人しか走っていませんか

持っているのですけれども、若干未熟という

ら、これは能率的といっても大変なのですけ

のか、運転がちょっと不安なところの人に

れども。

も、どんどん責任者がついて、町内を便乗し

しかし、そういう意味で、なれていただく

て走ってもらうと、そういうことがあるとし

ということも含めて、しかも運転もちょっと

たら、私は、それはちょっと間違いだと思い

心配だということもあったものですから、そ

ますよ。その辺をもう一度お答えしてくださ

ういう意味で、隣に主査も一緒に同行して、

い。

もちろん新人ですから、取材の仕方も含め

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

て、そういう教育も兼ねて運転をさせたとい

私のほうから、お

答えをさせていただきます。

うことでございます。
それから、先ほど高道議員から言われた３

先ほどから御質問をいただいているとお

カ月制度、これは従来、役場の職員もあった

り、今回、残念ながら事故を起こした職員と

のですよね。新しく採用した者については、

いうのは、ことし４月に新採をした職員でご

一定期間公用車の運転はだめよと、こういう

ざいます。

規定もあったのですけれども、今はもうその

当然、採用に当たっての一つの条件として

規定はありません。

は、やはり今、車の免許を持っていなけれ

それは、先ほどから言っているとおり、今

ば、自治体の職員というのは、もう御案内の

や、もう車がないと仕事が回らないというこ

とおり、鉄道もありませんし、それからバス

ともありますから、その点も含めて御理解を

もないということですから、これはある意

いただきたいなというふうに思います。

味、もう必須といいますか、絶対条件の一つ

それから、なお、私は新規採用職員につい

なのですよね。それで、今回のケースにつき

ては、大体１カ月たった５月の頭には、一人

ましては、実際に採用決定をした。

一人を町長室に呼んで、仕事の状況を含め

当然我々は、運転の実技なんていうことは

て、いろいろお話をさせていただくのですけ

試験の中に入っていませんから、当然、免許

れども、今回はちょっと日程がいろいろあっ
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て、実際に来てもらったのは５月の末ぐらい

事故というふうに続発したことがあります。

になったのですけれども、その折にも、彼女

快晴で晴れた日の真っすぐの国道で正面衝突

も呼んでお話をし、今回の事故のことについ

してぶつかると、新聞報道では居眠り運転と

てもお話をし、やっぱり運転技術、これを

いうふうにされたのですよね。

もっと高めなきゃだめだというお話もさせて
いただきました。

だけれども、安全衛生だとか、そういうも
のをやっている分野の人たちに言わせると、

そんなことを含めて、ある意味、厳重注意

あれは居眠り運転ではないと、覚低走行だと

という意味も含めて、私のほうからもさせて

言うのですよね。つまり、脳の認識機能が落

いただいたというようなことでございます。

ちるという時期があるのだそうです。

先ほどから総務課長が答弁のとおり、今

だから、目では真っすぐ走っていて、対向

後、これはもう全職員に言えることでありま

車が来ているというのがわかっている、ある

すけれども、ふだんの機会を通じながら安全

いは信号が赤だというのはわかっているのだ

運転、本当に御心配をいただいているとお

けれども、ブレーキに足がいかないという状

り、今回人身に至らなかったということは、

況を覚低走行と言うのだそうですけれども、

これは、そういう意味ではよかったなと思っ

そういう状態があるのだということを、わ

ているわけでありますけれども、しかし、物

かっているのとわかっていないのとでは、た

損であればいいのかという、決してそんなこ

だ気をつけていってこいよというのとは違う

とではありませんので。

のだということなのです。

少なくとも、町民の方に損害を与えたとい

例えば、私なんかの経験で言いますと、プ

うことでありますから、これは本人を含めて

ロのドライバーに、きょうは雪が降っている

我々もいま一度、日ごろの安全運転にも、

から気をつけていけよと言ったら、普通は素

しっかりと心がけなければいけないというこ

人が言ったら、プロですから、うるせえよ、

とを再確認しながら、今後の仕事に当たって

何を言っているのだと腹の中で思って行くわ

いきたいというふうに思いますので、御理解

けですよ。

をいただきたいなというふうに思います。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

峠はブラックアイスバンでこうだから、こう
よろしいですか。他

に衛生費、質疑はございませんか。
７番

いうふうに気をつけていけよというふうに、
具体的な指示を与える必要があるというふう

田利正文君。

○７番（田利正文君）

そうではなくて、具体的に、きょうは日勝

に言われたことがあるのです。
関連なのですけれど

今、言ったような、人間であるから必ず１

も、全く別の視点から、ちょっとお話をさせ

００％はあり得ないと、必ずヒューマンエ

ていただこうと思います。

ラーがあるのだということを前提にして、こ

交通事故ですとか、労働災害の現場、それ

ういうことがあるからこうだよというところ

から示談なんかに立ち会ってきた経験がある

まで踏み込んだ一定の講習が必要だというふ

ものですから、役場といっても、例えば車両

うに思ったものですから、その辺の講習みた

管理室なんか、バス、それから除雪車を動か

いなやつを具体化する必要があるのでないか

しますよね。そういうところなんかに、やっ

という感じがしましたので、意見として述べ

ぱり年に何回か、そういう教育が必要でない

させてもらいます。

かと思うのです。総務課長からは交通ルール

○議長（吉田敏男君）

を守ってという話がありましたけれども、そ

ね。

れだけでは交通事故を防げないのですよね。

意見でよろしいです

他に衛生費、ございませんか。

七、八年前だと思いますけれども、十勝型
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

次、１６ページから

１８ページまで。

ます。
芽登小学校の地下タンクでございますが、

第６款農林水産業費、質疑はございません
か。

これにつきましては、昭和４５年１２月設置
となってございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

流出の部分はございません。

１８ページから２０

ページ。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

第８款土木費、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）

次、第９款消防費、

後藤次雄

君。
○１０番（後藤次雄君）

質疑はございませんか。

質問の仕方が悪

かったのだか知りませんが、もう１回言いま
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

１０番

ここに、１１ページに載っていますよね、

次、２０ページから

事業目的。資料の中で、地下貯蔵タンクから

２２ページまで。

危険物の流出事故が増加していることを受け

第１０款教育費、質疑はございませんか。

となっていますね。

１番

髙橋秀樹君。

○１番（髙橋秀樹君）

だから、私が聞いたのは、芽登小学校は、
足寄中学校太陽光発

この流出しているのがいつごろから流出して

電設備ですが、これはどのぐらいの規模のも

いるのかということを聞いたのです。

のを予定しているのでしょうか。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

○副町長（田中幸壽君）

答弁、教育次長。

○教育次長（根本昌弘君）

お答えをいたし

ます。

答弁、副町長。
お答えをいたしま

す。
まず、芽登小学校には、昭和４５年に油タ

太陽光発電設備の関係、２３ページに記載

ンクの地下タンクというものが設置をされて

してございますが、これから委託設計という

おりまして、その流出事故が多いというの

ことで考えてございます。

は、国内的に地下タンクを埋設してある地下

それで、今御質問にございました発電量の

タンクから、油が漏れるというような事件事

関係、それから設置場所の関係を含めて、こ

故が一部起きたといったことで、実は消防法

の設計の中で検討させていただきたいと、現

が改正になっております。

時点でそのように考えてございます。
○議長（吉田敏男君）

それで鉄製のタンクなのですけれども、厚

よろしいですか。

他に。
１０番

さがあって、いろいろ４.５ミリメートルと
か、６ミリメートルとか、いろいろタンクに

後藤次雄君。

よって違うわけですけれども、芽登小学校は

○１０番（後藤次雄君）

芽登小学校の燃料

タンクの更新工事なのですけれども、これは

４ . ５ミ リ メー トル 厚 のタ ン クで ご ざい ま
す。

補正予算の説明資料の中の１１ページに載っ

４.５ミリメートル厚については、４０年

ているのですけれども、これは貯蔵タンクか

を経過をするものについては、改修・補修を

ら危険物の流出事故が増加していることを受

しなさいという、場合によっては新しくしな

けというのですけれども、これは芽登小学校

さいということでありますけれども。

は、例えば、いつごろから流出していたので
すか。
○議長（吉田敏男君）

それが４０年たつものですから、この消防
法の規定に基づいていけば、大幅な地下タン

答弁、教育次長。

○教育次長（根本昌弘君）

お答えをいたし

クの改修が必要になってくるということでご
ざいます。
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当時は地下タンクも必要な施設でありまし

以上でございます。

たけれども、それ以降、児童生徒数も少なく

○議長（吉田敏男君）

なって、あの施設については集中暖房をやめ

君。

ております。

○１０番（後藤次雄君）

それで、今、各教室にストーブで対応して

１０番

後藤次雄

大誉地小学校も、

今、螺湾と同じということで、考え方はいい

おりますので、そういった部分では、地上式

のですね。

の石油タンクに今回切りかえると、現状に合

○議長（吉田敏男君）

わせて。それで、地下タンクは廃棄をすると

○副町長（田中幸壽君）

いったことで、今回、改修費の予算の計上を

ております。

答弁、副町長。
既に地上式になっ

させていただいたということでございますの

そして、大誉地小学校はもともと電気暖房

で、御理解のほど、よろしくお願いしたいと

だったものですから、地下タンクはございま

思います。

せん。

○議長（吉田敏男君）

１０番

後藤次雄

君。
○１０番（後藤次雄君）

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

他に教育費。
そうすると、ここ

８番

熊澤芳潔君。

に書いてある地下タンクを廃棄し、新たに屋

○８番（熊澤芳潔君）

外の灯油タンクを設置をするという予算なの

連になると思うのですけれども、実は、足寄

ですか。

中学校の場合は他の学校と違って、グラウン

今回の外構工事の関

○副町長（田中幸壽君）

そうです。

ドが高いところにあって、下に校舎がありま

○１０番（後藤次雄君）

それと、もう一つ

す。

聞きたいのですけれども、これは現在、今、

実は、お話が出ていると思いますけれど

副町長が話したとおり、やっぱり安全性にか

も、砂が飛びますよということで、校舎内も

んがみということもあるのですよね。そうい

砂が入ってというようなことも聞くものです

うことですよね。安全性を確保するというこ

から、そういったことに対する考え方なので

とですよね。

すけれども、できればグラウンドの東側に外

それで、ほかの螺湾とか大誉地の小学校は

壁といいますか、そういった形で、きちっと

どうなっているのですか、その辺は。

砂が飛ばないような形で施設を建てたらどう

○議長（吉田敏男君）

なのかなという考えもありますけれども、そ

○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長。
足寄町の公共施設

れについて、ちょっとお聞きしたいと思いま

は、地下タンクを埋設しているというのも数

す。

多くあるわけですけれども、とりあえず４０

○議長（吉田敏男君）

年を超えるという部分でいけば、現在、芽登

○副町長（田中幸壽君）

小学校だけが該当するということでございま

も、まず、ちょっと確認をさせていただきま

す。

すけれども、今回、外構の設計費用を予算要

螺湾小学校においては、今現在、地上にも
う既に切りかえて、地下タンクでの設置には
なっておりません。

答弁、副町長。
お答えというより

求をさせていただいております。
ただいま議員の質問は、校舎の西側にグラ
ウンドがもともとあるわけですけれども、そ

近々やらなければいけないのが、一番最短

のグラウンドの砂が風で飛ぶと、飛んで施設

でやらなければいけないとすれば、特別養護

に入ってくるということなのでしょうか。そ

老人ホームが一番最初に改修をしなければい

れで、その施設を場所を変えて建て、今、も

けないということになろうかというふうに

う既に学校校舎は改築中で、工事も始まって

思っております。

おりますので、その部分はもう動きませんの
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で。

だということも聞いたことがありますので、

要は、防護さくを設置をしてはいいかと

一応、そういうところを検討していただけれ

か、そういう面でのお話になるのでしょう

ばというふうに思います。よろしくお願いし

か。わかりました。

ます。

実は十数年前だと思いますけれども、足寄
中学校のグラウンドは、グラウンド整地等々

○議長（吉田敏男君）
１０番

他に。

後藤次雄君。

の整備を終わっていまして、その時点で、か

○１０番（後藤次雄君）

なり表面には砂をまいているグラウンドでご

機の設置なのですけれども、これは緊急防災

ざいます。

対策も含めて、非常時ということで、これは

小学校の常用発電

それは足寄小学校も同様でありますけれど

すごくいいことなのですけれども、この時期

も、逆にいえば、ほこりが立たないようにと

に、緊急だから出してきたと言われればそれ

いうことで、表面にかなり砂をまいているわ

までなのですけれども、例えば、工事費なん

けですけれども。

かも１,２２２万２,０００円ということがあ

そういった部分で、従来よりは、それ以降

りますので、私は、これは第５次総合計画の

はかなり、足寄小学校も含めてでございます

中に、こういうことは策定の中に考えていな

けれども、グラウンドでのいろいろな部分

かったかどうか、ちょっとお聞きしたいので

に、他に対する影響というのは、かなり少な

すけれども。

くなってきているということでございます。

○議長（吉田敏男君）

ただ、今現在、確かにグラウンドの真下に
といいますか、かなり近接した状態で建って

答弁、副町長。

○副町長（田中幸壽君）

お答えいたしま

す。

おりますので、砂が舞い込むといいますか、

今回の場合は、急遽設置をするということ

校舎内に入ってくるということは考えられる

で、私どもは判断をさせていただきました。

わけでありますけれども、従来の学校舎に比

ですから、第５次総合計画には載っておりま

べれば、断熱性も含めて、そういう機密性も

せん。

含めて、精度の高いサッシュといいますか、

なぜ、緊急になったかと言いますと、今

建具も使っているわけでございますので、冬

回、一昨年の東日本大震災以降、緊急防災減

に関してはそうでありますけれども、夏に窓

災事業債ということで、ルールが、起債制度

を開放したときに入るのでないかとか、そう

ができました。

いったいろいろな問題点はあるのかと思いま
す。

足寄中学校もそれにシフトしているわけで
ありまして、基本的には７０％が交付税バッ

そういった部分で、具体的な部分で、議員

クということでございます。

御指摘の部分の実態というのは、私どもは、

この制度が基本的には２３年度までという

ちょっと調査もしておりませんので、そう

ことで、今年度は該当がないということで事

いったことも踏まえて、今回、外構工事の設

前にお聞きをしていたのですけれども、年度

計に当たって、そういったグラウンドからの

末に、来年度、２４年度もこういう制度が残

影響等々も踏まえて設計に当たっていきたい

るといったことで、防災関係の要望取りまと

というふうに思いますので、御理解のほど、

めがございまして、そういったことがあっ

よろしくお願いしたいと思います。

て、急遽防災と、とりあえず私どもが挙げた

○議長（吉田敏男君）

８番

理由はこうなのですけれども。

○８番（熊澤芳潔君）

ぜひ、そのように検

防災拠点であります、ここの役場庁舎につ

討していただいて、そこで仕事をしていた方

いては、非常用発電機等のバックアップが

が、そういった形で入ってきて、掃除も大変

入っています。それと、医療の拠点になりま

熊澤芳潔君。
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す国保病院についても、自家発電装置が入っ

○１０番（後藤次雄君）

ております。

はわかりました。

今、副町長のお話

そしてもう１点、八十数カ所の避難所が実

そうすると、今、携帯用のそういう発電機

際はあるのですけれども、ここの部分につい

等を含めて、今後、そういう緊急防災減災事

ては、すべてそういった設備がされておりま

業計画みたいな、そういうものを策定して、

せん。

その中で考えていくということになるのです

ただ、そういった中で、今回、足寄小学校

か。それとも、新たに何もしないで、今まで

だけがということでありますけれども、足寄

できなかった部分は次回の議会の補正予算に

小学校、実は収容人員の想定でいけば、マキ

なるのかどうか、その辺を含めてちょっとお

シマムで２,０００名を超える容量があると

聞きしたいですのですけれども。

いうことで、基本的には、大体、地域割りを

○議長（吉田敏男君）

していますので、９５０人程度を収容する施

○副町長（田中幸壽君）

設になっています。これは足寄町内でも一番

災減災事業債のほうを財源として充当する場

収容人員の多い施設になっておりますので、

合には、計画書を事前に提出しなければいけ

この部分を、いつ何が起きるかわかりません

ないということで、既に、その足寄小学校分

けれども、そういった災害に遭ったときの緊

については計画書を提出しております。

答弁、副町長。
防災計画、緊急防

急避難場所の一番大きな施設、これだけで

後段の各所の携帯用の発電機といいます

も、こういった制度がある中で実施をしたい

か、移動式の発電機等々については、間違い

ということで、総合計画にも計上しておりま

なく、この事業債を受けられませんので、条

せんでしたけれども、急遽、この施設に計上

件的に合いませんので、単独になりますの

したということでございます。

で、それは計画がなくても整備ができるとい

基本的には、携帯用の発電機等々も含めて

うことで、当然、単費になりますので、それ

検討したかったのですけれども、移動ができ

は場合によっては、ことし年度内には予算計

るような小さな発電機等々については、この

上をしたいというふうに考えているところで

起債対象にはならないということで、あくま

あります。

でも避難施設に常備するといったことが条件

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

になっておりまして、どうしても大きな施設

教育費、今、質疑中でありますけれども、

の一部分に終わったということでございま

ここで、暫時休憩をいたします。１０分間休

す。

憩をいたしまして、２０分から再開をいたし

今、申し上げたように、その小さい部分は

ます。

どうするのだということでありますけれど

午前１１時０９分

休憩

も、この部分については、今、協議中であり

午前１１時２０分

再開

ますけれども、単費ででも、単独で僻地も含

○議長（吉田敏男君）

めて、今、自家発電機で一定程度の照明と、

再開いたします。

それから石油ストーブの電源等々を確保でき
るぐらいの発電機を、一定程度すべてに設置
をしたいといったことで、今、検討中でござ

休憩を閉じ、会議を

第１０款教育費、質疑をお願いをいたしま
す。
４番

木村明雄君。

いますので、御理解のほど、よろしくお願い

○４番（木村明雄君）

したいというふうに思います。

じような考えだったわけなのですけれども、

以上です。
○議長（吉田敏男君）
君。

先ほど、後藤君と同

この発電機、これについて、避難所に指定さ
１０番

後藤次雄

れている小学校ということになっているわけ
です。そこで、この発電機はどのくらいの能
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力があるのか。

管内で７％を縮減していただきたいというこ

それからまた、計画停電、これも、これか

とで、努力目標でありますけれども、もう指

ら将来に向けて出てくるのかなという気もす

示が出されておりまして、私どもは今、６月

るわけなのだけれども、その辺について、ま

２７日までに、対応策について取りまとめを

ずはお聞きをしたいと思います。

するという形になっております。

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長。

その説明の中で、とりあえずは努力目標で

お答えをいたしま

す。

７％削減だと。ただ、これが今後、猛暑とい
うか、今回の場合は夏の間だけの話でありま

今回、購入を予定しております発電機につ

して、冬はちょっとまだ、別な形で決められ

きましては、３層で１００キロボルトでござ

るのだと思いますけれども、夏の間７％。一

います。

昨年の猛暑の２２年度対比７％削減というこ

ただ、足寄小学校に設置をしますので、１

とでございまして。

００キロボルトでどれだけ対応できるかとい

ですから、もし、これがもっともっと暖か

うと、全館の電気容量でいけば、かなり不足

くなって冷房等々が、どんどん電力が消費を

をします。

されれば、場合によっては、次の段階として

それで、当面は屋内体育館の電気照明を全

は計画停電になるかもしれないといったこと

灯点灯し、さらには冬期間の温風暖房機でご

が北電のほうから報告はされておりましたけ

ざいますけれども、その部分を動かせるだけ

れども、基本的には、北海道の場合、夏の間

の容量ということで、１００キロボルトアン

の話でいくと、そんなに消費電力が逆にふえ

ペアの発電機を購入する予定でございます。

るということではない状況、現状の中では、

以上です。

計画停電にはならないだろうということで、

○議長（吉田敏男君）

４番

木村明雄君。

○４番（木村明雄君）

わかりました。

お話がされておりました。
次に、今の質問でありますけれども、先ほ

それから、今まで本当に発電機は各学校に

ど後藤議員にも申し上げましたけれども、実

はなかったと思うのですよね。しかしなが

は、足寄町の避難所というのは、施設として

ら、これから将来・未来に向けて、やはり教

は３８カ所ございます。

育現場で必要だということになろうかと思う
わけなのだけれども。

３８カ所全部ということではございません
けれども、例えば、町の中の避難所について

そこで、螺湾、それから大誉地、それから

は、足寄町も一定の備蓄品も持っています

芽登、これは先ほど携帯用の発電機ではと

し、あわせて発電機、自家発電機、携帯用と

言っていたわけなのだけれども、これらにつ

いうか移動式の発電機も保有をしておりま

いて、携帯ではだめでないかなという気もす

す。

るわけなのです。

そういった部分でいけば、場所によって

その辺と、それから、これから先に向け

は、ここから運んでそこに設置をするという

て、その計画があるのかどうなのか、お聞き

ことは可能でありますので、木村議員の御指

をしたいと思います。

摘のように、どちらかというと、地域、僻地

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長。

の部分については、即、発電機を持っていく

まず冒頭、先ほど

ということにも時間を要しますので、そう

の質問の中で、計画停電のお話がありまし

いった分については、常備品として整備をし

た。

ていきたいということで、今、検討中であり

お答えをしておりませんけれども、今回、
たまたま７％削減ということで、北海道電力

ます。
そういった分では、螺湾小学校というお話
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が質問の中にあったかと思いますけれども、

しております。

螺湾は学校でなくて、集会所が避難施設に

以上です。

なっておりますので、こういったところに、

○議長（吉田敏男君）

今考えているのは、２キロボルト程度の発電

うにするつもりはないのかということの質問

機であれば、数カ所の照明器具と、それから

だったと思いますけれども。木の机。

暖房機の電源の確保をできるといったこと

○教育長（加藤和弘君）

で、そういった一時的な照明器具も含めて、

があるかは、はっきりわかりませんけれど

既存の施設についている照明を動かすとなる

も、購入をする際については、十分に検討を

と、電気の配電盤等々を、素人はなかなか

させていただきたいと、このように思ってお

ちょせないことになっておりますので、別に

ります。

作業灯類の照明器具が何灯かあって、さらに

以上であります。

はコンセントで暖房機に接続できるような、

○議長（吉田敏男君）

そういうイメージでいけば、数十万円をかけ

申し上げられませんけれども、僻地について

よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

そういったことで、何カ所という箇所数は

どの程度耐用年数

他に教育費、ございませんか。

れば対応できるということで、今、検討して
いるところであります。

将来的にそういうふ

次に、第１１款災害

復旧費、質疑はございませんか。
９番

井脇昌美君。

は、そういった非常時に対応できる電源確保

○９番（井脇昌美君）

の部分について、今、検討している最中であ

今、付託をとって調査中なものですから、

りますので、御理解のほどよろしくお願いし

ちょっと発言は慎重にしなくてはいけないの

たいと思います。

ですけれども。

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

たまたま私ども、

この上稲牛の所在で、十勝東部森林管理署

他に教育費、ございませんか。

の管理区域から、地すべり状況で町道を横断

７番

している、いわば一方的な町道の管理だけ

田利正文君。

○７番（田利正文君）

１８節になると思う

の、すべて１００％の発生の状況ではないも

のですけれども、備品購入費で、昨日ちょっ

のですから、たしか調査されたときに、東部

とお話ししました、東川町にお邪魔してきた

管理署のほうと状況をよくお話をし、管理署

という話をしましたけれども、東川中学校で

のほうの意向も聞いていただきたいというこ

いすと机を木にしたと言うのですね。それを

とをお願いしてあったの、それ１点だけ、ど

残念ながら見てくることはできなかったので

うなりましたでしょうか。お聞きしたいので

すけれども、そんなことを聞いたものですか

すけれども。

ら、足寄の場合、そのことが可能かどうかと

○議長（吉田敏男君）

いうことを、ちょっと聞きたいと思います。

○建設課長（南岡雄二君）

○議長（吉田敏男君）

中で、現地のほうを見ていただきました。

○教育長（加藤和弘君）

教育長、答弁。
お答えをいたしま

す。

答弁、建設課長。
所管事務調査の

その後ですけれども、東部管理署、それか
ら関連する川の管理者でございます、あえて

いすと机、これは生徒の部分でございます

出張所、土木現業所と言わせてもらいますけ

ね。既に３年前から各学年単位で購入をして

れども、そちらのほうと確認をしてまいりま

きておりまして、一般的な木ではございませ

した。

んけれども、今回につきましては、生徒の

管理署のほうにおきましても、災害の要因

机、いすの購入予定はございません。今使っ

として、その周りのがけの問題、それから立

ている物をそのまま使っていくということに

木の関係もございますけれども、再度、その
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要因的なものということで、何か今後、防護

も１台分が、全部で４台とめられるところに

さくとかそういう工費に対する手当てがない

置いていると。それできのうも見ていたので

ものでしょうかということで確認をさせても

すけれども、まだそのままになっているので

らいましたら、いわば現地を見たところ、ま

す。

だ直接的に立木等が、そういうものが原因し

ああいう永久駐車というのですかね、ああ

ているものではないと、注意深く、今後もそ

いうことに対しての町の許可というか、どう

こを観察しますのでということで、相互の連

いうふうにしてああいう状態になっているの

絡体制だけは強化していきましょう、そのよ

か。それとも町としては、道の駅の駐車場だ

うにお返事をいただき、今後もそのように進

から、これを撤去してくださいとかという、

めてまいりたいと思います。

そういうことは、私はどこの車だか、だれが

川の管理者でございます現業所のほうにつ

所有しているかはわかりませんけれども、で

きましても、工事の際については、工事の内

きてからずっとあるものですから、ちょっと

容、時期については、調整に当たり、協議を

気になったものですから、その辺をちょっと

しながら具体的な方向性を示していくと、

お聞かせを願いたいと思います。

はっきり言えば、河川の切りかえとか、そう

○議長（吉田敏男君）

いう部分で御配慮願えるということで、今、

か。

検討しているところでございます。

答弁、副町長。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

○副町長（田中幸壽君）
よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。第１１款。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

承知をしております

お答えをいたしま

す。
多分、その車に関しては、正確な日にちは
わかりませんけれども、４月からずっと駐車

大変申し訳ありませ

ん。１８ページにお戻りをいただきたいと思
います。

をされている車のことをおっしゃられている
のだというふうに思います。
当然、道の駅の駐車場でありますから、基

失礼いたしました。第７款商工費を抜かし

本的には、どなたがとめられても、それはそ

ていたようでありますから、改めて、ここで

れで許されることだろうというふうに思って

質疑を受けたいと思います。

いますけれども、余りにも長期にわたって駐

第７款商工費、質疑はございませんか。

車がされておりましたので、私どもも、結論

（「なし」と呼ぶ者あり）

から申し上げて、警察権力にお願いをしたと

○議長（吉田敏男君）

歳出総括、ございま

ころであります。

せんか。
１０番

ただ、警察では、今の現行法の中では、
後藤次雄君。

○１０番（後藤次雄君）

即、車を退去、退去という言葉が正しいのか
今、第７款の商工

どうか、あの位置から撤去をするということ

費の観光費に入るのかどうか、ちょっと私も

は、警察としてはできないということで、た

わかりませんけれども、実は、道の駅の駐車

だ、本人とも警察もお話もされていて、そう

場の管理の関係なのですけれども、これはた

いったことで、警察のほうからお話もしてい

またまなのかわかりませんけれども、今、南

ただいております。

側の駐車場に、私から見れば、違法駐車の小

それに今の段階では従っていただけており

型バスと、それから乗用車がずっととまって

ませんので、当然、警察に従わないというこ

いるのです。開設してから。

とですから、私どもが言っても従っていただ

それが、きちっととめればいいのだけれど
も、バスですから２台分と、もう１台の乗用

けないといった状況になろうかと思いますけ
れども。
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そういった部分で、今、ではその次、どう

戻りください。

いうことをすればいいかというのは、不本意
ながら、私どもも弁護士さんのほうと一定程

第２表繰越明許費、質疑はございません
か。

度相談をさせていただいて、できるだけ円満

（「なし」と呼ぶ者あり）

な形で撤去していただくよう、今、いろいろ

○議長（吉田敏男君）

な部分で、いろいろなチャンネルといいます

追加３件、変更１件、質疑はございません

か、いろいろなところと相談をしているとこ

か。

ろでありますので、今現在のところは、あす

（「なし」と呼ぶ者あり）

あさって近々中に動くという状況でありませ

○議長（吉田敏男君）

んけれども、動かしてもらうべく努力をして

ございませんか。

いるということで、御理解をいただきたいと
思います。
○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

以上でございます。

第３表地方債補正、

これで、質疑を終わ

ります。
１０番

後藤次雄

君。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

○１０番（後藤次雄君）

今、副町長の説明

でわかりました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ただ、これから、やっぱり夏場に向けて、

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

観光客も、今、道の駅、いろんな施設ができ

これから、議案第６１号平成２４年度足寄

ましたので、やっぱり、この間の日曜日だっ

町一般会計補正予算（第３号）の件を採決を

て、相当車が来ているのですよね。

します。

それで、そこで４台分も、結局、駐車がで
きるところを、そういう占用されているとい
うのですか、そういうことになれば、やっぱ

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。

り私も一町民として、ちょっとまずいなとい
うことを思ったものですから、ぜひ、その辺

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

の、どういうことで町として対応しているの

したがって、議案第６１号平成２４年度足

かをちょっとお聞きたかったのです。わかり

寄町一般会計補正予算（第３号）の件は、原

ました。

案のとおり可決されました。

○議長（吉田敏男君）

他に、総括ございま

せんか。

２５ページをお開きください。
これから、議案第６２号平成２４年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

次に、８ページにお

戻りください。

号）の件の質疑を行います。
３０ページ。

歳入に入ります。

歳入歳出一括で行います。質疑はございま

歳入一括で行います。質疑はございません

せんか。

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）

歳入総括、ございま

総括、ございません

か。

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）

次に、４ページにお

ります。
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これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

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

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

の方は起立願います。

討論なしと認めま

す。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わります。

全員の起立です。

したがって、議案第６３号平成２４年度足

これから、議案第６２号平成２４年度足寄

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

事業特別会計補正予算（第２号）の件は、原

号）の件を採決をします。

案のとおり可決されました。

この表決は、起立によって行います。

４１ページをお開きください。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

これから、議案第６４号平成２４年度足寄

の方は起立願います。

町上水道事業会計補正予算（第１号）の件の

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

質疑を行います。

全員の起立です。

したがって、議案第６２号平成２４年度足
寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４４ページ。
資本的収入及び支出一括で行います。質疑
はございませんか。

１号）の件は、原案のとおり可決されまし
た。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

３３ページをお開きください。

か。

これから、議案第６３号平成２４年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

○議長（吉田敏男君）

業特別会計補正予算（第２号）の件の質疑を

ります。

行います。

これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。討論はござい

３８ページ。

ませんか。

歳入歳出一括で行います。質疑はございま
せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

討論なしと認めま

す。

総括、ございません

か。

これで、討論を終わります。
これから、議案第６４号平成２４年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

町上水道事業会計補正予算（第１号）の件を

これで、質疑を終わ

ります。

採決をします。
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
ませんか。

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。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

討論なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第６４号平成２４年度足

これで、討論を終わります。

寄町上水道事業会計補正予算（第１号）の件

これから、議案第６３号平成２４年度足寄

は、原案のとおり可決されました。

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

４７ページをお開きください。

業特別会計補正予算（第２号）の件を採決を

これから、議案第６５号平成２４年度足寄

します。

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１
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号）の件の質疑を行います。

ても、全く同様のシステムの透析装置という

５２ページ。

ことになっております。

収益的支出から、目で進めます。給与費、
質疑はございませんか。

透析装置につきましては、ダイアライザーと

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

従来の透析装置、一般的に今行われている
いう人工腎臓の中に血液を通して、そこから

経費、質疑はござい

ませんか。

老廃物を除去するという形でありますけれど
も、この新しいオンラインＨＤＦという装置

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

につきましては、そのダイアライザーに入る

研究研修費、質疑は

ございませんか。

より多くの不純物、老廃物を取り除くことが

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

前に、血液にきれいな透析液を加えまして、
できるということで、非常に透析を受けてい

収益的収入に入りま

す。

らっしゃる患者さんに対して優しいものであ
るということで言われている装置でありま

一括で行います。質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。
そういうことで、患者さんに対するメリッ

次に進みます。

トというものは、メリットしかないのですけ

５４ページ。

れども、デメリットとしてあるとすれば、機

資本的収入及び支出一括で行います。質疑

械を管理する上で、きれいな透析液を常に管

はございませんか。

理するという部分が、より厳しくなるという

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ことがあろうかと思いますけれども、そう

総括、ございません

か。
１０番

いった装置を導入するということにしており
ます。

後藤次雄君。

○１０番（後藤次雄君）

以上でございます。
今回透析の新しい

○議長（吉田敏男君）

１０番

後藤次雄

機械が入るわけですけれども、これは既に清

君。

水町で同じような機械が入って、既に使用を

○１０番（後藤次雄君）

されているということなのですけれども、足

明があったとおり、やっぱり、この機械を入

寄も説明は受けていますけれども、大体同じ

れることによって、今、患者さんの負担も軽

ような内容の、同じような体制で透析をする

減される、それから、スタッフの作業も軽減

ことになるのか、それをちょっとお聞きした

されると、そういう中身ということでよろし

い。

いのですね。

○議長（吉田敏男君）

答弁、国民健康保険

○議長（吉田敏男君）

今、事務長から説

答弁、国民健康保険

病院事務長。

病院事務長。

○国民健康保険病院事務長（對馬邦彦君）

○国民健康保険病院事務長（對馬邦彦君）

お答えをさせていただきます。

先ほど言ったように、患者さんの体に優しい

今回、透析にかかわって、導入を予定して

ということもありますし、透析装置そのもの

おります透析装置でありますけれども、議員

が、かなりオートマチック化されておりまし

仰せのとおり、先日、清水赤十字病院のほう

て、スタッフのほうの手間もかなり易しく

で、十勝管内で初めて１０台、最新式の透析

なっているということでございます。

装置を導入したという記事が載っておりまし
た。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

当院が今予定しております透析装置につい

君。

― 22 ―

１０番

後藤次雄

○１０番（後藤次雄君）

まだできていない

いうことも、引き続き、これは院長先生を中

うちからこういうことを聞いたらどうかとい

心にやっていただきたいな、こんなふうに

うのをちょっと考えたのですけれども、実

思っています。

は、今、本別は２９人だかが通っていますよ

それから、後段の輸送サービスの関係であ

ね。バスで行っているのが１１人から１２人

りますけれども、これも、いきなり足寄にで

ということになっていますけれども。

きたからもうやめるよということにはならな

例えば、足寄で、来年からできた段階で、

いだろうというふうに思っております。これ

今、本別に通っているバスの１１人の方が、

は、その状況に応じて、どういう形でやって

例えば、足寄の病院に通うときに、それこそ

いくのがいいのかということは、これは引き

自家用で行くのか、それとも今のバスを、コ

続き検討をさせていただきたいなと。

ミュニティバスの関係も私は前回言いました

距離は近くなっても、しかし患者さんに

が、それを利用してやるのか、そこまで、ま

よっては通院が難しいよという方もいらっ

だ考えていないと言われれば、それでいいの

しゃるのかなという、そんな思いもしていま

ですけれども、そういうことで体制を整えて

すから、これは異論のないように、これは福

いくのかどうかも含めて、ちょっと考え方が

祉課のほうで、もちろん今は社教のほうに委

あったらお知らせください。

託してやっているわけでありますけれども、

○議長（吉田敏男君）

しっかりとそこら辺も、状況に応じながら対

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
私のほうからお答

えをいたします。

応をしてまいりたいなというふうに思ってい
ますので、今後の課題ということで了解をい

今現在、本当に後藤議員仰せのとおり、
今、本別の国保病院に大変お世話になってい
るというようなことでございます。

ただきたいなというふうに思います。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

まずもって基本的なことですけれども、う

よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。

ちの病院で透析治療を開始するから、もう地

（「なし」と呼ぶ者あり）

元でやるのだから全部来いという、こういう

○議長（吉田敏男君）

考え方は毛頭ございません。

か。

あくまでも、この間の患者さんの治療の経

総括、ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

過等々もあるはずですから、それはあくまで

○議長（吉田敏男君）

も、今、本別でお世話になっている患者さん

す。

質疑なしと認めま

が、本別の担当の先生としっかりお話をして

４７ページにお戻りください。

いただいて、そこで、じゃあ足寄にというこ

第２条主要な建設改良事業の追加及び、４

とになって初めて受け入れをしていくよう

８ページ、第５条予算第５条中企業債から、

な、緩やかな移行といいますか、そういうこ

第８条重要な資産の取得、第１条の追加ま

とを想定をしているところでございます。こ

で、一括で質疑をお受けをいたします。

れは、もう院長先生ともそんなお話もしてお

質疑はございませんか。

りますし。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それから、もちろんお互い隣同士でありま
すから、これは災害と同じで、いつ何どき、

○議長（吉田敏男君）
か。

何があるかわからないわけでありますから、

（「なし」と呼ぶ者あり）

これは将来的にも、まずは私どもが思ってい

○議長（吉田敏男君）

るのは、この間、お世話になっていたことも

ります。

踏まえて、これからも、いい意味での連携と

総括、ございません

これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。討論はござい
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ませんか。

報広聴常任委員会、議会運営委員会からの閉

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

会中継続調査申出書について審議いたしま

討論なしと認めま

す。

す。
以上で、本定例会の審議はすべて終了いた

これで、討論を終わります。

しますので、本日をもって閉会する予定であ

これから、議案第６５号平成２４年度足寄

ります。

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１
号）の件を採決をします。

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

報告を終わります。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

お諮りをいたします。

の方は起立願います。

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

これにて、委員長の

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

全員の起立です。

程に追加し、審議することにしたいと思いま

したがって、議案第６５号平成２４年度足

す。これに御異議ございませんか。

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

１号）の件は、原案のとおり可決されまし

○議長（吉田敏男君）

た。

す。

ここで、暫時休憩をいたします。

異議なしと認めま

したがって、追加議事日程のとおり日程に

昼食もありますから、１時再開といたしま
す。

追加し、審議することに決定をいたしまし
た。

休憩中に議会運営委員会の開催をお願いを
いたします。

◎
午前１１時５３分

休憩

○議長（吉田敏男君）

午後０１時００分

再開

報告を行います。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開いたします。

追加日程第１

行政

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

◎

行政報告

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

○町長（安久津勝彦君）

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

議長のお許しをい

ただきましたので、追加の行政報告を申し上
げます。

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

安久津勝彦君。

６月８日の集中豪雨による災害状況につい
た

だいま開催されました議会運営委員会の協議
の結果を報告します。

てでございます。
６月８日の稲牛地区及び螺湾高台地区の集
中豪雨による災害の状況について、御報告を

これより、本日の日程に追加し、町長より
行政報告を受けます。

いたします。
８日昼過ぎから、稲牛地区及び螺湾高台地

次に、報告第１２号を受けます。

区を中心に、地表で暖められた湿った空気が

次に、議案第６６号と意見書案第３号、意

冷たい空気のある上空に流れ込み、大気の状

見書案第４号を即決で審議いたします。

態が不安定となり積乱雲が発達し、局地的に

次に、議員派遣の件と総務産業常任委員会
からの所管事務調査期限の延期について、総
務産業常任委員会、文教厚生常任委員会、広

短時間、非常に激しい雨が降ったため、災害
が発生いたしました。
まず、降雨量でありますが、帯広開発建設
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部が設置した稲牛観測所のデータでは、午後

対応ができないのり面崩壊の被害額をおおよ

１時４０分から２時までの２０分間の雨量が

そ１１３万４,０００円と見積もっており、

２ミリ、午後２時２０分から２時３０分まで

近日中の復旧を予定をしております。

の１０分間の雨量が１ミリ、降り始めからの

次に、農作物の被害でありますが、稲牛地

降雨累計は４ミリとなっており、また、気象

区及び螺湾高台地区で６戸の畑が冠水や流出

庁が設置した上螺湾観測所のアメダスのデー

の被害を受けられ、作物別では金時などの豆

タによりますと、午後０時２０分から１時１

類が約３.７ヘクタールとビートが約３ヘク

０分までの５０分間の雨量が４ミリ、午後１

タール、スイートコーンと芋がそれぞれ約

時４０分から２時５０分までの1時間１０分

０.１ヘクタールの合計約６.９ヘクタールの

間の雨量が４ミリ、降り始めからの降雨累計

被害があり、被害額は、現時点の調査でおお

は９ミリであります。

よそ５１８万円と推定しております。

いずれの観測所とも、被害のあった地域か
ら５キロメートル以上離れており、気象庁の

なお、今回は、農林道や森林の被害はあり
ませんでした。

解析雨量に基づく予測値や被災状況、被災地

また、町道が被災した際などに早急な補修

域の方々からお聞きした内容から推測する

工事をするために予算計上している町道応急

と、午後１時４０分からおおよそ１時間、稲

補修工事の予算残額が、今回の足寄白糠線の

牛地区から螺湾高台地区にかけて、数十分間

り面補修工事等の執行により１００万円以下

に２０ミリ以上、時間雨量に換算すると４０

となることから、今後の大雨や台風シーズン

ミリ以上の突発的で局地的な豪雨、いわゆる

を控え、被災時の応急的な補修費用を一定程

ゲリラ豪雨が発生し、地面の浸透能力や排水

度確保しておく必要があるため、補正予算を

能力を超える急激な降雨により被災したもの

追加で提案させていただきますので、御理解

と推測しております。

を賜りますようお願いを申し上げます。

町の対応状況についてでありますが、８日

最後になりましたが、被害に遭われた皆様

午後２時３０分ごろに稲牛地区の住民から、

に心からお見舞いを申し上げ、御報告とさせ

町道足寄白糠線の稲牛生活改善センターか

ていただきます。

ら 、 おお よ そ１ .３ キ ロメ ー トル 東 の地 点

○議長（吉田敏男君）

で、路面への土砂流入やのり面崩壊が起きて

終わります。

これで、行政報告を

いるとの連絡があり、建設課職員が現場に急
行し、午後３時過ぎから午後５時３０分ごろ

◎

報告第１２号

まで、路面に堆積した土砂の撤去と、応急対

○議長（吉田敏男君）

応として崩壊したのり面のシート保護等を行

第１２号株式会社あしょろ農産公社の経営状

いました。

況の報告についての件を議題といたします。

また、午後３時ごろに、ＪＡあしょろから
畑の冠水や流出の連絡があり、経済課職員が

追加日程第２

報告

本件について報告を求めます。
経済課長

岩原栄君。

稲牛地区や螺湾高台地区の現場の状況確認を

○経済課長（岩原

しております。

なりました報告第１２号株式会社あしょろ農

今回の大雨による被害状況ですが、土木被
害といたしまして、町道足寄白糠線１路線の
おおよそ２００メートルの区間で土砂流入が
３カ所、のり面崩壊が２カ所ありました。
土砂流入にあっては、町の建設機械により
直営で土砂撤去等を行いましたが、直営での

栄君）

ただいま議題と

産公社の経営状況の報告について御説明申し
上げます。
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
定により、別紙のとおり報告するものでござ
います。
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１ページをごらんいただき、右欄で報告さ
せていただきます。

チュラルチーズ協議会を通じて開発した新商
品とかちふれっしゅの販売を開始し、さらに

平成２３年度の事業は、ふるさと雇用再生

は、本年度１年間ではありますが、緊急雇用

特別対策事業の最終年度として、製造技術者

創出推進事業を活用して１名の雇用を図るこ

の確保及び製品管理の徹底、販路拡大を目的

とで、製造・販売強化に向け業務を推進して

に２名の雇用を継続し、業務の促進が図られ

おります。

ました。

本年度の補助金等を活用したこの４年間に

課題でありました製品技術向上の改善とし

おいて、国等から補助金による事業成果は

まして、主力製品のゴーダチーズは、従来の

徐々にあらわれておりますが、依然として経

真空包装から表面を磨きながら熟成させる方

営が厳しい状況であり、従業員一同、健全経

法などにより良質のセミハード系の製造と

営化・公社基盤確立に向け邁進するととも

し、カマンベールチーズにおいては、製法見

に、今年度で一定の成果があらわれない場合

直しなどの品質向上対策による風味豊かな良

につきましては、将来的経営に向け、何らか

質の製品づくりにより、安定した製品ができ

の方針を打ち出さなければならない状況と考

るようになりました。

えておりますことから、本年度があしょろ農

平成２３年の決算は、外販については、既

産公社の存続に向けた正念場になる年である

存先での店頭販売及び各種物産フェア、イベ

ことを踏まえて、役員体制を強化するため

ントに積極的に参加してＰＲ等を行うことに

に、取締役員を１名増員することで農産公社

より、前年度比１２４％、３４４万９,００

機能の充実を図ることとしており、町として

０円の増収となり、直販店、これはハイデと

も、引き続き、経営改善に向けた支援をして

呼びますけれども、チーズ売り上げ前年度比

まいります。

１０２％、直販店ハイデの売り上げ総額で６

なお、別紙３ページからは、平成２３年度

１３万９,０００円となりましたが、軽食で

（第２０期）決算報告書及びページ７ページ

は 前 年度 比 ９６ ％ 、物 販 は９ １ .６ ％と な

からの平成２４年度（第２１期）事業計画及

り、レジ通過来客数は、前年度より５３０名

び経営計画を添付しておりますので、御参照

減の２万７１７名でありました。

いただきますことを加えまして、この決算に

要因としましては、道路交通状況だけでは

つきましては、去る６月８日に開催されまし

なく、新製品の開発やＰＲ不足などと認識し

た株主総会において議案として提出され承認

ているところでありますが、売り上げ実績

されているところであります。

は、対前年度比１０３.９％、１５６万１,０

以上で、株式会社あしょろ農産公社の経営

００円の増額で、総売り上げ４,１１７万円

状況に関する報告とさせていただきますの

となり、ふるさと雇用再生特別対策事業交付

で、御審議のほどよろしくお願いいたしま

金による営業外収入及び経費縮減対策によ

す。

り、当期純利益は６０万２,０００円と３期

○議長（吉田敏男君）

連続の黒字決算となりました。

し質疑を行います。質疑はございませんか。

町民の皆様に愛され、また、魅力ある商品

９番

ただいまの報告に対

井脇昌美君。

開発と安定した製品づくりのために、平成２

○９番（井脇昌美君）

４年度事業については、売り上げ計画総額前

ら、３期連続の黒字という、本当に刃渡りみ

年度比１２４.６％を見込み、販売戦略の積

たいな経営をずっとここ何年間かやってき

極策として全道的な食クラスターなどを活用

て、毎年毎年、この農産公社のお話がいろい

するとともに、消費地における立ち売りや店

ろ議論されてきた経過はあろうと思うのです

頭販売、取り扱い先の拡大に加えて、十勝ナ

けれども、その中で、本年度の２４年度の経
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ただいま経済課長か

営計画の中で、たしか、これは緊急雇用創出

字だけに、この補助、また、前年度もそうで

推進事業の補助を得ているはずなのですけれ

すけれども、六十数万円の補助金を入れても

ども、営業外収益のちょっと内訳だけ説明い

７００万円前後の、入れてもそのような数字

ただきたいと思います。

しか入れない。

○議長（吉田敏男君）
○経済課長（岩原

答弁、経済課長。

栄君）

もう本当にじわじわじわじわ、がけに向

ただいまの緊急

かって事業を起こしていると同じなものです

雇用創出推進事業ですけれども、平成２４年

から、これに対する、なかなか難しいと思い

４月から来年２５年の３月までの１年間とし

ますけれども、秘策というのはなかなか得ら

て、製造１名ということで３４７万５,５０

れないとは思う、それを皆さん協議している

０円、こちらが営業収益となっております。

とは思うのですけれども。

その他につきましては、自販機売り上げ等

このまま、ずるずるずるずる、直面してい

が含まれていると思いますので、合計額でこ

るのははっきりしているのですけれども、何

の金額で計上されているということになりま

か、ただ、見えるだけでどうしようもないと

す。

いう状態なのですか、その辺はどうですか。

以上であります。

○議長（吉田敏男君）
井脇昌美君。

答弁、経済課長。

○議長（吉田敏男君）

９番

○９番（井脇昌美君）

この今の雇用創出推

の質問に対してお答えしたいのですが、やは

進事業に対しての、ほとんど新たに雇用創出

り経営が上向くためには、販売販路を拡大し

によって、この金額は新規に１名採用してい

ていくというのは、まさにそのとおりでござ

ますから、大事なことですし、あれなのです

います。

○経済課長（岩原

栄君）

ただいまの議員

けれども、この事業のいわば決算だけはよく

農産公社としましても、これまで製品管

通るのですけれども、私はよく、この数値だ

理、その他いろんなものがあったということ

けは赤字だからどうだこうだ、やめてしま

も踏まえて、昨年度から順調にそういう管理

え、つぶれてしまえ、何打てということにな

体制が整ってきたということ、それから、製

らないです。

造技術、そういった製品管理も含めて、若干

特に足寄の場合は、従来、今までとってき

ではあるのですが、右肩上がりにチーズの販

た放牧酪農との大きな背後に絡みがあるわけ

売が伸びてきているということでございま

ですから、そこの中で、昨年までは７００万

す。

円、ことしはこうして３４７万円という補助

なおさらその販売を、とにかくどう拡大し

で、これも単年ですよね。たしか、ことしで

ていくかと、秘策があるのかということでご

切れるということですから。これからの、も

ざいますけれども、本年度、とかちふれっ

う目に見えて、そして、ことしあたりも四十

しゅということで、これは十勝管内のチーズ

数万円ぐらいの利益、本当に刃渡りで来てい

工房が１０工房集まって、決められた乳酸

るわけですから、何か秘策的なもう目に見え

菌、それから、牛乳生産が工房から５キロ

て、そして、いろんな人にお聞きすると、人

メートル圏内の牛乳ということで、それぞれ

件費も本当に最小限度に抑えて抑えてきてい

製造をして、そして一丸となってやっていく

ると、今日まで。

という体制づくりが整いまして、この農産公

それと、販売に対しても、また製造コスト

社のほうの工場に勤務されて製造している山

にしても、最大のこうして売り上げも前年度

岸氏がこの公社の副会長にもなったというこ

対比１０３％だったかな、今、報告された中

ともあって、そういった十勝一丸となってい

で。いろんな最大限の、これ以上どうしよう

る中に、この農産公社のチーズもそれに入っ

もないというような努力を重ねてこういう数

て、そして販売販路を拡大していくのだとい
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うことが第１点あると思います。

はないかと思っております。

また、販売の促進に向けて、かなり店頭販

それで、職員が安心して意欲を持ってチー

売、依頼して店頭販売するのではなくて、み

ズの生産と販売に打ち込めるように、雇用に

ずから、やっぱり出向いて売ることによって

関する環境整備をしてあげることが、公社の

販路が拡大していくという効果も、徐々では

経営の改善につながるのではないかと思って

あるのですけれども、あらわれてきていると

おりますが、そこのところ、答弁をお願いし

いうことを報告も受けていますので、本年度

ます。

含めてこの１年間、そういった意も含めて販

○議長（吉田敏男君）

路拡大に向けていきたいというふうに、秘策

○町長（安久津勝彦君）

というふうには当たらないと思いますけれど

ということもありますから、私のほうからお

も、一丸となった販売を進めていくという状

答えをさせていただきます。

況であるということであります。

りましたとおり、本当に綱渡り的な経営状況
よろしいですか、他

に質疑ありませんか。
３番

が続いているということでございます。
少し最初に数字的なことをお話しさせてい

榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君）

私も取締役の一員

先ほど、井脇議員からの御質問の中にもあ

以上であります。
○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

ただきますと、本当に、３年前、４年前にな
放牧酪農のチーズを

りますか、ちょっと大赤字を出しまして、あ

生産して、足寄の牛乳の付加価値を宣伝して

る意味、無理な部分も議会にもお願いをして

いることに、放牧酪農の推進を宣言している

経営診断、それから、３年間は国の補助事

町として、チーズ工場の存在は大きな宣伝効

業、これで何とかお認めいただきたいという

果を発揮していると思っております。

ようなことで、そういう補助事業が採択され

それで、宣伝費をかけていると思えば、多

ればという前提条件といいますか、これは株

少の赤字はいいのではないかなと私は思って

主総会も同じでありましたけれども、そうい

るところです。

う形の中で前期で３年間の補助事業が終了と

それで、チーズ工場の役職員、付加価値の

いう、こういうことになりました。

ある牛乳を生産している酪農家、扱っている

そこで、ちょっと数字的なことを申し上げ

農協、行政指導する役場が知恵を出し合っ

ますと、昨年、この補助事業は８２７万円ぐ

て、前向きに取り組んでいくべきだと思って

らい営業外収入で収入として受け入れをして

おります。

いるのです。それを含めて、第１９期の決算

そして、今回、やはり岩原課長がお話しさ
れましたように、受け身ではなく外へ出向い

額というのは６０万２,０００円の黒字でし
たということであります。

て販路を広げていくという、そういう意気込

そこと、今期、２０期の経営計画、これは

みでまだ頑張っておられます。そして、製品

一番後ろに載っていますけれども、税引き前

自体も上向きによくなっているという、今、

の利益で４５万３,０００円なのですよ。こ

状況であります。

こだけを見ると、お話にならないのではない

そして、このような今の現在の経済状況や

のというところに行き着くかなというふうに

交通事情、従来のチーズ製品の品質の安定な

思うのですけれども、ここをもうちょっと掘

どを考慮しますと、短期間で結果を出すこと

り下げていただくと、ことし１年限り、先ほ

は、だれがやっても至難のわざだと私は思っ

ど課長が説明いたしました、１年限りの新た

ております。

な緊急雇用創出推進事業という、これをまた

優秀な人材を継続して確保して、時間をか
けて欠損期の解消を図っていってもいいので

お世話になって導入をすると。この金額が３
４７万円なのです。
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そうしますと、先ほど言いました前期の８
２６万円と比較しますと、収入と見た場合、
４８０万円減るのです。

績を積み重ねて、さらに上に行かないとなら
まいということです。
そこで、私どもも非常に頭を悩ませている

ですから、言葉を変えれば、４８０万円と

というか、どうしたらいいのかという部分で

使用料をおつけしています４５万３,０００

ありますけれども、今の榊原議員からは、

円、これだけ経営は改善するよ、させるよと

やっぱりこれは単なるチーズの販売だけじゃ

いう計画なのですよね。

ないと、足寄町が取り組んでいる放牧酪農、

ですから、先ほど課長も答弁させていただ

これはいろんな意味、多方面にわたって宣伝

いたとおり、経営としては少しずつですけれ

効果等々含めて、あるいは町の特産品の一つ

ども、上向いているというのはこれは事実な

としてという、こういうことで多少の赤字は

のです。しかも、この中心は何かというと外

という、そういう寛容な御意見もいただきま

販部門なのです。

したけれども。

ただ、残念なるかな、ちょっと表現が悪い

しかし、そうはいっても、やっぱり町民の

かもしれませんが、外販部門が伸びてはいる

血税２,０００万円という出資をしているわ

のですけれども、収益幅、もうけ幅というの

けでありますから。今現在、出資金に、約６

は、実は外販の場合は卸値価格で出すわけで

３０万円ぐらい出資金に食い込んでいるとい

すよね。ですから、同じ個数があそこのハイ

うことでありますから。総体の出資金という

デ、直売店で売れるのと、外販部門で売れる

のは３,０００万円の会社でありますけれど

のといきますと、もっともっと伸びていかな

も、既に繰り越し損失を出していますから。

いと、もうけ幅が少ないですから、一気に経

これも、いっときピーク時は１,０００万円

営は改善をしないという、そういうことで

を超えることで大変だということだったので

す。

すけれども、今現在は６３０万円ぐらいまで

それと、もう一つ、やっぱりつらい状況と

圧縮はしてきているのですけれども、しか

いうのは、御案内のとおり、燃油、燃料価格

し、６３０万円が食い込んでいるということ

がどんどん上がっています。あわせて、原料

でありますから、ですから、まさに株主総会

乳についても値上がりしているのです。

でも申し上げたのですけれども、今年度がま

ですから、製造原価にかかわる分について
も値上がりしてきているということもあっ

さしく本当に、正真正銘といいますか、正念
場だというふうに思っています。

て、こういうつらい状況もあるという中で、

ただ、そのことも、では、第２０期の決算

何とか、仲野社長を先頭に頑張っているとい

が終わってからさてどうするかということで

う状況でございます。

は、これはちょっと遅きに失するということ

そこで、これから先のことでありますけれ

もありますから、これは、私の今の頭の中で

ども、先ほどから申し上げているとおり、今

は、第２四半期ぐらいの経過を見た中で、ど

回の緊急雇用創出推進事業というのは１年限

うするのだということの方向づけをある程度

りです。

していかないと、これは大変なことになって

ですから、来年からは営業外収入というの

しまうなと。それこそ、最悪のことを考えて

は見込めないわけですから、まさしく、この

しまうと、出資金がなくなってしまうという

三百約５０万円弱、このお金が入ってこなく

ことも考えられるということもありますか

なったときにはどうなのというと、仮に今の

ら。

状況、もっといえば、今年度の計画どおりで

ですから、ここに書いてあるとおり、まさ

いきますと、もう赤字ということになるので

しく存廃もかかった当然、今期の営業活動も

すよ。さらに２０期の計画よりも、さらに実

しなくてはいけませんし、もっといえば、そ
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のことも町としても、私どもとしても、念頭

がっていかなくてはならないという状況なの

に置きながら、将来のことも探らざるを得な

です。

いのかなと、このような思いもしています。

そういうところで、果たしてお客様が、私

ついては、一応、株式会社という形態を

はそこを上がれないから下で待っているわと

とっていますから、その中で町の立場という

いうようなことを、行ったときに私は聞いた

のは大株主、株主の一角を占めているという

ことがあるのです。

ことでありますから、大株主として意見も

だから、施設の改善の必要性というところ

言っていかなくてはいけない。これは単に執

も、やはりまた検討していただくとか、いろ

行者の私どもの意見だけを言えばいいかとい

いろ検討していく課題はたくさんあろうかと

うと、そうでないというふうに思っています

思います。

から。

それで、役員の方の報酬のほうも前年度と

これは、今、私は第２四半期というような

今年度を比べましても減っております。やは

ことも申し上げましたけれども、この状況に

り、それは、私、反面から見ると意気込みだ

よっては、やっぱり議会にも相談をさせてい

と思っておるのです。もっとこのチーズ工場

ただいて、議会の御意見も踏まえながら、町

をよくしていきたいという私は意気込みだと

としての大株主としての意見を会社のほうに

思っております。

も申し上げていかなくてはいけないのかな

そこの中で、この施設の改善の余地はある

と、そういう状況だというふうに私は認識を

のか。そういうところで、かなり売り上げが

しているところでございます。

私は変わってくるかもしれないと思っており

本当に単純な引き算からいけば、もうから
ないならやめてしまおうというのが一番簡単

ます。そこのところのお考えはあるのかどう
かということです。

なのでしょうけれども、しかし、榊原議員が

そして、２階へやっとこさ上がったら、下

言われたようなことも反面あるわけでありま

にはトイレがあるのですけれども、そのまま

すから、そのことも含めてどうしていくのか

ざーっと上がっていって、２階のおトイレに

ということは、ぜひ、この機会に議員各位の

行くと和式だったと。お年寄りの場合は、全

皆様方からもお知恵を、あるいは御意見も

然、足が悪いのにこんな和式トイレは大変だ

ちょうだいしたいということを申し上げて、

というところもあります。

私からの答弁とさせていただきます。

そういったところで、下でトイレを使って

以上でございます。

いただくなら、そういうような看板を出して

○議長（吉田敏男君）

３番

榊原深雪君。

いるのかとか、そういった、やっぱりサービ

○３番（榊原深雪君）

やはり、道の駅とし

スの向上も努めていかなければならないので

ての役割としても果たすことが多々あると思
います。そして、道内でも珍しく道の駅が二

ないかと、大事なチーズ工場であれば。
そういうところも必要ではないかと思って

つあるということです。そう簡単に道の駅を

いるのですが、どうお考えでしょうか。

なくすというお話は余り聞いたことがありま

○議長（吉田敏男君）

せんし、それで、いかに道の駅としての機能

○経済課長（岩原

を果たすかということが１点と、あと、今

駅の機能ということでありますけれども、議

の、商品が結局いいのがあっても、利用して

員がおっしゃるとおり、当初からの道の駅と

いるお客様に本当に喜んでもらえるような施

してつくられた施設ではないということであ

設になっているかと思いますと、高齢者が来

ります。

答弁、経済課長。

栄君）

ただいまの道の

たときに、バスで下のほうにおりて上がって

足寄町が最初の道の駅に認定を受けた四つ

いくと、そして、施設に入るとまた階段を上

のうちの一つということですけれども、施設
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ができ上がってから道の駅に指定されたと。

○議長（吉田敏男君）

そうはいっても、今は道の駅に指定されてい

いたします。

るわけです。
その後、駐車場等につきましては、たし

午後

１時３５分

休憩

午後

１時３７分

再開

か、チーズ工場の正面玄関の前に拡大をして

○議長（吉田敏男君）

つくられたと。大型バスについては上のほう

再開いたします。

ということで、下側の駐車場も使えますが、

ここで、暫時休憩を

休憩を閉じ、会議を

経済課長、答弁。

上まで来られるようになったということが一

○経済課長（岩原

つあると思います。

詳細なことが今不明ということでございま

建物自体も、物販等をやるにしても、まず

栄君）雑費については、

す。大変申しわけありません。

懸念になっているのはやはり階段でございま

それから、もう一つの損益のほうの１,１

す。階段のほうについてもかなり急階段だと

２５万１,３１５円、雑収入の内訳でござい

いうことは、お年寄り等も含めて安全に通過

ますが、これは、ふるさと再生雇用特別対策

できないということはあると思います。

推進事業の８２６万９,８００円と、それか

そういった改修、トイレの話もありました

ら、畜産物処理加工施設の維持管理業務、こ

が、改修については、ちょっと今のところ私

の１７０万円となっています。そちらの合計

ども経済課としては、改修するものは特に案

金額となっております。

は持っていませんが、この施設というか道の

それと、雇用促進奨励金が３０万円でお二

駅の活性化につなげる一つの方法としては、

人分が６０万円と、自動販売機その他で６８

ただいま、今、十勝山麓シーニックバイウェ

万１,５１５円が、その合計額が１,１２５万

イといいます、十勝山麓ルートで鹿追から

１,３１５円となっております。

ずっと来るライン、ルートとして、この位置

○議長（吉田敏男君）

３番

が位置づけされておりますので、そのシー

○３番（榊原深雪君）

ありがとうございま

ニックバイウェイ協議会の中で、いろんな意

す。

味でこの道の駅のＰＲをさせていただきなが
ら、顧客集客に向けた活動がとれるのでない
かととらえているところであります。

榊原深雪君。

２４年度の売り上げ目標が１５０％という
ことですね、１５３％ですよね。
そして、この金額を見たときに、チーズを

以上であります。

販売するという難しさというか、大変なこと

○議長（吉田敏男君）

３番

榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君）

大体わかりましたけ

れども、帳面のことちょっとお聞きしたいの
ですけれども。

だと思うのです、この数を売るということ
は。
それで、今回、新しくお勤めになった方が
外販のほうで力を入れていくとすごく意気込

販売費及び一般管理費の中で、５ページな

みを持ってやっていらっしゃいます。

のですが、雑費の４５万５,６３９円という

それで、その中で、やはり冒頭に報告にあ

のがありますが、総会で承認されたというこ

りましたように、一定の成果があらわれない

とですけれども、この雑費の内訳というのは

場合は、将来的経営に向け何らかの方針とい

わかりますでしょうか。

うことでうたっていらっしゃいます。

それと、数字のことです、もう１点です。

そして、この１５３％売るぞという気構

もう１点、損益計算書の雑収入という項目

え、この気構えと、ここの最初の報告だった

で、１,１２５万６,８３５円、これの内訳が

ら、やっぱり働く人の意欲が損なわれると。

わかりましたら教えていただきたいと思いま

もちろん、先ほど町長がお話になったよう

す。

に、投資している額が大きいですからわかり
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ますけれども、町でいえば２,０００万円相

とがいいのかどうなのかということになりま

当の金額を個人の方ももちろん出して、今は

す。

もう４万円ぐらいしか値はないと。

ですから、社長からもそういう御提案もい

でも、それが返ってくる、その５万円が、

ただいているのですけれども、これは、よし

出資した額が戻ってくるなんて余り考えてい

わかった、任せておけとは、私の立場では

ないのですよね、小口投資者は。だから、本

ちょっと現在の段階で言い切れないという、

当にチーズ工場で頑張ってほしいという気持

正直言って悩ましいところだということでご

ちでいっぱいなのですね、株主のほうは。

ざいます。

だから、そういうところで精いっぱい、も

それから、職員の士気のことも言われてお

う１年様子を見るということではございます

りました。少し触れさせていただきますと、

けれども、もちろんのことですけれども、農

現在の仲野社長も、正直言って社長に就任し

協さん、そして先ほど言いましたように、役

ていただいたときに、経営状況もひどい状況

場とみんなで連携をとって、本当に後押しし

に入っていましたから、申しわけないけれど

て応援してあげていただきたいなと私は思い

も、社長ということだけれども月１０万円、

ますので、よろしくお願いいたします。

１２０万円でお願いをしたいと。

そこのところ、答弁をお願いいたします。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

しかも、社長は御案内のとおり、大誉地の
ずっと遠いところからです。社長は常勤では

私のほうから、お

答えをいたします。

ありません。しかし、まじめな方ですから、
用事のないときは、ほぼ毎日出社をしていた

先ほどの周辺の整備、あるいは、改修のこ

だいている。平たく言えば、ガソリン代で消

とも含めてでありますけれども、実は、私が

えてなくなっちゃうのかなという、そのよう

畜産を担当していた職員時代から、さらに、

な状況で奮闘していただいています。

あのころはまだよかったのです、多額の寄附

それから、職員についても、やはり、ある

もいただいたりして、そのときにも、例え

意味、社長も厳しい社長ですから、やっぱ

ば、先ほど議員がおっしゃっていましたチー

り、もうからない以上は給料も出せないよと

ズ工場のトイレは、２階だと、しかも、エレ

言ってもらって、申しわけないけれども、従

ベーターもないと。階段、しかも、洋式でな

業員の方、これはパートの人も含めて、いっ

いということも含めて、そういった改修がで

ときよりも相当、給与も絞り込んでいるとい

きないかだとか、エレベーターの設置ができ

うような状況で今日を迎えているというよう

ないか、あるいは、地下が結構広いものです

な状況であります。

から、地下に移せないかだとか、いろんなこ

役員報酬は１３０万円ぐらいになっていま

とも検討をしましたし、そして、現在、仲野

すけれども、この役員報酬は、その他の取締

社長の意向も、できれば下で売れないかな

役も報酬などという部類ではなくて、取締役

と、要するに、トイレのそばですね、下の。

会があるときにガソリン代といいますか、日

そういう御提案もいただいているのですけれ

当程度を支払いをしていると。それが経理

ども、はっきり言えることは、体力がござい

上、役員報酬に入っているというようなこと

ませんから会社ではできないということで

で、総額１３０万円ちょっとということに

す。これは明々白々です。仮に、そのことが

なっているというようなことでございます。

できるとすれば町がやらなくてはいけないと

今回、議員からいろんな前向きなお話もい

いうことだというふうに思っています。

ただきました。先ほど申し上げた、この１

そうすると、やっぱり今の状況の中で、

年、もっといえば第２四半期ぐらいを見通し

じゃあ、町としてあそこに町費を投入するこ

た中で、私としてはやっぱり議会にも相談を
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したいというふうに思っていますので、その

９番

井脇昌美君。

ときに町としてどうするのかと。それこそ町

○９番（井脇昌美君）

民の御理解もいただいて、さらに町としてあ

話を今聞かせていただいている中で、寛容だ

そこにお金を投入していくのか、あるいは、

とか前向きという中で、理事者のほうも、こ

もうそろそろということになるのか、そこら

れは一つの出資者を募って、公社ですからあ

辺はもう本当に腹を割った相談をさせていた

れなのですけれども、町長のスタンスも非常

だいた中で、町としての方向づけをしていき

に難しいところがあろうと思うのです。

一連のやりとりのお

たいなというふうに考えていますので、そう

私も冒頭に言ったように、このあり方とい

いうことで何とぞ御理解をいただきたいな

うのは、もう背後には放牧酪農という非常に

と、このように思うところでございます。

重い連携が図られていると、これを我々も

以上でございます。

やっぱり理解しなくてはいけないのです。

○議長（吉田敏男君）

３番

榊原深雪君。

ただ、発言の中で、赤字でも構わないだと

○３番（榊原深雪君）

今の町長の答弁の中

か、これは町の血税がこれだけ多額なものが

で、以前から下のほうにもお店ができないか

投資されている中で赤字でも構わないだと

ということで話があったということで、もし

か、それとか、どこでどういう意図でそうい

可能であれば２階の、そうしたら、下でもし

うような発言をされたのか、出資金の４万

売店ができるのであれば、そんな立派な建物

円、５万円は要らないのだと、要らない、寄

は要らないわけですけれども、トイレを改修

贈しているような発言は、私はちょっとこれ

しなくてもいいですよね、下のが使えるわけ

は問題があると思います、出資者に対して。

ですから。そういうところでもまた変わって

このことは、どういう意図で、どのような

きますし。

調査の中で、出資金はもうすべてそれをもら

私は、細かいことを言うつもりは、もちろ
ん、ありませんけれども、そういった発想が

おうと思っていませんからと言ったものなの
か、そのことが真実であればです。

もしおありであれば、あるコンビニなんかで

この公の場でお話をするというのは、私は

もそうなのですけれども、店の中で売ってい

非常に意見としては重たいと思います。その

たソフトクリームが隣の建物にテント、パラ

辺は後からきちっと精査していただきたいと

ソルでソフトクリームを売っただけで、もう

思いますよ、出資者に募って。本当に要らな

何倍もの売り上げがあったという話も聞いて

いと言っているのか。

います。

そして、事業というのは本当に難しいので

素材のいいものを、すごくソフトクリーム

す。だけれども、私は冒頭で言ったはずで

なんかもおいしいものを売っていらっしゃい

す。赤字でも構わない人は、私は言いません

ますので、そういったところを生かして、そ

けれども、これには非常に、この数値だけで

んな立派なお店は、冬はそんなに売れるもの

は得られない、我々も理解しなくてはいけな

ではありませんので、やはり、夏は夏のよう

いところがあるのですよと。

な、そちらのほうで販売できるのであれば、

それは何かといったら、放牧酪農という思

可能であれば、そういうことを行動を起こし

い思い足寄で、いろんな中でキャッチフレー

ていただいて、取り組んでいただけるような

ズとしてこれを外にＰＲしていて、非常にそ

お話し合いを進めていただきたいなと思って

のことが根づいてやや来ているわけですか

おります。

ら、そのことも私は理解しているつもりで

以上です。終わります。
○議長（吉田敏男君）
せんか。

す。

他に質疑はございま

その中で、冒頭から赤字にしても構わない
という意見は私はいかがなものかと思うし、
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最後には出資金に触れていましたね。出資金

というふうに考えるわけでございます。

のあれはだれも戻ると思っていませんよと。

これは、やめるのは簡単なのですよね。し

私は、それはちょっと同じあれでも場とし

かしながら、これから先にこれを計画をして

て、町長は寛容だとか前向きな意見というふ

いくということのほうが相当に難しいと。

うにとらえられたかもしれません。それは

ここで、しかしながら、これから将来未来

行った来たの話で構わないことなのですけれ

に向けて、今６３０万円なのだけれども、こ

ども、私は、そこまであれするのではなく

れがどのくらいの赤字になったときに見切り

て、やはりしっかりと、この経営だけはやっ

をつけるのかというボーダーラインという

ぱり厳しく、毎年毎年、町長も苦しんできた

か、これらをやはり考えておく必要もあるの

だろう、議論、私は、昨年も一昨年も私は議

ではないかというような気もするわけなのだ

論したのですけれども、わかっているので

けれども、その辺について、もしお考えがあ

す。

ればお聞きをしたいと思います。

その辺も踏まえて、町民の血税を当たった

○議長（吉田敏男君）

株主としての意識を何とかあれしていただき

○町長（安久津勝彦君）

たいということです。

す。

○議長（吉田敏男君）

今のは、意見でよろ

しいですね。
はい。

○議長（吉田敏男君）

他にございますか。

将来に向けて、ボーダーラインといいます
とは持ち合わせておりません。

木村明雄君。

○４番（木村明雄君）

お答えをいたしま

か、そういう検討といいますか、そういうこ

○９番（井脇昌美君）
４番

答弁、町長。

ただ、現実問題としては、もう既に出資金
に手がついているわけでありますから、これ

足寄の農産公社、

チーズ工場は、今から２０年前、これは２０

は、会社としては決していい状況ではありま
せんので。

年、２０回の総会が終わったということです

ですから、先ほど冒頭にも申し上げたとお

から、２０年たったということになろうかと

り、もう既に繰り越し損失を出しているとい

思います。

うことですから、単純な引き算でいったら、

そこで、これだけの２０年というのは、口

もう早いうちにやめたほうがいいというのが

では簡単に言うわけなのだけれども、これは

単純な結論なのかなと、そのように思ってい

やはり歴史があるチーズ工場だと。そこに

ます。

は、やはり放牧酪農、そして、道の駅、それ

ただ、そこでもう悩んで苦しんでという

から雇用問題という形の中で、これは進んで

か、何か新策がないかということで模索をし

きた。

て、国からのそういった使えるお金なんかも

そして、今、２０年たって、現在６３０万

支援をいただきながら、何とかそういった中

円の赤字が出てしまったということであるわ

で活路を見出せないかということで、これま

けなのだけれども、先ほど榊原議員が、今は

た平たい言い方でありますけれども、もがき

年をとった人が皆さんそれぞれに足寄に来る

苦しみながらやってきていると。

というようなことで、２階の物販、それか

これは、いろんな要因がありまして、この

ら、ミニレストラン、この部分、それから、

間の説明しているとおり、売る物がなかった

これから先に向けてのトイレ、それだとか、

時期もあります。これは雑菌が入ってしまっ

そういうことも、やはり、これから先に向け

て売る物ができなかったということもありま

て、もし、この２０年たったチーズ工場を先

すから。それが、今現在、やっと前期で平常

まで延ばしていくということになれば、これ

時に戻ったと、いいものもできてきたと。

も考えていかなくてはならないのではないか

ですから、この間において、やっぱり従来
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いたお客様を失っちゃっているのですよね。

い悩んでいるという心情を申し上げて、答弁

要するに、出すものがなかったわけですか

とさせていただきます。

ら。そのお客さんが再開するまで待っていて

○議長（吉田敏男君）

くれるかというと、そんなことにはなりませ

他に質疑はありませんか。

んから。やっぱり、チーズもいろんなところ
がありますから。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ですから、まさしく、また新規開拓も含め

よろしいですか。

これをもって、報告

を終わります。

て、あるいは信頼回復も含めて、本当に社長
以下、大変な努力の中でここまで来たという
のは、これまた事実であります。

◎

議案第６６号

○議長（吉田敏男君）

ただ、本当は、３年間ということで議会で
も私も報告しましたし、さらには株主総会で

一番だったのは、その３年間の中で本当

議案

第６６号平成２４年度足寄町一般会計補正予
算（第４号）の件を議題といたします。

もそういう前提で御理解もいただいて、３年
間は存続をさせてきたということになる。

追加日程第３

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
町長

安久津勝彦君。

に、いや、もうなくても来期からは黒字でい

○町長（安久津勝彦君）

きますということで言えれば、もうずっと存

りました議案第６６号平成２４年度足寄町一

続していきますよということで胸を張って言

般会計補正予算（第４号）について、提案理

えるのですけれども、しかし、やはりこれは

由の御説明を申し上げます。

ただいま議題とな

ある面、町が進めている放牧酪農等々いろん

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

な、あるいは道の駅ということも背中に

４９３万５,０００円を追加し、歳入歳出予

しょっているわけでありますけれども、しか

算の総額を、歳入歳出それぞれ８５億１,２

し、やっぱり株式会社という会社組織ですか

３ ２ 万 ３, ００ ０円 と する も ので ご ざい ま

ら、そのことを考えたときには、やっぱり先

す。

が見えなければどこかで判断せざるを得ない

歳出について申し上げます。

なというふうに、これは思っています。正直

６ページをお願いいたします。

言って、これは苦しいですけれども。

６ページ、第８款土木費、第２項道路橋梁

そういう中にあって、本当に光が見えてく

費、第２目道路管理費、第１５節工事請負費

るということであれば、そういう助成がなく

におきまして、先ほど行政報告で申し上げま

てもやっていけるよというような見通しが立

したとおり、町道応急補修工事といたしまし

つのだとすれば、そこで初めて施設の改修だ

て ４ ９ ３万 ５ ,００ ０ 円を 計 上い た しま し

とかというところにもなってくるのかなと。

た。

底が見えない中で、またそこに税金を投入す

次に、歳入について申し上げます。

るということがいいのかどうなのかというの

第１０款地方交付税におきまして、普通地

は、正直言って私はまだ結論を出せないと。

方交付税といたしまして４９３万５,０００

社長からも具体的に、先ほども言いました
けれども、そういう提案もいただいているの
です。できれば、これでやってくれないか、
社長、ちょっと待ってくれというお話をして

円を計上いたしました。
以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。
御審議のほど、よろしくお願いを申し上げ

いるというのが現状だということでございま

ます。

すので、御理解という言葉がいいのかわかり

○議長（吉田敏男君）

ませんけれども、現状、そのようなことで思

理由の説明を終わります。
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これをもって、提案

これから、議案第６６号平成２４年度足寄

れども、総合条例第６５条第３項、ここに、

町一般会計補正予算（第４号）の件の質疑を

議員が提案をする議案等のうち、意見書案及

行います。

び決議案で内容の明確なものについては趣旨

６ページをお開きください。

説明を省略することができると、こういう規

歳入歳出一括で行います。質疑はございま

定になっております。それに準じますので、

せんか。

省略をさせていただきます。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○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

総括、ございません

か。

す。
これから、質疑を行います。質疑はござい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ませんか。

これから、討論を行

います。討論はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
質疑なしと認めま

す。これで、質疑を終わります。

討論なしと認めま

す。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

これで、討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これから、議案第６６号平成２４年度足寄
町一般会計補正予算（第４号）の件を採決を
します。

○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。

この表決は、起立によって行います。

これから、意見書案第３号２０１３年度予

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。

持と負担率２分の１復元など教育予算の確

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

算編成における義務教育費国庫負担制度の堅
保・充実を求める意見書の件を採決をいたし

全員の起立です。

したがって、議案第６６号平成２４年度足
寄町一般会計補正予算（第４号）の件は、原
案のとおり可決されました。

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）

◎

意見書案第３号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第４

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

意見

したがって、意見書案第３号２０１３年度

書案第３号２０１３年度予算編成における義

予算編成における義務教育費国庫負担制度の

務教育費国庫負担制度の堅持と負担率２分の

堅持と負担率２分の１復元など教育予算の確

１復元など教育予算の確保・充実を求める意

保・充実を求める意見書の件は、原案のとお

見書の件を議題といたします。

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。

◎

（「議長、説明省略」と発言する者あり）
○議長（吉田敏男君）

ただいま、説明省略

の声がございました。

○議長（吉田敏男君）

追加日程第５

意見

書案第４号地方財政の充実・強化を求める意
見書の件を議題といたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

意見書案第４号

本件について、提案理由の説明を求めま

この件については、

す。

もう既に皆さん方もおわかりかと思いますけ
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（「説明省略」と発言する者あり）

○議長（吉田敏男君）

説明省略ということ

でございます。

◎

追加日程第７

○議長（吉田敏男君）

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

追加日程第７

所管

事務調査期限の延期についての件を議題とい

説明を省略いたしま

す。

たします。
総務産業常任委員会に付託中の所管事務調

これをもって、提案理由の説明を終わりま
す。

査については、調査が終わらないので、同委
員会から次期定例会まで期限を延期されたい

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

との要求がありました。
お諮りをいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

委員会の要求のとおり期限を延期すること

質疑なしと認めま

に御異議ございませんか。

す。これで、質疑を終わります。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

したがって、総務産業常任委員会に付託中

討論なしと認めま

す。

の所管事務調査について、調査の期限を委員
会の要求のとおり次期定例会まで延期するこ

これで、討論を終わります。

とに決定をいたしました。

これから、意見書案第４号地方財政の充
実・強化を求める意見書の件を採決をしま
す。

◎

追加日程第８

○議長（吉田敏男君）

追加日程第８

閉会

この表決は、起立によって行います。

中の継続調査申出書の件を議題といたしま

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。

総務産業常任委員会、文教厚生常任委員

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

会、広報広聴常任委員会及び議会運営委員会

全員の起立です。

したがって、意見書案第４号地方財政の充
実・強化を求める意見書の件は、原案のとお
り可決されました。

の委員長から、条例第１３６条の規定によっ
て、お手元に配付をいたしましたとおり閉会
中の継続調査の申し出があります。
お諮りをいたします。
委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調

◎

追加日程第６

○議長（吉田敏男君）

追加日程第６

査にすることに御異議ございませんか。
議員

派遣の件を議題といたします。

○議長（吉田敏男君）

本件について、お手元に配付のとおり議員
を派遣したいと思いますが、これに御異議ご
ざいませんか。

異議なしと認めま

す。
したがって、委員長の申し出のとおり、閉
会中の継続調査とすることに決定をいたしま

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

した。

異議ないものと認め

ます。

お諮りをいたします。
本定例会の会議に付された事件は、すべて

したがって、議員派遣の件は、原案のとお

終了をいたしました。

り決定をいたしました。

したがって、総合条例第２８条の規定に
よって、本日で閉会をしたいと思います。
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これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、本定例会は、本日で閉会する
ことに決定をいたしました。
◎

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

これで、本日の会議

を閉じます。
平成２４年第２回足寄町議会定例会を閉会
いたします。
午後

２時０５分
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