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◎議事日程
日程第

１

会議録署名議員の指名について＜Ｐ４＞

日程第

２

会期の決定について＜Ｐ４〜Ｐ５＞

日程第

３

諸般の報告（議長）＜Ｐ５＞

日程第

４

報告第１６号

総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ５＞

日程第

５

報告第１７号

文教厚生常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ５＞

日程第

６

議案第８４号

平成２３年度足寄町上下水道事業会計決算認定について
（平成２３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８＞

日程第

７

議案第８５号

平成２３年度足寄町国民健康保険病院事業会計決算認定に
ついて（平成２３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８
＞

日程第

８

議案第８７号

平成２３年度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について
（平成２３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８＞

日程第

９

議案第８８号

平成２３年度足寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算認定について（平成２３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ
５〜Ｐ８＞

日程第１０

議案第８９号

平成２３年度足寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に
ついて（平成２３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８
＞

日程第１１

議案第９０号

平成２３年度足寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算
認定について（平成２３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５
〜Ｐ８＞

日程第１２

議 案 第 ９ １号

平成２３年度足寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に
ついて（平成２３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８
＞

日程第１３

議案第９２号

平成２３年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区整理
事業特別会計歳入歳出決算認定について（平成２３年度決
算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８＞

日程第１４

議案第９３号

平成２３年度足寄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（平成２３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ
５〜Ｐ８＞

日程第１５

議案第９４号

平成２３年度足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
認定について（平成２３年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５
〜Ｐ８＞

日程第１６

行政報告（町長・教育委員長）＜Ｐ８〜Ｐ１３＞

日程第１７

報告第１８号

予定価格１,０００万円以上の工事または製造の請負契約
の締結について＜Ｐ１３〜Ｐ１４＞

日程第１８

報告第１９号

足寄町水道事業の業務に関する予定価格１,０００万円以
上の工事または製造の請負契約の締結について＜Ｐ１４〜
Ｐ１５＞

日程第１９

議案第９８号

足寄町土地開発基金条例の一部を改正する条例＜Ｐ１５〜
１６＞
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日程第２０

議案第９９号

足寄町税条例等の一部を改正する条例＜Ｐ１６〜Ｐ１７＞

日程第２１

議案第１００号

足寄町医師等修学資金貸付条例の一部を改正する条例＜Ｐ
１７〜Ｐ１９＞

日程第２２

陳情第１号

「介護保険制度の『緊急改善』を求める意見書」の提出を求め
る陳情書＜Ｐ１９＞
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午前１０時００分

開会

受けます。
次に、報告第１８号と報告第１９号の報告

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

を受けます。

全員の出席でござい

ます。

次に、議案第９８号から議案第１００号ま
でを即決で審議いたします。

ただいまから、平成２４年第４回足寄町議
会定例会を開会をいたします。

陳情第１号は、文教厚生常任委員会に付託
し、会期中の審査とします。
１８日は、一般質問などを行います。

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

１９日以降の審議予定については、一般質

これから、本日の会

議を開きます。

問者の人数などにより流動的でありますの
で、今後の議会運営委員会において協議し、

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

皆様に御報告いたしますので、御了承願いま
す。
なお、議案第１０１号から議案第１１０号

◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

までの補正予算案は、後日、提案説明を受
会議録署

け、即決で審議いたします。

名議員の指名を行います。

以上で、報告を終わらせていただきます。

会議録署名議員は、総合条例第１７７条の
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）

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

君を指名をいたします。
◎
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

会期決定

お諮りをいたします。

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

日程第２

の件を議題といたします。

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

会期決定の件

本定例会の会期は、本日から１２月２０日
昨

日開催されました第４回定例会に伴う議会運

までの１７日間にしたいと思います。これに
御異議ございませんか。

営委員会の協議の結果を報告いたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

会期は、本日１２月４日から２０日までの
１７日間とし、そのうち５日から１７日まで

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

の１３日間は休会となります。

したがって、会期は、本日から１２月２０

次に、審議予定について報告します。

日までの１７日間に決定をいたしました。

本日１２月４日は、最初に議長の諸般の報

なお、１７日間のうち、５日から１７日ま

告を受け、次に総務産業常任委員会、文教厚

での１３日間は、休会といたしたいと思いま

生常任委員会から所管事務調査の報告を受け

す。これに御異議ございませんか。

ます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

次に、平成２３年度決算審査特別委員会に
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）
す。

案第８４号から議案第８５号、議案第８７号
から議案第９４号までの決算認定について審

異議なしと認めま

よって、１３日間は、休会に決定をいたし
ました。

査報告を受け、審議を行います。

なお、今定例会における一般質問通告書の

続いて、町長、教育委員長から行政報告を

提出期限は、１２月６日、木曜日の午後４時
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までとなっておりますので、よろしくお願い

とおりです。

を申し上げます。

これにて委員長の報告を終わります。
これより議案第８４号平成２３年度足寄町

◎

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

上水道事業会計決算認定についての件の討論
諸般の報

を行います。

告を行います。

討論はございませんか。

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付
のとおりです。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、諸般の報告を終わります。

討論なしと認めま

す。
これで、討論を終わります。

◎

報告第１６号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

これから、議案第８４号平成２３年度足寄
報告第１

６号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

町上水道事業会計決算認定についての件を採
決をします。

ついての件を議題といたします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

別紙配付のとおりです。

るものです。

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。

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。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

質疑なしと認めま

○議長（吉田敏男君）

す。

全員の起立です。

したがって、議案第８４号平成２３年度足

これで、報告を終わります。

寄町上水道事業会計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。

◎

報告第１７号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

これより、議案第８５号平成２３年度足寄
報告第１

７号文教厚生常任委員会所管事務調査報告に

町国民健康保険病院事業会計決算認定につい
ての件の討論を行います。

ついての件を議題といたします。

討論はございませんか。

別紙配付のとおりです。

（「なし」と呼ぶ者あり）

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。

○議長（吉田敏男君）
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

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８５号平成２３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８４号〜議案第９４号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

るものです。

議案第８

４号平成２３年度足寄町上水道事業会計決算
認定についての件から、日程第１５

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。

議案第

９４号平成２３年度足寄町後期高齢者医療特

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

別会計歳入歳出決算認定についてまでの１０
件を一括議題といたします。

全員の起立です。

したがって、議案第８５号平成２３年度足
寄町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

本件における委員長の報告は、別紙配付の

いての件は、認定することに決定をいたしま
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した。

これより、議案第８９号平成２３年度足寄

これより、議案第８７号平成２３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８９号平成２３年度足寄

これから、議案第８７号平成２３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８９号平成２３年度足

したがって、議案第８７号平成２３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８８号平成２３年度足寄

これより、議案第９０号平成２３年度足寄

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

定についての件の討論を行います。

についての件を討論を行います。

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８８号平成２３年度足寄

これから、議案第９０号平成２３年度足寄

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

定についての件を採決をします。

についての件を採決をいたします。

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
ることに賛成の方は起立願います。

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。

（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８８号平成２３年度足

したがって、議案第９０号平成２３年度足

寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

認定についての件は認定することに決定をい

定についての件は、認定することに決定をい

たしました。

たしました。
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これより、議案第９１号平成２３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９３号平成２３年度足寄

討論はございませんか。
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定についての件は認定することに決定をいた
しました。

なお、実績見込みに対する実績の割合は、
総事業費で９４.３５％の執行率となってお
ります。

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第１６

平成２４年度の実績見込みは別冊配付のと
行政報

告を行います。

ほか、高齢者複合施設整備事業、パークゴル

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

フ場整備事業、足寄農協が実施する農産物処
理加工施設整備への支援等を進めておりま

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

おりで、土地区画整理事業などの継続事業の

す。
議長のお許しをい

新規事業の大規模災害対策事業は、郊外の

ただきましたので、５件の行政報告を申し上

指定避難所に発電機や照明灯を配置するもの

げます。

で、また、学校給食施設整備事業では基本設

まず、１点目でございますけれども、足寄
町第５次総合計画の平成２３年度実績、平成

計費を計上しており、いずれも本定例会で予
算提案をさせていただいております。

２４年度実績見込み、および平成２５年度か

地デジ難視地区対策事業、人工透析病棟新

ら平成２６年度までの２カ年の実施計画につ

築事業、足寄中学校校舎改築事業、学校給食

いて御報告をいたします。

施設整備事業などで実施年度の繰り上げをし

総合計画は、市町村のすべての計画の基本

た結果、計画に対する事業実績見込みの割合

となるものであり、足寄町が目指すまちづく

は総事業費で１４２.５４％となっておりま

りの方向や、それを実現するための施策等を

す。

定める重要な計画であり、各種事業を総合計
画の方針に沿って進めております。

なお、地デジ難視地区対策事業のうち、有
線共聴施設整備は平成２５年９月末の完了予

平成２２年の地方自治法改正により、総合

定であり、繰越明許費を設定しております。

計画の策定義務はなくなりましたが、足寄町

次に、平成２５年度から平成２６年度まで

のまちづくりを進めていく上で欠かすことの

の２カ年の実施計画につきまして、去る１１

できない計画であると考えており、平成１６

月１５日開催の足寄町総合開発審議会に諮問

年度に策定した足寄町第５次総合計画に基づ

し、別冊実施計画のとおり答申をいただきま

き、毎年度実施計画の見直しを行っておりま

した。

す。

通常、実施計画は向こう３年間の計画につ

平成２３年度の事業実績は別冊配付のとお

きまして、答申をいただくものであります

りで、継続事業では、土地区画整理事業、ま

が、第５次総合計画が平成２６年度までの計

ちづくり交付金事業、町道整備事業、上下水

画であることから、本年度は２５年度と２６

道整備事業、浄化槽設置整備事業、介護療養

年度の２カ年分の実施計画となっておりま

型老人保健施設整備支援事業、農業担い手育

す。

成支援事業、中山間地域等直接支払交付金、

概要を申し上げますと、２カ年の合計で総

野生鳥獣対策事業、公の施設改修事業などを

事 業 費 が５ ６ 億３ ,５ ５８ 万 円と な って お

行いました。

り、財源内訳は国庫支出金が１５億１,９１

単年度事業では、旧法務局足寄出張所を社

８万５,０００円、道支出金が２億３１７万

会福祉協議会事務所やＤＶ対策、消費者相談

３,０００円、地方債が１８億９５０万円、

等拠点施設として改修し、また、足寄町商工

その他財源が６億５１４万７,０００円、一

会館改修支援や、あしょろ銀河ホール２１南

般財源が１４億９,８５７万５,０００円と

側に地域物産交流館の整備等を行いました。

なっております。
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計上事業のうち、新規事業や大型事業、大

校づくりを支援するために、姉妹都市のカナ

きく変更があった事業につきまして御説明を

ダ、ウェタスキウィン市に足寄高校１年生を

いたします。

毎年度派遣するための費用を計上しておりま

新規事業で、寺前通と銀河ホール北側駐車

す。

場を結ぶ散策路と小公園の整備を行う（仮

足寄弾薬支処周辺農業用施設設置助成事業

称）銀河公園整備事業と、公園長寿命化修繕

では、足寄農協が整備するトラクターやハー

事業を計上しております。

ベスター等の農業機械購入費に対する補助金

ＰＣＢ廃棄物処理事業では、室蘭市に建設

を計上し、農山漁村活性化プロジェクト支援

された受け入れ施設におきまして、処理能力

交付金では、足寄農協が行う牛の給食セン

を大幅に超える申し込みがあり、平成２５年

ターともいわれるＴＭＲセンター整備費への

度中に足寄町保管分を受け入れすることは困

補助金を計上しております。

難との回答があったため、実施年度を平成２

森林公有化整備事業では、森林が有する公

６年度に繰り下げ、引き続き平成２７年度も

益的機能と木質資源の安定的な確保を目的

処理を行う予定といたしました。

に、民有林伐採後の未立木地を毎年度約２０

防災資機材倉庫建設事業は、現在、非常食
や寝具等の防災備蓄品の充実を進めており、

ヘクタール程度取得することで、新規計上を
いたしました。

備蓄品が役場庁舎北側の防災備品収納庫に収

国・地方共に厳しい財政状況が続き、ま

まりきらなくなったことから、役場庁舎北側

た、国政選挙を控え、今後の財政の見通しを

車庫近くに倉庫を新設したいと考えておりま

立てることが非常に困難でありますが、一層

す。

の行財政の簡素効率化を推し進め、国や北海

また、橋梁長寿命化修繕事業を平成２６年

道からの補助金、有利な地方債を活用し、状

度から計画的に行う予定をしております。

況を的確に見極めながら最小の経費で最大の

街路灯整備事業では、現在、節電や電気料金

効果となるよう、柔軟な考えを持って行財政

削減等を目的に街路灯のＬＥＤ化を計画に進

運営を進めていかなければならないものと考

めておりますが、平成２５年度と平成２６年

えておりますので、御理解を賜りますようお

度の事業費を増額し、重点的に更新を行う計

願い申し上げ、御報告といたします。

画といたしました。

次に、足寄町生活・福祉拠点ゾーン基本計

また、新規事業で下水終末処理場長寿命化

画の概要についてでございます。

計画策定事業を計上し、継続事業で介護療養

医療と介護・保健・福祉の連携システム

型老人保健施設整備支援事業や高齢者複合施

（以下、「連携システム」という。）の構築

設整備事業を計上をしております。

に向けた取り組みでございますが、このた

学校給食施設の整備では、現施設の老朽化

び、足寄町生活・福祉拠点ゾーン基本計画が

が著しいことなどから、実施年度を繰り上げ

完成しましたので、その概要について御報告

て本年度に基本設計、平成２５年度に実施設

をいたします。

計、平成２６年度に改築を行う計画といたし
ました。

足寄町生活・福祉拠点ゾーン基本計画は、
役場北側の土地に高齢者複合施設と公営住宅

足寄高校生海外派遣事業は、これまで隔年

５２戸を一体的に整備するための「基本設

で実施していた中学生・高校生海外研修事業

計」および連携システム構築に向けた「基本

を発展・拡大するもので、海外での見識、言

計画」となるもので、この間、町内の医療・

語や文化を体験的に理解し、学力向上と情操

介護事業者や自治会、老人クラブ等から御意

豊かな人格形成に資すること、さらに足寄高

見をいただきながら策定作業を進めてまいり

校の間口削減防止と存続に向けた特色ある学

ました。
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基本設計のうち高齢者複合施設部分の概要
ですが、全体敷地１万４,３５６.４８平方

次に、足寄町橋梁長寿命化修繕計画策定に
ついてでございます。

メートルのうち約５,９００平方を高齢者複

国は、地方公共団体が管理する道路橋にお

合施設の敷地とし、通所を中心に泊りや訪問

いては、建設後５０年以上経過する橋梁が２

サービスを柔軟に提供できます小規模多機能

０年後には約半数に増加するなど、老朽化し

居宅介護施設、これは登録定員２５名、通所

た橋梁が今後急速に増加することが見込ま

１５名、泊り９名、認知症高齢者が家庭的な

れ、これに対応するため、従来の対症療法的

環境のもとで共同生活を送る認知症高齢者グ

修繕およびかけかえから、予防的な修繕およ

ループホーム、定員９名、退院後在宅生活へ

び長寿命化修繕計画に基づくかけかえへと、

戻るための訓練期間や農繁期・冬期間等に一

地方公共団体における円滑な政策転換を促

時的に入居する（仮称）生活支援長屋、居室

し、橋梁の長寿命化および橋梁の修繕、かけ

数２０室、介護予防や高齢者の就労支援・交

かえにかかわる費用の軽減を図る必要がある

流の拠点となる（仮称）地域支え合いセン

ことから、平成１９年に長寿命化修繕計画策

ターを整備することとし、総事業費は約６億

定事業費補助制度を創設したところでありま

２,０００万円を予定しております。

す。

次に、基本計画の概要ですが、いつまでも

その後、制度の拡充がされ、市町村道につ

安心して暮らせるまちづくりを計画のテーマ

いては平成２５年度までの計画策定及び平成

とし、高齢者複合施設と公営住宅を一体的に

２６年度以降の橋梁修繕、かけかえが長寿命

整備することで、互いに支え合う近隣コミュ

化修繕計画に基づくものであれば、補助の対

ニティの形成や居住集積による行政サービス

象となることになりました。

供給の効率化等を図るとともに、町が目指す

本町においてもこの制度を活用し、平成２

連携システム構築の拠点と位置づけ、様々な

３年、２４年度の２カ年で計画を策定するこ

活動・サービスを展開することとしておりま

ととし、平成２３年度に本町が管理する１２

す。

３橋の橋梁についての健全度把握のための点

今後の予定でございますが、年度内を目標

検業務を実施いたしました。

に実施設計を行い、新年度のできる限り早期

１２３橋のうち、橋長が５０メートル以下

に工事着手できるよう進めてまいりたく、本

の中小規模の橋梁が１０９橋と全体の約９０

定例会に高齢者複合施設建設のための実施設

％を占めており、建設後５０年を経過する橋

計費２,０００万円を補正予算として計上し

梁は現在２橋、全体の２％しかありません

ておりますので、御審議いただきますようお

が、５年後には２１橋、全体の１７％、１０

願い申し上げます。

年後には３２橋、全体の２６％、２０年後に

なお、別冊で基本計画概要書、鳥瞰図、土

は５６橋、全体の４６％と急速に橋梁の高齢

地利用計画図、福祉拠点施設、全体計画図を

化が進み、損傷状況においては５段階の健全

添付しておりますので御参照願います。

度評価の結果、健全度５の損傷が認められな

また、高齢者複合施設の指定管理者を予定

いとの判定結果となったのは、鋼けた橋梁４

している足寄町社会福祉協議会を初め、医療

９橋のうち２０％しかなく、残りの大部分に

機関並びに介護事業所等と協議を進め、高齢

おいては腐食などの損傷が多く見られ、逆に

になっても不安を持たずに足寄町で暮らし続

コンクリートけた橋梁７４橋のうち８０％に

けていただくための連携システムの具現化を

損傷がないことが判明いたしました。

図ってまいりますので、議員各位を初め、町

また、床板、下部工、路面工にも２０から

民の皆様の御理解を賜りますようお願い申し

４０％程度の損傷が見られましたが、支承に

上げ、御報告といたします。

はほとんど損傷がありませんでした。
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なお、点検結果につきましては町のホーム
ページなどで公表を行っております。

定補助制度が創設され、地方公共団体が管理
する都市計画区域内の公園、以下、都市公園

この点検結果をもとに、本年度、効率的、

という。における公園施設について、安全性

効果的なメリハリのある管理を行うために、

の確保及びライフサイクルコスト縮減の観点

交通量や環境条件を考慮して、予防維持管理

から、予防保全的管理による長寿命化対策を

型として、できる限り劣化が顕在化する前に

含めた計画的な改築等にかかわる取り組みを

予防保全的に対策を行うもの、劣化が顕在化

推進するため、公園施設長寿命化計画の策定

した後では対策が困難なもの、劣化が外へ表

を行う地方公共団体に対し、国が必要な助成

れては困るものを管理区分Ａとし、事後維持

を行うこととなりました。

管理型として、損傷が顕在化した後に事後保

本町においては、平成２３年度にこの制度

全的に対策を行うもの、劣化が外にあらわれ

を活用して、１５カ所の都市公園の９００施

てからでも対策が可能なものを管理区分Ｂと

設について、施設ごとの劣化状況や安全性な

し、観察維持管理型として、使用できるだけ

どの調査を実施し、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階

使用して大規模な補修、更新を行うもの、第

の総合判定を行いました。

三者に対する安全性を確保すればよいものを

総合判定のＡ判定は、健全であり修繕等の

管理区分Ｃとする３段階の維持管理区分を定

必要がなく継続的に使用可能な施設で、３６

め、本修繕計画に定める１０カ年間における

４施設あり、全体の約４０.４％を占めてお

修繕対象橋梁は、維持管理区分Ａで健全度３

ります。

以下および維持管理区分Ｂで健全度２以下の
橋梁を基本に３１橋といたしました。

Ｂ判定については、部分的に異常はあるも
ののその部分の修繕を行えば使用可能な施設

長寿命化修繕計画による効果試験の結果
は、今後６０年、これは２０７４年までの保

で、３６０施設あり、全体の４０％を占めて
おります。

全、更新費用を試算した結果、予防保全型で

Ｃ判定については、やや重要な部品等に異

の維持管理費用は約７０億円であるのに対

常があり、場合によっては使用禁止の措置を

し、大規模補修、更新型での維持管理費用は

とるなどの対策及び修繕が必要な施設で、１

約１６０億円となり、予防型の維持管理方法

３６施設あり、全体の約１５.１％を占めて

が約９０億円のコスト縮減効果が期待できる

おります。

という結果になっております。

Ｄ判定については、主要部材、部品等に異

本計画策定に当たり、学識経験者の意見聴

常があり使用禁止もしくは至急修繕または取

取が必要なことから、１０月１６日に北海学

りかえが必要な施設で、４０施設あり、全体

園大学工学部の杉本教授に御意見を伺った結

の約４.４％を占めており、ＣおよびＤ判定

果、本計画案は妥当であるとの御意見をいた

の大部分が遊戯施設となっていることから、

だいたところであり、本日配付させていただ

平成２４年度当初予算に計上し、利用頻度の

きました別冊の足寄町橋梁長寿命化修繕計画

高い里見が丘公園、中島公園などの公園遊具

（案）により、現在、平成２５年１月末での

等について、危険防止のための緊急の対策と

国への計画書提出に向けて北海道と協議を重

して、本計画策定に先駆けて修繕等を図りま

ねておりますので、御理解賜りますようお願

した。

い申し上げ、足寄町橋梁長寿命化修繕計画に
ついての御報告といたします。

計画の策定に当たっては、総合判定結果を
もとに都市公園を利用される地域住民からの

次に、足寄町公園施設長寿命化計画策定に
ついての件でございます。

要望や維持管理への住民参加など、地域住民
の皆さんの理解を得ながら策定すべく、市街

平成２１年４月に公園施設長寿命化計画策

地の自冶会などと懇談会を開催しました。そ
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の中では、公園を利用する子どもたちは減っ

いたしました。

てきたものの、散歩などの途中で休憩するた

１２月１０日のこの人証が終わった後に動

めに公園を利用する高齢者の方がふえてきて

きがございましたら、また今定例会の開会中

おり、ベンチや屋根つきの休憩施設が傷んで

に追加の行政報告をさせていただきたいと考

いることから、早急なる修繕計画の樹立と施

えておりますので、御了承いただきたいとい

設等の更新前における利用実態に即した整備

うふうに思います。

を図るための公園利用者などとの意見交換の

以上、損害賠償請求事件の現状についての

実施など、多くの御意見をいただいたので、

報告とさせていただきますので、御理解を賜

これら地域の意見を取り入れ、総合判定Ｃ・

りますようお願い申し上げます。

Ｄの施設についての修繕および更新を盛り込

○議長（吉田敏男君）

んだ計画案をこのたび策定いたしました。

ら教育行政報告の申し出がありました。これ

計画には、都市公園の整備状況や計画期

を許します。

間、対象公園および対象公園施設、並びにそ

教育委員長

次に、教育委員会か

星崎隆雄君。

れらの選定理由や維持管理の状況、健全度調

○教育委員長（星崎隆雄君）

査結果の概要、日常の維持管理の方針や公園

をいただきましたので、教育委員会より行政

施設長寿命化のための基本方針などを定め、

報告を行います。

北海道知事を経由して北海道開発局長に提出
することにより、更新事業が国からの補助対
象として事業実施することが可能となりま
す。

議長のお許し

学校給食センターの改築について御報告申
し上げます。
足寄町学校給食センターは、学校給食法に
基づき、昭和４３年に建設され、供用開始か

現在、本日配布させていただいております

ら４４年が経過しました。

足寄町公園施設長寿命化計画案により、平成

現センターは、鉄骨セラミックブロックづ

２５年１月末での計画書提出に向けて北海道

くり、一部２階建て５３７平方メートルで、

と協議を重ねておりますので、御理解賜りま

町内小学校の児童生徒と教職員等に６５０食

すようお願い申し上げ、足寄町公園施設長寿

の給食を提供しておりますが、施設設備の老

命化計画策定についての御報告とさせていた

朽化が著しく、また、調理場の床は文部科学

だきます。

省では衛生管理上ドライフロアシステムを推

次に、土地区画整理事業に係る損害賠償請
求事件の現状についてでございます。

奨しておりますが、現調理上はウェットフロ
アシステムのため、衛生的な管理を保つこと

平成２４年９月４日開催の第３回定例会に

が難しい状況にあります。

おいて、平成２４年７月２日開催の第６回電

ウェットフロアシステムとは、従来から一

話会議及び平成２４年８月３１日開催の第７

般的に行われてきた方法で、常に床がぬれて

回電話会議の内容について、御報告させてい

いる状態にあり作業過程で使用する水や湯を

ただいたところでありますが、９月２４日、

直接床に流し、床の勾配によって排水溝に集

午後２時より、釧路地方裁判所帯広支部にお

め排水するシステムであります。

きまして第８回電話会議が開催されましたの
で、御報告をいたします。

一方、ドライフロアシステムとは、高温多
湿になりがちな環境に対し、衛生管理につい

第８回電話会議においては、原告および被

て考慮されており、基本的に床に水を流さな

告双方の主張整理を図るために作成した瑕疵

いシステムで、水や湯を機器から床下の排水

一覧表と陳述書の確認が行われ、１２月１０

管へ直接流し排水するので床がぬれにくいこ

日、午前１０時より原告および被告双方の関

とがウェットフロアシステムの最大の違いで

係人からの人証を行うことが言い渡され閉会

あります。
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床がぬれた場合には、すぐに拭き取り、常
に床を乾燥させた状態にしておくことで雑菌

○議長（吉田敏男君）

これで行政報告を終

わります。

の繁殖を抑え、水を使用しないため床勾配を

ここで、暫時休憩をいたします。

小さく、あるいはなくすことができ、足元が

１１時１０分再開といたします。

滑る危険性を回避できます。
また、耐震改修促進法下での昭和５６年以

午前１０時５５分

休憩

午前１１時０９分

再開

前の建物であることから、地震等への災害時

○議長（吉田敏男君）

に安全の確保を保つことも難しい状況にあり

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

ます。
これらの理由と合わせ、現在改築をしてお

◎

報告第１８号

ります足寄中学校は本年１２月末をもって完

○議長（吉田敏男君）

成し、年明けの３学期から使用できることか

１８号予定価格１,０００万円以上の工事ま

ら、学校給食センター改築計画を平成２６年

たは製造の請負契約の締結についての件を議

度に実施設計を計上し、平成２７年度着工予

題といたします。

日程第１７

定としていた計画を１年前倒しをし、平成２

本件について報告を求めます。

５年度実施計画、平成２６年度着工予定、平

総務課長

報告第

渡辺俊一君。

成２７年度供用開始として改築整備すること

○総務課長（渡辺俊一君）

といたしたものであります。

となりました報告第１８号予定価格１,００

建設場所の選定については、本町の防災計
画では、足寄中学校の校庭が災害時の避難場

ただいま、議案

０万円以上の工事または製造の請負契約の締
結について、御説明申し上げます。

所、体育館が避難所に指定されており、隣接

足寄町議会総合条例第１２条第２項の規定

する学校給食センターは炊き出し施設として

により、次のとおり報告するものでございま

災害時における被災者への食料の供給を行う

す。

役割を担っていることから、足寄中学校用地

平成２４年８月２９日から１１月３０日ま

の現学校給食センター北側に建設を予定して

での間で、足寄町議会総合条例第１２条第２

おります。

項第１号により報告する工事または製造の請

基本設計では、現在、町内小中学校の児童
生徒と教職員等への６５０食の給食の提供の
ほかに、保護者から要望の多いへき地保育所

負は、２ページにございます別紙のとおり８
件でございます。
以上のとおり御報告申し上げます。

への提供として５０食、足寄高等学校の存続

○議長（吉田敏男君）

に向けた支援策として足寄高等学校に１５０

し、質疑を行います。

ただいまの報告に対

食の計８５０食の提供を計画するとともに、

質疑はございませんか。

新施設は災害時に各種支援を迅速に実施でき

９番

井脇昌美君。

るよう自家発電設備等を備え、大規模災害時

○９番（井脇昌美君）

においては一定程度の食糧供給が可能となる

に対する、いわば１,０００万円以上の契約

施設整備を考えております。

ということで、事前に私共所管のほうに説明

ただいまのこの建設

なお、これらにかかわる基本設計費とし

は受け承認したところでも実はあるのですけ

て、今定例会に補正予算の計上をお願いして

ど、ただ、この契約方法については、そこに

おりますので、議員各位の御理解を賜ります

詳細記載されてなかったものですから、適正

ようお願いを申し上げ、学校給食センターの

に執行されているということは間違いないと

改築についての御報告とさせていただきま

思うのですけど、一応、確認の意味でお聞き

す。

しておきたいのですけど、この契約方法に非
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常に私どもちょっと一瞬疑問を生じたので

ものに対して公募という形で広告、それから

す。

町のホームページ、それから建設新聞への掲

というのは、町財務規則で１２９の２にお

載ということで公募を行いました。

いて、工事または製造請負に対しての、いわ

ですから、広くこの事業に参加したいとい

ば随契、随契ということは随意契約のことな

う方がいらっしゃれば、参加をして、そうい

のですけど、１３０万以下と定めるとうたっ

うことで公募をいたしましたが、結果として

てあるのですけど、これに対しての、いわば

参加を表明してこられたのは、今回の契約を

特例として契約相手側が札幌なわけですか

いたしました株式会社エヌエチケイアイテッ

ら、地元及び近隣で技術者の資格がこれな

ク北海道支社１社でございます。

かったのか、また、相手が札幌となると全道

以上でございます。

一円としての対象で、随契というのはちょっ

○議長（吉田敏男君）

と私どもそれなりの何かのひもつきだったの

せんか。

か、まあ俗に言う、何か指定されたものなの

（「なし」と呼ぶ者あり）

か、それだけちょっと確認をさせていただき

○議長（吉田敏男君）

たいと思います。

ります。

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長渡辺

他に質疑はございま

これで、質疑を終わ

これをもって、報告を終わります。

俊一君。
○総務課長（渡辺俊一君）

お答えいたしま

す。

◎

報告第１９号

○議長（吉田敏男君）

日程第１８

報告第

足寄町地デジ無線共聴施設整備工事の随意

１９号足寄町水道事業の業務に関する予定価

契約の関係でございますが、この工事に関し

格１,０００万円以上の工事または製造の請

ましては、テレビの無線共聴という専門的な

負契約の締結についての件を議題といたしま

知識ですとか技術、経験などが必要な事業で

す。

ございまして、本町にはテレビの無線共聴施

本件について、報告を求めます。

設の整備、運営、保守などの専門的な知識で

建設課長

南岡雄二君。

すとか技術、経験などが余りございませんの

○建設課長（南岡雄二君）

で、今回公募型プロポーザル方式ということ

なりました、報告第１９号足寄町水道事業の

で、民間事業者から創意工夫と技術力を生か

業務に関する予定価格１,０００万円以上の

した整備に対する提案を受けまして、その中

工事または製造の請負契約の締結について、

から最も適した事業者を選定し、選定いたし

御説明を申し上げます。

ましたその事業者と随意契約を行うというこ
ととしたところでございます。

ただいま議題と

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

以上でございます。

す。

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

平成２４年８月２９日から平成２４年１１

○９番（井脇昌美君）

その今、公募をして

月３０日までの間におきまして、足寄町議会

選定したということなのですけど、その選定

総合条例第１２条第２項第２号により、報告

の対象者は何社あったのですか。

する工事または製造の請負は４ページに添付

○議長（吉田敏男君）

いたしました別紙のとおり、１件でございま

答弁、総務課長渡辺

俊一君。
○総務課長（渡辺俊一君）

す。
この関係につき

契約の名称、履行の場所、契約の金額、契

ましては、公募でございますので、広くこの

約の方法、契約の相手方、締結年月日、契約

事業に対して、この事業ができますよという

の期間につきましては記載のとおりとなって
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おりますので、御参照のほどよろしくお願い

して保有する額が３,５００万１,１６１円、

を申し上げます。

合計で９,３８８万７,１６１円となってござ

以上のとおり、報告を申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

います。

ただいまの報告に対

今回、基金で保有する額を減額する改正を

し、質疑を行います。質疑はございません

お願いしているところでございまして、条例

か。

改正後は、土地として保有する額は現在と同
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

額で５,８８８万６,０００円、現金として保

質疑なしと認めま

す。

有する額は２,３００万円減額をいたしまし
て１,２００万１,１６１円となり、合計で

これで、質疑を終わります。

７,０８８万７,１６１円とするものでござい

これをもって報告を終わります。

ます。
附則といたしまして、この条例は公布の日

◎

議案第９８号

○議長（吉田敏男君）

日程第１９

から施行することとしてございます。
議案第

９８号足寄町土地開発基金条例の一部を改正
する条例の件を議題といたします。

以上で提案理由の説明とさせていただきま
す。
なお、６ページに新旧対照表を添付してお

本件について、提案理由の説明を求めま

りますので、御参照をお願いいたします。

す。
総務課長

御審議のほどよろしくお願い申し上げま
渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

す。
ただいま議題と

なりました、議案第９８号足寄町土地開発基
金条例の一部を改正する条例につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。

○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。

足寄町土地開発基金が保有しておりました

（「なし」と呼ぶ者あり）

足寄町北１条３丁目９番地の２と北２条４丁

○議長（吉田敏男君）

目３８番地の５の土地、合計１,１１２.７平

す。

質疑なしと認めま

方メートルを本年度まちづくり交付金事業に

これで、質疑を終わります。

よる広場整備に伴い一般会計で買い戻しをし

これから、討論を行います。討論はござい

たため、土地開発基金が保有する現金が増加

ませんか。

いたしましたが、当面、土地開発基金で先行

（「なし」と呼ぶ者あり）

取得する予定もないことから、基金の額を減

○議長（吉田敏男君）

額する改正をお願いするものでございます。

す。

討論なしと認めま

改正条文の内容について申し上げます。

これで、討論を終わります。

足寄町土地開発条例の一部を改正する条

これから、議案第９８号足寄町土地開発基

例。

金条例の一部を改正する条例の件を採決をし

足寄町土地開発基金条例の一部を次のよう
に改正する。

ます。
この採決は、起立によって行います。

第２条第１項中９,３８２万５,０００円を
７,０８８万８,０００円に改めるものでござ

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。

います。

（賛成者起立）

現在、基金で保有する額は、土地として保
有する額が５,８８８万６,０００円、現金と

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第９８号足寄町土地開発
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基金条例の一部を改正する条例の件は、原案

と、足寄町として条例で指定するための審査

のとおり可決されました。

要綱の整備と町内の対象法人への制度の周知
や理解を図っていたことによるものでありま

◎

議案第９９号

○議長（吉田敏男君）

日程第２０

す。
議案第

９９号足寄町税条例等の一部を改正する条例
の件を議題といたします。

例について御説明を申し上げます。
議案書は７ページになります。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
住民課長

次に、足寄町税条例等の一部を改正する条

議案書は７ページになりますが、提案の各
条項の説明を省略させていただき、改正の主

西東文雄君。

○住民課長（西東文雄君）

な内容について新旧対照表により御説明をさ
ただいま議題と

せていただきたいと思います。

なりました議案第９９号足寄町税条例等の一

９ページをお開き願います。

部を改正する条例について、提案理由の御説

第１条によります足寄町税条例（昭和５８

明を申し上げます。

年条例第７号）の一部改正につきましては、

本条例の改正につきましては、現下の厳し

改正前の第３４条の７第１項の第１号から第

い経済状況および雇用情勢に対応して、税制

１０号各号を改正後の第３４条の７第１項第

の整備を図るための地方税法等の一部を改正

１号のアからコに条項を整理をし、改正前の

する法律。

同項の別表を別表第１に改めるものでござい

地方税法施行例等の一部を改正する政令お

ます。

よび同法施行規則の一部を改正する省令が、

同項第２号につきましては、寄附金税額控

平成２３年６月３０日にそれぞれ公布をさ

除の適用対象に特定非営利活動法人に対する

れ、原則として同日から施行されたことによ

寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する

り、平成２３年１２月に条例改正をしました

寄附金として条例で定めるものを追加をし、

が、その中で改正を見送っていました特定非

該当法人の名称と主たる事務所の所在地を別

営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の

表第２に掲げる規定を追加をするものです。

福祉の増進に寄与する寄附金として市町村の

次に、１０ページをお開き願います。

条例に定めるものとされた寄附金控除につき

第３６条の２、町民税の申告と、第３６条

まして、控除対象法人の審査要綱の整備及び

の４、これは町民税の申告に関する過料であ

町内の対象法人への制度の周知を行い、今回

りますが、これにつきましては、特定非営利

申し出のあった対象法人について審査の結

活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉

果、条例に個別指定することとなったことか

の増進に寄与する寄附金として条例で定める

ら本条例の改正をするものであります。

ものを追加することに伴い、それぞれ該当条

改正の内容としましては、町民税所得割の
納税義務者の寄附金控除の対象に特定非営利
活動法人に対する寄附金の項目の追加及びそ

項等の整理をするものです。
別表につきましては、改正前の別表を別表
第１に改めるものです。

れに伴う字句の読みかえ整理と、審査の結果

次に、１１ページをお開き願います。

指定対象となった２法人を条例に個別指定す

１１ページの改正後の別表第２につきまし

る改正をするものであります。

ては、申し出があった対象法人について審査

なお、本条例改正が今回提出となった理由

の結果、条例指定が適切と認めた当該対象法

につきまして、特定非営利活動法人に係る寄

人の名称及び事務所の所在地を条例に明記を

附金の条例による個別指定について、北海道

するものです。

の条例による個別指定の動向を見ていたこと

次に、１２ページをお開き願います。
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１２ページの第２条によります足寄町税条

１００号足寄町医師等修学資金貸付条例の一

例の一部を改正する条例（平成２０年条例第

部を改正する条例の件を議題といたします。

１３号）の改正につきましては、本条例改正

本件について、提案理由の説明を求めま

に伴う個人町民税に関する経過措置に係る規
定を改正後の条例および該当条項に改めるも
のでございます。

す。
福祉課長

櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

次に、附則の関係につきまして、議案書の
７ページをお願いをいたします。

ただいま議題と

なりました議案第１００号足寄町医師等修学
資金貸付条例の一部を改正する条例の提案理

附則につきましては、第１条で、この条例

由について御説明申し上げます。

は、公布の日から施行するとして、第２条及

まず、改正の理由でございます。

び第３条は、町民税に関する経過措置につい

労働基準法第１６条、賠償予定の禁止にお

て規定をするものです。

いて、「使用者は労働契約の不履行について

以上で、提案理由の説明を終わらせていた
だきます。

違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約
をしてはならない」と規定されております。

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）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

現行の足寄町医師等修学資金貸付条例第１
０条の返還金および第１１条の違約金の規定
は当該法令に抵触するおそれがあることか

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

ら、本町に医師または看護師等として従事し
ない場合においても、金銭消費貸借契約に基

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

づく修学資金の約定元金および利息の合算額

質疑なしと認めま

す。

のみ償還義務を果たす規定に改正を行うもの
でございます。

これで質疑を終わります。

なお、本町に医師または看護師等として従

これから討論を行います。討論はございま
せんか。

事した場合は、引き続き約定元金および利息
相当額の償還免除を行い、医師または看護師

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

等の確保を継続して図るものでございます。

討論なしと認めま

す。

改正の内容について御説明申し上げます。
１３ページをお開き願います。

これで、討論を終わります。

足寄町医師等修学資金貸付条例の一部を改

これから、議案第９９号足寄町税条例等の
一部を改正する条例の件を採決をします。

正する条例。
足寄町医師等修学資金貸付条例（平成１９

この表決は、起立によって行います。

年条例第７号）の一部を次のように改正す

本件は原案のとおり決定することに賛成の

る。

方は起立願います。

第６条の改正でございますが、文言等の整

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

理及び追加でございます。

全員の起立です。

したがって、議案第９９号足寄町税条例等
の一部を改正する条例の件は、原案のとおり
可決されました。

第７条の改正ですが、純然たる賃借契約に
改正を行い、労働契約の履行あるいは不履行
とは無関係とする内容でございます。
読み上げます。
第７条中「町長の定めるところにより貸付

◎

議案第１００号

○議長（吉田敏男君）

日程第２１

金」を「第３条の規定により貸し付けを受け
議案第

た修学資金の総額に、貸付けを受けた各月の
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翌月の初日から貸付金を償還する日までの貸

９番

井脇昌美君。

付残高に対して年５％の割合を乗じて得た利

○９番（井脇昌美君）

息に相当する額の合算した額（以下「償還

する内容説明をいただきました。

金」という。）」に改め、同条に次の２項を
加える。

今、いわば条例改正

これ、取り消しを受けた場合という償還金
を一括、いわば返さなければいけない、償還

２、修学資金の貸付けを受けた者が、前条

しなければいけないということなのですけ

第１項の規定により貸し付けの取り消しを受

ど、まず冒頭に、最初に、この認定をされる

けた場合は、当該事由の生じた日の属する月

修学貸付資金のどのようなメンバーで、これ

の翌月末日までに償還金を一括償還しなけれ

ちょっと私どももわからないのですけど、メ

ばならない。

ンバーで構成されてるのですか。その審査と

３、修学資金の貸し付けを受けた者は、正

いうものに対して。

当な理由がなくて償還すべき日までに償還し

○議長（吉田敏男君）

なかったときは、当該償還すべき日の翌日か

光雄君。

ら償還の日までの日数に応じ、償還すべき額

○福祉課長（櫻井光雄君）

につき年１４.６％の割合で計算した遅延利

資金の借り受け希望者を広報あるいは自治会

息を支払わなければならない。ただし、災害

回覧で、審査は町長、副町長、それから国保

または疾病、その他特別の事由により、前項

病院の院長、事務長、福祉課長等が入りまし

の規定する期限までに償還することが困難で

て、面接によってその貸し付けをすることが

あると認める場合は、申請によりその期限を

適当かどうか判断をしております。

延長し遅延利息を免除することができる。

○議長（吉田敏男君）

９番、井脇昌美君。

○９番（井脇昌美君）

そんなこともないで

第８条及び第９条は、文言および字句等の
修正でございます。

答弁、福祉課長櫻井
まず、この修学

しょうけど、この審査の時点において認定す

第１０条および第１１条を削り、第１２条
を第１０条とするものでございます。

ると。そしたら、償還ということが当然、予
期せぬことも予測されるところがあるのです

附則の施行期日でございますが、この条例
は、公布の日から施行する。

けれど、これは保証人なんかもやっぱりつけ
てもらえるようなあれになっているのです

適用区分としまして、２、この条例による

か。

改正後の足寄町医師等修学資金貸付条例の規

○議長（吉田敏男君）

定は、改正前の足寄町医師等修学資金貸付条

光雄君。

例の規定に基づき既に修学資金貸付の決定を

○福祉課長（櫻井光雄君）

受けている者についても適用する。

をつけていただくようにしております。

以上で提案理由の御説明とさせていただき
ます。

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長櫻井
連帯保証人２名

他に質疑ございませ

んか。

なお、１４、１５ページに新旧対照表を添

５番

高道洋子君。

付しておりますので、御参照をお願いいたし

○５番（高道洋子君）

ます。

ますけれども、この修学資金貸付条例が制定

御審議のほど、よろしくお願いを申し上げ
ます。
○議長（吉田敏男君）

されてもう数年経っておりますが、今まで認
定対象がどのぐらいいて、そしてこの違約金

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

を支払わなきゃいかんくなったという、そう
いう人がそのうち何名いらっしゃるのかをお

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

参考までにお聞きし

聞きしたいのですが。
○議長（吉田敏男君）
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答弁、福祉課長櫻井

光雄君。

修学資金貸付条例の一部を改正する条例の件

○福祉課長（櫻井光雄君）

今、これまでの

は、原案のとおり可決されました。

貸し付けした実績の数値持ち合わせしていな
いのですけれども、看護師で５人、お医者さ

◎

陳情第１号

んで３名というふうに記憶していますけど

○議長（吉田敏男君）

も、ちょっと資料持ってきていませんので、

１号「介護保険制度の『緊急改善』を求める

この平成１９年以降に貸し付けをしている人

意見書」の提出を求める陳情書の件を議題と

数でございます。

いたします。

日程第２２

陳情第

なお、違約金を今までお支払いした人はい

ただいま、議題になっております陳情第１

るかという部分でございますが、たしか平成

号「介護保険制度の『緊急改善』を求める意

２１年度だったと思いますが、１名の方い

見書」の提出を求める陳情書の件は、文教厚

らっしゃいます。この方は、看護師さんを目

生常任委員会に付託し、会期中の継続審査に

指して修学をされたのですけれども、１年生

したいと思います。

の時点で看護師を志望を断念をされて違う道

これに御異議ございませんか。

に行かれたということで、違約金を１年分お
支払いを受けております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

また、医師等においても、この資金を借り

異議なしと認めま

す。

受けした方が２名ほどいらっしゃいますけれ

したがって、陳情第１号「介護保険制度の

ども、この部分については、平成１９年に改

『緊急改善』を求める意見書」の提出を求め

正した以前の条例を適用しておりまして、そ

る陳情書の件は、文教厚生常任委員会に付託

のときは違約金は発生しませんので、納めて

し、会期中の継続審査にすることに決定をい

おりません。

たしました。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

せんか。

◎

散会宣告

○議長（吉田敏男君）
（「なし」と呼ぶ者あり）

○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。

これで、質疑を終わ

ります。

本日は、これで散会をいたします。
次回の会議は、１２月１８日、午前１０時

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

より開会をいたします。
大変御苦労様でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

午前１１時４５分

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第１００号足寄町医師等修
学資金貸付条例の一部を改正する条例の件を
採決をします。
この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１００号足寄町医師等
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散会

