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午前１０時００分

開会

ざいます。
主な事業につきましては、まちづくり交付

◎

開会宣告

○副議長（島田政典君）

金事業、さらには公営住宅の建てかえ事業の

本日は吉田議長よ

り欠席の届け出がありました。

前倒し、それから道路照明関係、それから下
水道関係、区画整理事業関係ということで総

地方自治法第１０６条第１項の規定に基づ
き私が議長を務めることといたします。皆様

額で２億５,０００万円程度を補正に乗りた
いというふうに思っております。

方の御協力をお願いいたします。

それから、厳密にいいますと、これも国の

本日の出席議員は１２名です。

区分でいきますと補正になるわけであります

ただいまから、平成２５年第２回足寄町議

けれども、既に表明しております役場北側に

会臨時会を開催をいたします。

福祉施設の関係でございます。この事業も国
の森林整理加速化林業再生整備交付金という

◎

町長あいさつ

○副議長（島田政典君）

ことで、国では補正予算の取り扱いでありま

町長より招集のあ

いさつがございます。

のほうに基金で積み立てをするということで

安久津町長。
○町長（安久津勝彦君）

すけれども。この仕組みが補正予算で北海道
一括北海道のほうに基金で積み立てられま

議長のお許しをい

す。この間、随分やりとりをさせていただい

ただきましたので、本臨時会に招集に際して

たのですけれども、町としての予算執行上は

の御挨拶をさせていただきます。

２５年度の予算ということになるということ

まず、御了解いただきたいと思いますの

でございます。

は、２月２日に十勝地方中部地震ということ

これについては、３億８,４００万円程度

で比較的大きな地震がございました。町全体

予定してございます。これにつきましては、

としては被害一部総合体育館の被害というこ

我が町としては２５年度の新年度予算、当初

とでございますので、行政報告につきまして

予算に計上させていただきたいということで

は、教育委員会のほうから行政報告をさせて

考えておりますので、御理解をただきたいと

いただくということで御了解をいただきたい

いうふうに思います。

というふうに思います。

両方の国のベースで考えますと、６億３,

次に、昨年１２月に開催されました衆議院

５００万円程度が国の補正に乗っかる、すな

の総選挙に伴いまして政権交代が起こったわ

わち、これは実質前倒しをして取り組みをす

けでありますけれども、その後、国の動きと

るということで考えてますので、御理解をい

して大型補正、さらには新年度予算について

ただきたいというふうに思います。

は少しずれ込むということで、暫定予算とい

なお、新年度予算編成についても今最終の

うことになるというふうに聞いておりますけ

チェックをしてございます。一般会計の総額

れども、予算の関係で少しお話をさせていた

では約８４億３,０００万円でございます。

だきますと、国の補正がある程度見えてまい

そのほかの特別会計、企業会計等を含めてい

りました。情報収集をしながら新年度予算の

きますと、総体で約１３０億円の予算編成と

前倒しも含めて情報収集し、適切に対応して

いうことになります。最終チェックをしてい

いくというようなお話をさせていただいたと

る段階でございまして、明日午前中に新聞報

ころでありますけれども、大体見えてきた中

道をさせてもらいたいというふうに考えてま

でいきますと、国の補正予算にかかわる部分

すので、御理解をいただきたいというふうに

につきましては、まず約２億５,０００万円

思います。

程度を補正に乗りたいというふうに考えてご
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次に、ちょっと懸念しております状況とい

いますか、少しお話をさせていただきます
と、既に新聞報道等でございますけれども、

◎

会議録署名議員の指名

どうも国としてはＴＰＰ交渉に参加をすると

○副議長（島田政典君）

いう方向になるというようなことでございま

署名議員の指名を行います。

日程第１

会議録

す。詳細は新聞報道にある程度しかまだわか

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

りませんけれども、いずれにしても、これま

１７７条の規定により、５番高道君、６番前

でどおり私どもとしては、町としては、やは

田君を指名いたします。

りＴＰＰ交渉に参加ということにならないと
いうふうに思ってますので、また十勝町村会

◎

議運結果報告

含めて関係機関・団体等協働歩調をとりなが

○副議長（島田政典君）

ら適切に対処していきたいというふうに考え

員長から、会議の結果の報告を願います。

ておりますので、御理解をいただきたいとい
うふうに思います。

議会運営委員会委員長

議会運営委員会委
高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

本

また、足寄高校の出願状況でありますけれ

日開催されました第２回臨時会に伴う議会運

ども、これも新聞報道されております。一次

営委員会の協議の結果を御報告いたします。

では３８名ということで大変厳しい状況に

会期は、本日１日限りであります。

なってるということでございます。二次募集

本日は、町長、教育委員長から行政報告を

にも期待をしながら、何とか最低ラインの４

受けた後に、議案第２号から議案第１７号ま

１名を確保できるように高校あるいは中学校

でを即決で審議いたします。

とも連携をとりながら進めてるということで
報告を受けてますので、また状況がわかり次

なお、本日の本会議終了後に、全員協議会
を開催する予定であります。

第報告をさせていただきたいというふうに
思っております。

以上で、議会運営委員会の協議結果の報告
を終わらせていただきます。

次に、本日の御審議をいただく議案の関係
について少しお話をさせていただきます。

○副議長（島田政典君）

これにて、委員長

の報告を終わります。

まず、いわゆる過疎計画の一部変更につい
て御審議をいただきたいというふうに思って

◎

会期決定の件

おります。それから、地方分権一括法に関連

○副議長（島田政典君）

する条例制定、これ必要になっております。

定の件を議題といたします。

日程第２

会期決

この条例制定の件が９件予定しております。

お諮りをいたします。

それから、平成２４年度の補正予算、各会計

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

の補正予算６件を予定しておりまして、計１

思います。御異議ありませんか。

６件について御審議を賜りますようお願いを

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

申し上げまして、招集に際しての御挨拶とさ

○副議長（島田政典君）

せていただきます。どうぞよろしくお願いい

す。

たします。

異議なしと認めま

したがって、会期は、本日１日間に決定を
いたしました。
◎

開議宣告

○副議長（島田政典君）

これから、本日の

会議を開きます。

◎

行政報告

○副議長（島田政典君）

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

日程第３

行政報

告を行います。

です。

町長から行政報告の申し出がありました。
― 4 ―

これを許します。

お許しをいただきましたので、教育委員会よ

安久津町長。
○町長（安久津勝彦君）

り行政報告を行います。
議長のお許しをい

ただきましたので、２件の行政報告を申し上

十勝地方中部地震における被害状況につい
て。

げます。

２月２日の午後１１時１７分ころ、十勝地

まず、足寄町橋梁長寿命化修繕計画及び足

方中部を震源とする地震が発生し、浦幌町で

寄町公園施設長寿命化計画の策定についてで

震度５強、帯広市や本別町で震度５弱を観測

ございます。

し、足寄町においても震度４を観測いたしま

平成２４年１２月４日開催の第４回定例会

した。

において、足寄町橋梁長寿命化修繕計画及び
足寄町公園施設長寿命化計画の策定状況につ

この地震で、本町の総合体育館に被害が発
生しましたので、御報告申し上げます。

いて御報告をさせていただいたところであり

１階のアリーナでは天井材が３枚落下し、

ますが、両計画について北海道との協議が

このほかのアリーナ天井材にもずれが多数発

整ったことから、本日配布させていただきま

生いたしました。幼児プレイルームでは、換

した別冊の足寄町橋梁長寿命化修繕計画を平

気扇の天井材にひびが入りました。２階では

成２５年１月２８日、足寄町公園施設長寿命

非常階段西側のテラス天井材の一部落下と、

化計画を１月３１日に国に提出いたしまし

ひび及びひずみが発生いたしました。また、

た。

第２体育館の複層ガラス１枚にひびが入りま

今後は、本計画に基づき橋梁及び公園施設

した。

の維持管理に努めてまいりますので、御理解

以上が地震による被害状況でありますが、

賜りますようお願い申し上げ、報告といたし

町内小中学校等での施設及び人的被害はあり

ます。

ませんでした。

次に、土地区画整理事業に係る損害賠償請

これらの被害箇所の修復については、今臨

求事件の現状について御報告をいたします。

時会に補正予算を計上しておりますので、議

平成２３年６月７日の提訴以降、８回の電

員各位の御理解を賜りますようお願い申し上

話会議、現地調査及び証人尋問、並びに２回

げ、報告といたします。

の口頭弁論を経て、最終口頭弁論が、平成２

○副議長（島田政典君）

５年２月１日、午後１時１５分より、釧路地

を終わります。

これで、行政報告

方裁判所帯広支部において行われました。
裁判長から原告と被告北海道、株式会社木

◎

議案第２号

村建設及び足寄町から提出のあった準備書面

○副議長（島田政典君）

の陳述確認が行われた後、弁論の終結と判決

２号足寄町過疎地域自立促進市町村計画の一

日を平成２５年３月２２日、午後１時とする

部変更についての件を議題といたします。

ことが言い渡され閉会いたしました。

日程第４

議案第

提案理由の説明を求めます。

以上、損害賠償請求事件の現状についての

渡辺総務課長。

報告とさせていただきますので、御理解を賜

○総務課長（渡辺俊一君）

りますようお願い申し上げます。

なりました議案第２号足寄町過疎地域自立促

○副議長（島田政典君）

進市町村計画の一部変更について、提案理由

次に、教育委員会

から教育行政報告の申し出がありますので、

の御説明を申し上げます。

これを許します。

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項

星崎教育委員長。
○教育委員会委員長（星崎隆雄君）

ただいま議題と

において準用する同条第１項の規定に基づ
議長の

き、足寄町過疎地域自立促進市町村計画の一
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部を別紙のとおり変更するものでございま

討論はありませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

足寄町過疎地域自立促進市町村計画は、平
成２２年度から平成２７年度までの６カ年計

○副議長（島田政典君）

討論なしと認めま

す。

画で過疎地域の自立促進のため産業の振興、

これで、討論を終わります。

交通・通信体系の整備、生活環境の整備、医

これから、議案第２号足寄町過疎地域自立

療の確保、教育の振興など、施策の実施につ

促進市町村計画の一部変更についての件を採

いてそれぞれ項目を掲げ、また、本計画の参

決をいたします。

考資料におきましては、事業の年次割りや概

この表決は起立によって行います。

算事業費を計上してございます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

２ページに市町村計画の変更、３ページに

の方は御起立願います。

は参考資料の変更を貼付しておりますが、本
町では人口流出を防止し、活力ある町づくり

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

全員起立です。

を推進するため、町民が安心して住み続けら

したがって、議案第２号足寄町過疎地域自

れる居住環境づくりの推進、定住人口の確

立促進市町村計画の一部変更についての件

保、及び地域経済の活性化が図られるよう住

は、原案のとおり可決されました。

環境整備補助金の交付を実施しており、一般
財源に過疎債充当を予定しております。

◎議案第３号

このたび、この補助事業を足寄町過疎地域

○副議長（島田政典君）

日程第５

議案第

自立促進市町村計画に追加したいと考えてお

３号足寄町指定地域密着型サービスの事業の

りますが、市町村計画に大幅な事業変更があ

人員、設備及び運営に関する基準を定める条

る場合につきましては、北海道との事前協議

例の制定についての件を議題といたします。

を行い、議会の議決を経て国に提出すること

本件についての提案理由の説明を求めま

となっておりますことから、足寄町過疎地域

す。

自立促進市町村計画の変更について、議決を
お願いするものでございます。

福祉課長

櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

ただいま議題と

なお、北海道との事前協議につきまして

なりました議案第３号足寄町指定地域密着型

は、２月１２日に終了し、了承を得ていると

サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

ころでございます。

る基準を定める条例の提案理由について御説

以上で、提案理由の説明とさせていただき

明申し上げます。

ます。

最初に、制定の趣旨でございますが、地域

御理解のほどよろしくお願い申し上げま
す。

の自主性及び自立性を高めるための改革の推
進を図るための関係法律の整備に関する法

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

律、いわゆる地域主権改革一括法でございま
すが、第１次及び第２次一括法が施行された

これから、質疑を行います。

ことに伴い、従来、国の法律及び省令等で定

質疑はございませんか。

めていた施設基準等について、都道府県また

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

は市町村の条例で定めることとされましたこ

質疑なしと認めま

す。
これで、質疑を終わります。

とから、本町における地域密着型サービス等
の基準について、条例を制定するものでござ
います。

これから、討論を行います。

次に、条例の内容でございますが、従来国
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が定めていました、指定地域密着型サービス

これから、討論を行います。

の事業の人員、設備及び運営に関する基準、

討論はございませんか。

平成１８年厚生労働省令第３４号を条例で定
めるものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

４ページをお開きください。

討論なしと認めま

す。

足寄町指定地域密着型サービスの事業の人

これから、議案第３号足寄町指定地域密着

員、設備及び運営に関する基準を定める条

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

例。

する基準を定める条例の制定についての件を

第１条は本条例の趣旨を、第２条は用語の

採決をいたします。

定義を、第３条は地域密着型サービス事業の

この採決は、起立によって行います。

一般原則を規定しております。第４条から第

本件は、原案のとおり決定することに賛成

１４条までは、本条例の適用となる定期巡回

の方の起立を求めます。

随時対応型訪問介護・看護などの地域密着型
サービス等の基本方針等について規定してお

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

ります。第１５条は委任規定としておりま
す。

全員起立です。

したがいまして、議案第３号足寄町指定地
域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

附則でございますが、この条例は平成２５
年４月１日から施行するものでございます。

営に関する基準を定める条例の制定について
の件は、原案のとおり可決されました。

以上でございますが、従来国で定めていま
した基準等は事業運営を適切に行うための最

◎議案第４号

低限度の基準として設定されており、既に指

○副議長（島田政典君）

定されている町内のサービス事業所では、国

４号足寄町指定地域密着型介護予防サービス

の基準等に基づき適切に行われており、支障

の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防

を来すような状況は発生しておりません。ま

のための効率的な支援の方法に関する基準を

た、本町が計画している高齢者複合施設も同

定める条例の制定についての件を議題といた

様に国の基準等に基づき整備する計画となっ

します。

日程第６

ていることを踏まえ、国の基準と同一内容と

提案理由の説明を求めます。

する条例制定を基本としております。

櫻井福祉課長。

このことは、昨年９月２８日に開催しまし

○福祉課長（櫻井光雄君）

議案第

ただいま議題と

た、足寄町高齢者保健福祉推進委員会に諮

なりました議案第４号足寄町指定地域密着型

り、了承を得ているところでございます。

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

以上、提案理由の御説明とさせていただき

営並びに介護予防のための効果的な支援の方

ますので、御審議のほどよろしくお願いを申

法に関する基準を定める条例の提案理由につ

し上げます。

いて、御説明申し上げます。

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

本条例の制定趣旨につきましては、さきに
御審議いただきました議案第３号と同じでご

これから、質疑を行います。

ざいますので、説明を省略させていただき、

質疑はございませんか。

条例の内容から御説明させていただきます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

本条例は、従来国が定めていました、指定

質疑なしと認めま

す。
これで、質疑を終わります。

地域密着型介護予防サービス事業の人員、設
備及び運営並びに指定密着型介護予防サービ
スに係る介護予防のための効果的な支援の方
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法に関する基準、これは平成１８年厚生労働

方法に関する基準を定める条例の制定につい

省令第３６号でございますけれども、この部

ての件の件を採決をいたします。

分を条例で定めるものでございます。

この表決は、起立によって行います。

６ページをお開きください。

原案のとおり決定することに賛成の方の起

足寄町指定地域密着型介護予防のサービス

立を願います。

の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準を

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

定める条例。

全員起立です。

したがって、議案第４号足寄町指定地域密

第１条は本条例の趣旨を、第２条は用語の

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

定義を、第３条は地域密着型介護予防サービ

び運営並びに介護予防のための効果的な支援

ス事業の一般原則を規定しております。第４

の方法に関する基準を定める条例の制定につ

条から第６条までは本条例の適用となる介護

いての件は、原案のとおり可決されました。

予防認知症対応型（通称「介護」）など、介
護予防についての基本方針等を規定しており
ます。第７条は委員規定としております。

◎

議案第５号

○副議長（島田政典君）

日程第７

議案第

附則でございますが、この条例は、平成２

５号足寄町指定地域密着型サービス事業者等

５年４月１日から施行するものでございま

の指定に関する基準を定める条例の制定につ

す。

いての件を議題といたします。

以上でございますが、本条例についても、

提案理由の説明を求めます。

国の基準と同一内容とすることを基本とし、

櫻井福祉課長。

足寄町高齢者保健推進委員会の了承を得てお

○福祉課長（櫻井光雄君）

ります。

なりました議案第５号足寄町指定地域密着型

ただいま議題と

以上、提案理由の御説明とさせていただき

サービス事業者等の指定に関する基準を定め

ますので、御審議のほどをよろしくお願い申

る条例の提案理由について御説明申し上げま

し上げます。

す。

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

本条例の制定につきましても、さきに御審
議いただきました内容と同じでございますの

これから、質疑を行います。

で、説明を省略させていただき、条例の内容

質疑はございませんか。

から御説明させていただきます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

本条例は、従来、国が介護保険法、平成９

質疑なしと認めま

す。

年法律第１２３号第７８条の２第１項、同条
第４項、第１１５条の１２第２項で規定する

これで質疑を終わります。

基準等を条例で定めるものでございます。

これから、討論を行います。討論はござい

７ページをお開き願います。

ませんか。

足寄町指定地域密着型サービス事業者等の

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

指定に関する基準を定める条例。

討論なしと認めま

す。

第１条は本条例の趣旨を、第２条は地域密
着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所

これで、討論を終わります。

定員を２９に一括し、第３条において申請者

これから、議案第４号足寄町指定地域密着

の資格を法人とする。いずれも、国の基準と

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

同じく規定しております。

運営並びに介護予防のための効果的な支援の
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附則としまして、この条例は平成２５年４

月１日から施行するものでございます。

ついて、提案理由の説明を申し上げます。

以上、提案理由の御説明とさせていただき

本条例の改正につきましても、さきに御審

ますので、御審議のほどをよろしくお願い申

議いただきました議案第３号と同様の理由に

し上げます。

よるものですので、説明を省略をさせていた

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

だき、改正条例の内容から御説明をさせてい
ただきます。

これから質疑を行います。

本条例の改正は、従来国が定めていた一般

質疑はございませんか。

廃棄物処理施設の管理者が当該施設の維持管

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

理に関する技術上の業務を担当させるため置

質疑なしと認めま

す。

くこととされている技術管理者の資格の基準
を、環境省令で定める参酌すべく基準を参照

これで質疑を終わります。

の上、条例に同一の内容とする基準を定める

これから、討論を行います。

ものでございます。

討論はございませんか。

議案書８ページになります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

討論なしと認めま

の一部を改正する条例。

す。

足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

これで討論を終わります。

の一部を次のように改正する。

これから、議案第５号足寄町指定地域密着

第１８条を第１９条とし、第１７条を第１

型サービス事業者等の指定に関する基準を定

８条とし、第１６条の次に、次の１条を加え

める条例の制定についての件を採決をいたし

る。

ます。

（技術管理者の資格）。

この表決は、起立によって行います。

第１７条、法第２１条第３項に規定する条

原案に賛成の方の起立を求めます。

例で定める技術管理者が有すべき資格は、次

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

の各号のいずれかとする。

全員起立です。

第１号、技術士法（昭和５８年法律第２５

したがって、議案第５号足寄町指定地域密

号）第２条第１項に規定する技術士（科学部

着型サービス事業者等の指定に関する基準を

門、水道部門又は衛生工学部門に関わる第２

定める条例の制定については、原案のとおり

次試験に合格した者に限る）

可決されました。

第２号、技術士法第２条第１項に規定する
技術士（前後に該当する者を除く）であっ

◎

議案第６号

○副議長（島田政典君）

日程第８

て、１年以上廃棄物の処理に関する技術所の
議案第

実務に従事した経験を有する者。

６号足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条

第３号、廃棄物の処理及び清掃に関する法

例の一部を改正する条例の件を議題といたし

律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５項）

ます。

第８条の１７号第２号イからチまでに掲げる

本件についての提案理由の説明を求めま

者。

す。

第４号、前３号に掲げる者と同等以上の知

西東住民課長。
○住民課長（西東文雄君）

識及び技能を有すると町長が認める者。
ただいま議題と

なりました議案第６号足寄町廃棄物の処理及

附則としまして、この条例は平成２５年４
月１日から施行するとするものです。

び清掃に関する条例の一部を改正する条例に
― 9 ―

なお、同ページ右に新旧対照表を貼付して

おりますので、御参照をお願いいたします。

本条例の制定趣旨につきましては、先ほど

以上で、提案理由の説明を終わらせていた

御審議を賜りました議案第６号と同様のた

だきます。御審議のほど、よろしくお願いい
たします。

め、省略をさせていただきます。
道路法（昭和２７年法律第１８０号）の一

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

部改正及び第２次一括法（平成２３年法律第
１０５号）が平成２３年８月３０日に公布さ

これから、質疑を行います。

れたことに伴い、高齢者・障害者等の移動等

質疑はございませんか。

の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

律第９１号）の一部改正に伴い、今般条例の

質疑なしと認めま

す。

制定を図るものでございます。
条例制定に当たっては、道路構造例（昭和

これで、質疑を終わります。

４５年政令第３２０号）及び道路標識、区画

これから、討論を行います。

線及び道路標示に関する命令（昭和３５年総

討論はございませんか。

理府建設省令第３号）並びに北海道との整合

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

性を図るため、北海道道路の構造の技術的基

討論なしと認めま

す。

準を定める条例（平成２４年北海道条例第１
１０号）を参酌して整備を図ったものでござ

これで、討論を終わります。

います。

これから、議案第６号足寄町廃棄物の処理

道路法の一部改正に伴う主な内容としまし

及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

ては、第３０条第３項として、市町村道の技

の件を採決をいたします。

術的基準は政令で定める基準を参酌して当該

この表決は起立によって行います。

道路の道路管理者である地方公共団体で条例

本件は原案のとおり決定することに賛成の

で定め、また、第４５条第３項として、市町

方の起立を求めます。

村道に設ける道路標識は内閣府令・国土交通

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

省令の定めるところを参酌して当該市町村道

全員起立です。

の道路管理者である地方公共団体が定めるも

したがいまして、議案第６号足寄町廃棄物

のでございます。

の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進

る条例の件は、原案のとおり可決されまし

に関する法律の一部改正に関します内容とし

た。

ましては、第１０条第３項道路管理者は、そ
の管理する道路を同法の基準に適合させるた
◎

議案第７号

○副議長（島田政典君）

日程第９

めに必要な措置を講ずるように努めなければ
議案第

７号足寄町道路の構造の技術的基準等を定め
る条例の制定についての件を議題といたしま
す。

ます。
次に、足寄町道路構造の技術的基準等を定
める条例について、主な条項に関しまして、

提案理由の説明を求めます。

御説明を申し上げます。

南岡建設課長。
○建設課長（南岡雄二君）

ならないという義務化がなされたものであり

本条例は、議案書Ｐ９ページの第１条「趣
ただいま議題と

旨」から１５ページの第４５条「移動等円滑

なりました議案第７号足寄町道路の構造の技

化の措置」までの構成となってございます。

術的基準を定める条例の制定について、提案

第１条は本条例の趣旨を、第２条は用語の

理由を御説明申し上げます。

定義、第３条は道路の区分、第４条は町道の
― 10 ―

構造の技術的基準を規定してございます。第

す。

５条車線数、第６条車線の分離等、第８条路

これで、討論を終わります。

肩、第１６条設計速度、第１９条曲線部の方

これから、議案第７号足寄町道路の構造の

勾配、第２０条曲線部の車線等の拡幅、第２

技術的基準等を定める条例の制定についての

３条縦断勾配について規定してございます。

件を採決をいたします。

第３条道路区分でございますけれども、こ
れにつきましては、第１種及び第２種である

この表決は、起立によって行います。
原案に賛成の方の起立を願います。

高速自動車国道及び自動車専用道路がないこ
とから規定せず、その他道路の第３種及び第
４種について規定をしてございます。

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

全員起立です。

したがって、議案第７号足寄町道路の構造

第８条路肩、第１１条自転車・歩行者道、
第１２条歩道につきましては、冬期間の通行

の技術的基準等を定める条例の制定について
の件は、原案のとおり可決されました。

を考慮して除雪を考慮することを明記いたし
ました。

◎

なお、足寄町に該当しない鉄道等の平面交

議案第８号

○副議長（島田政典君）

日程第１０

議案

差、路面電車の停留所は規定してございませ

第８号足寄町公営住宅等の整備基準を定める

ん。

条例の制定についての件を議題といたしま

道路法第４５条第３項の道路標識等につい

す。

ては、第４４条道路に設ける道路標識の寸法
につきましては規則で定めるとしてございま
す。

本件についての提案理由の説明を求めま
す。
南岡建設課長。

高齢者・障害者等の移動の円滑化の促進に

○建設課長（南岡雄二君）

ただいま議題と

関する法律第１０条第３項の関係につきまし

なりました議案第８号足寄町公営住宅等の整

ては、第４５条移動等円滑化の措置に規定し

備基準を定める条例の制定について、提案理

てございます。

由を御説明申し上げます。

附則としまして、この条例は、平成２５年
４月１日から施行するものでございます。

本条例の制定趣旨につきましては、さきに
御審議を賜りました第７号と同様でございま

以上のとおり、御提案申し上げますので、
御審議賜りますようよろしくお願い申し上げ
ます。

すので、説明を省略させていただきます。
地域主権改革一括法の公布に伴い、公営住
宅法（昭和２６年法律第１９３号）の一部が

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

るものでございます。

これから、質疑を行います。

条例制定に当たっては、国土交通省令であ

質疑はございませんか。

る公営住宅等整備基準（平成１０年建設省令

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

改正されたことに伴い、今般条例の制定を図

第８号）及び北海道との整合性を図るため、

質疑なしと認めま

す。

北海道営住宅条例の一部を改正する条例（平
成２４年北海道条例第１２７号）を参酌して

これで、質疑を終わります。

整備を図ったものでございます。

これから、討論を行います。

公営住宅法の一部改正に伴う主な内容とし

討論はございませんか。

ましては、第５条第２項事業主体は公営住宅

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

の整備をするときは、国土交通省令で定める

討論なしと認めま

基準を参酌して、事業主体が条例で定める整
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備基準に従い、これにあわせて共同施設の整

の整備基準を定める条例の制定についての件

備をするように努めなければならないという

は、原案のとおり可決されました。

義務化がされたものであります。
次に、足寄町公営住宅等の整備基準を定め
る条例について、御説明を申し上げます。

◎

議案第９号

○副議長（島田政典君）

本条例は、議案書１６ページの第１条「趣
旨」から１７ページの１６条「通路」までの

日程第１１

議案

第９号足寄町公園条例の一部を改正する条例
の件を議題といたします。

構成となってございます。第１条は本条例の

提案理由の説明を求めます。

趣旨を、第２条は健全な地域社会の形成、第

南岡建設課長。

３条は良好な居住環境の確保を規定してござ

○建設課長（南岡雄二君）

います。第４条に費用の縮減関係、第５条・

なりました議案９号足寄町公園条例の一部を

第６条に敷地関係、第７条から第１１条に住

改正する条例について、提案理由を御説明申

宅基準関係、第１２条から第１６条に附帯・

し上げます。

共同施設関係を規定してございます。

ただいま議題と

本条例の制定趣旨につきましては、さきに

附則としまして、この条例は、平成２５年
４月１日から施行するものでございます。

御審議を賜りました第８号と同様でございま
すので、説明を省略させていただきます。

以上のとおり、御提案申し上げますので、

地域主権改革一括法の公布に伴い、都市公

御審議を賜りますようよろしくお願い申し上

園法（昭和３１年法律第７９号）の一部改正

げます。

及び高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

進に関する法律（平成１８年法律第９１号）
の一部が改正されたこと、並びに土地区画整

これから、質疑を行います。

理事業によりまして公園が整備完了したこと

質疑はございませんか。

から、今般公園条例の一部改正を行うもので

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

ございます。

質疑なしと認めま

す。

条例の改正に当たっては、都市公園施行令
（昭和３１年政令第２９０号）及び移動等円

これで、質疑を終わります。

滑化のために必要な特定公園施設の設置に関

これから、討論を行います。

する基準を定める省令（平成１８年国土交通

討論はございませんか。

省令第１１５号）並びに北海道との整合性を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

図るため、北海道立都市公園条例の一部を改

討論なしと認めま

す。

正する条例（平成２４年北海道条例第１１５
号）を参酌して条例の一部改正を行うもので

これで、討論を終わります。

ございます。

これから、議案第８号足寄町公営住宅等の

都市公園法の一部改正に伴う主な内容とし

整備基準を定める条例の制定についての件を

ましては、第３条第１項地方公共団体が都市

採決をいたします。

公園を設置する場合においては、政令で定め

この表決は、起立によって行います。

る都市公園の配置及び規模に関する技術的基

原案のとおり決定することに賛成の方は御

準を参酌して条例で定める基準に適合するよ

起立願います。

うに行うものでございます。

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

法第４条第１項、都市公園に公園施設とし

全員の起立です。

て設ける建築物の総計の当該都市公園の敷地

したがって、議案第８号足寄町公営住宅等

面積に対する割合は１００分の２を参酌して
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当該都市公園を設置する地方公共団体の条例

関わる特定公園施設の設置に関する基準につ

で定める割合を超えてはならないという指定

きましては、特定公園施設である沿路及び広

がされました。

場、屋根付き広場、休憩所及び管理事務所、

次に、高齢者・障害者等の移動の円滑化の

野外劇場及び野外音楽堂、駐車場、便所、水

促進に関する法律の一部改正内容につきまし

飲み場及び掲示板の設置基準を、北海道福祉

ては、法第１３条第１項公園管理者は特定公

のまちづくり条例に準じて規定した北海道立

園施設の新築、増築又は改築を行うときは当

都市公園条例の一部を改正する条例に準じて

該特定公園施設を移動等円滑化のために必要

規定してございます。

な特定公園施設の設置に関する主務省令で定

別表等の繰り下げにつきましては、本条例

める基準の適合について、義務化がなされた

の一部改正に伴い、別表１に第１条の４移動

ものでございます。

等円滑化の促進に関わる特定公園施設の設置

次に、足寄町公園条例の一部を改正する条
例について、御説明を申し上げます。

に関する基準を指定したことにより、別表の
繰り下げ等の整理を行ってございます。別表

なお、改正条例中、文言の整理及び各条項

第２区分のうち、その他公園の一部につい

の整理に関わる部分につきましては、説明を

て、都市公園号第２条第１項で規定する都市

省略をさせていただき、改正の主な内容につ

計画区域内に町が設置する街区公園として適

いて説明をさせていただきますので、御了承

正な区分に整理をさせていただきました。

のほどお願いいたします。

また、土地区画整理事業で整備しました北

本条例は、議案書１８ページの第１条の２
「都市公園の配置及び規模の基準」から３４
ページ別表７の「使用量」までの構成となっ
てございます。

４条公園、北５条公園、利別川緑地公園を都
市公園欄に加え整備を図りました。
附則としまして、この条例は、平成２５年
４月１日から施行するものでございます。

第１条の次に、次の３条を加える。

以上で、提案理由の説明を終わらせていた

第１条の２として、都市公園の配置及び規

だきます。

模の基準の規定でありまして、都市公園施行

なお、新旧対照表を２３ページから３４

令第１条の２住民１人当たりの都市公園の敷

ページに貼付してございますので、御参照の

地面積の基準については、国は１０平方メー

ほどお願いします。

トル以上を標準と規定しておりますが、足寄

御審議を賜りますようよろしくお願い申し

町の場合は既に８０平方メートル確保されて

上げます。

いることから、規定に反映してございませ

○副議長（島田政典君）

ん。

終わりました。

また、都市公園施行令第２条地方公共団体
が設置する都市公園の配置及び規模の基準に

提案理由の説明が

これから、質疑を行います。
質疑はございませんか。

ついては、国の基準に応じて公園の配置及び

（「なし」と呼ぶ者あり）

規模を決めており、引き続き国の基準に準じ

○副議長（島田政典君）

て規定してございます。

す。

質疑なしと認めま

第１条の３として、都市公園施設の設置基

これで、質疑を終わります。

準につきましては、都市公園施行令第６条公

これから、討論を行います。

園施設の建築面積の基準の特例が認められる

討論はございませんか。

特別の場合等については、国の基準・北海道
条例に準じて規定してございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

第１条の４として、移動等円滑化の促進に

す。
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討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

２年厚生省令第４５号）を参酌して本条例を

これから、議案第９号足寄町公園条例の一

制定したものでございます。

部を改正する条例の件を採決をいたします。

水道法施行令及び水道法施行規則の主な内

この表決は、起立によって行います。

容としましては、水道法第１２条第１項にお

本件は原案のとおり決定することに賛成の

いて、布設工事者を配置する基準に関して

方の起立を求めます。

「水道事業者は水道の布設工事を自ら施行

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

し、又は他人に施行させる場合においてはそ

全員起立です。

の職員を指名し、又は第三者に委嘱してその

したがいまして、足寄町公園条例の一部を

工事の施工に関する技術上の監督業務を行わ

改正する条例の件は、原案のとおり可決され

せなければならい」と規定されました。ま

ました。

た、同条第２項において、布設工事監督者の
資格基準に関しまして、政令・水道法施行令
◎

議案第１０号

○副議長（島田政典君）

日程第１２

で定める資格、当該水道事業が地方公共団体
議案

である場合にあっては、当該資格を参酌して

第１０号足寄町水道布設工事監督者の配置基

当該地方公共団体の条例で定める資格を有す

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

る者でなければならない。また、同法第１９

基準に関する条例の制定についての件を議題

条第３項において、水道技術管理者の資格基

といたします。

準に関して、水道技術管理者は政令・水道法

提案理由の説明を求めます。

施行令で定める資格、当該水道事業者が地方

南岡建設課長。

公共団体である場合にあっては、当該資格を

○建設課長（南岡雄二君）

ただいま議題と

参酌して当該地方公共団体の条例で定める資

なりました議案第１０号足寄町水道布設工事

格を有する者ではならないなど、以上３点に

監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

おける規定に基づき条例整備を図るものでご

術者の資格基準に関する条例の制定につい

ざいます。

て、提案理由を御説明申し上げます。

次に、足寄町水道布設工事監督者の配置基

本条例の制定趣旨につきましては、さきに

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

御審議を賜りました第９号と同様でございま

基準に関する条例について、御説明を申し上

すので、説明を省略させていただきます。

げます。

地域主権改革一括法の施行に伴い、これま

本条例は、議案書３５ページの第１条「趣

で水道法施行令（昭和３２年第３３６号）及

旨」から３６ページの第４条「水道技術管理

び水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４

者の資格」までの構成となってございます。

５号）で定められていた水道布設工事監督者

第１条は本条例の趣旨を、第２条は布設工事

の配置基準及び資格基準並びに水道技術者の

監督者を配置する工事、第３条は布設工事監

資格を、地方公共団体が条例で定めることに

督者の資格、及び第４条は水道技術管理者の

なりました。これに伴い、水道布設工事監督

資格をそれぞれ規定してございます。

者の配置基準及び資格基準並びに水道技術者
の資格を新たに条例の整備を図ったものでご

附則としまして、この条例は、平成２５年
４月１日から施行するものでございます。

ざいます。

以上のとおり、御提案を申し上げますの

条例制定に当たって、北海道において当該

で、御審議を賜りますようよろしくお願い申

関連条例が制定されていないことから、国の

し上げます。

基準であります水道法施行令（昭和３３年法

○副議長（島田政典君）

律第１７７号）及び水道法施行規則（昭和３

終わりました。
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提案理由の説明が

これから、質疑を行います。

道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）で

質疑はございませんか。

定められておりました下水道施設の構造及び

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

維持管理基準について、それぞれの地方公共

質疑なしと認めま

す。

団体にて条例で定めることになったことによ
り、条例の整備を行うものでございます。

これで、質疑を終わります。

条例改正に当たって、下水道法施行令を参

これから、討論を行います。

酌し、北海道との整合性を図るため、北海道

討論はございませんか。

公共下水道条例を準用し、足寄町公共下水道

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

条例の一部改正、第３条から第６条までに構

なしと認めます。

造の技術上の基準及び、同法第２５条に終末

これで、討論を終わります。

処理場の維持管理の定めについて整備を図っ

これから、議案第１０号足寄町水道布設工

たものでございます。

事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

足寄町公共下水道条例の一部を改正する主

技術管理者の資格基準に関する条例の制定に

な内容としましては、第７条第２項において

ついての件を採決をいたします。

公共下水道の構造は政令・水道法施行令で定

この表決は、起立によって行います。

める基準を参酌して公共下水道管理者である

原案に賛成の方の起立を求めます。

地方公共団体の条例で定める基準に適合する

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

ものでなければならないと規定され、第２１

全員起立です。

条第２項において公共下水道管理者は政令で

したがって、議案第１０号足寄町水道布設

定めるところを参酌して条例で定めることに

工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

より、終末処理場の維持管理をしなければな

道技術管理者の資格基準に関する条例の制定

らないという義務化がなされたものでござい

についての件は、原案のとおり可決されまし

ます。

た。

次に、足寄町公共下水道条例の一部を改正
する条例について、御説明を申し上げます。
◎

議案第１１号

○副議長（島田政典君）

日程第１３

なお、改正条例中、文言の整備及び各条項
議案

の整理に関わる部分につきましては、説明を

第１１号足寄町公共下水道条例の一部を改正

省略させていただき、改正の主な内容につい

する条例の件を議題といたします。

て説明をさせていただきますので、御了承を

提案理由の説明を求めます。

願いたいと思います。

南岡建設課長。
○建設課長（南岡雄二君）

議案書は３７ページから３８ページになり
ただいま議題と

ますが、３９ページ以降、参考資料として新

なりました議案第１１号足寄町公共下水道条

旧対照表を貼付してございますので、御参照

例の一部を改正する条例について、提案理由

を願いたいと思います。

を御説明申し上げます。

３９ページをお開き願いたいと思います。

本条例の制定趣旨につきましては、さきに

第１条中、「使用」の次に「並びに施設の

御審議を賜りました第１０号と同様でござい

構造及び施設維持の基準等」を加えました。

ますので、説明を省略させていただきたいと

第２条中、（３）排水施設及び（４）処理

思います。

施設の二語を加えました。

地域主権改革一括法の公布により、下水道

下水道法第７条第２項の改正に伴い、新た

法（昭和３３年法律第７９号）第７条第２項

に第２章として３９、４９ページに構造の技

第２１条第２項の改正により、これまで下水

術上の基準として第３条排水施設及び処理施
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設に共通する構造の技術上の基準を、第４条

○副議長（島田政典君）

排水施設の構造の技術上の基準を、第５条処

を再開いたします。

休憩を閉じ、会議

理施設の構造の技術上の基準、第６条適用除
外について整備を図りました。

◎

議案第１２号

次に、４２ページ。

○副議長（島田政典君）

４２ページに下水道法第２１条第２項の規

第１２号平成２４年度足寄町一般会計補正予

定により、第５章終末処理場の維持管理とし
て５項目について規定いたしました。

日程第１４

議案

算（第１２号）の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。

附則といたしまして、この条例は、平成２

渡辺総務課長。

５年４月１日から施行するものでございま

○総務課長（渡辺俊一君）

す。

なりました議案第１２号平成２４年度足寄町

以上のとおり、御提案申し上げますので、
御審議を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。

ただいま議題と

一般会計補正予算（第１２号）につきまし
て、提案理由の御説明を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ９１億１,５８９万円とするもの

これから、質疑を行います。

でございます。

質疑はございませんか。

歳出から御説明申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

１０ページをお願いいたします。

質疑なしと認めま

す。

第２款総務費におきまして、今回の補正予
算の財源調整のため財政調整基金積立金とい

これで、質疑を終わります。

たしまして６００万２,０００円を減額いた

これから、討論を行います。

しました。

討論はございませんか。

第３款民生費、第６款農林水産業費、次の

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

ページ、１２ページになりますけれども、第

なしと認めます。

１０款教育費におきまして、灯油などの燃料

これで、討論を終わります。

価格が高騰していますことから、燃料費をそ

これから、議案第１１号足寄町公共下水道

れぞれ計上いたしました。

条例の一部を改正する条例の件を採決をいた
します。

それから、１２ページでございますけれど
も、第１０款教育費第５項保険体育費第２目

この表決は、起立によって行います。

総合体育館運営費におきまして、教育委員会

原案のとおり決定することに賛成の方の起

から行政報告がありました、２月２日の十勝

立を求めます。

地方中部地震により被害がございました、総

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

合体育館の天井補修工事といたしまして１６

全員起立です。

４万９,０００円を計上いたしました。

したがって、議案第１１号足寄町公共下水

次に、歳入について申し上げます。

道条例の一部を改正する条例の件は、原案の

８ページへお戻りください。

とおり可決されました。

８ページでございますが、第１７款寄附金

ここで、暫時休憩をいたします。２５分ま
で休憩をいたします。

におきまして、社会福祉寄附金といたしまし
て５万円を計上いたしました。

午前１１時１１分

休憩

３ページへお戻りください。

午前１１時２５分

再開

第２表、債務負担行為補正といたしまし
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て、平成２５年度当初より業務開始を必要と

すけど、１月から３月まで休館をしてると。

する庁舎警備等業務委託など２７件の債務負

そして、その負担を少しでも軽減してると。

担行為をお願いするものでございます。

また、音更町とほかの町は逆に、この指定管

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

理者制度の導入も組み込んだ中で、少しでも
自治体の負担を軽減してる努力をしてると。

御審議のほどよろしくお願い申し上げま
す。

音更町は民間に委託されてますし。今すぐ、
これ早急ということではないですけど、予測

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

もこういうふうにされるものですから、これ
から先どのようなお考えをされているのか、

これから、議案第１２号平成２４年度足寄

それだけをお聞きしたいと思います。

町一般会計補正予算（１２号）の件の質疑を

○副議長（島田政典君）

行います。

○教育次長（根本昌弘君）

１０ページをお開きください。

答弁、教育次長。
お答えをいたし

ます。

歳出から始めます。款で進めます。

この時期、確かに燃料高騰が来てまして、

第２款総務費、質疑はございませんか。

今、当初予算で見ましたのは８７円で見まし

（「なし」と呼ぶ者あり）

たけど、今１００円と。そういう状況になっ

○副議長（島田政典君）

第３款民生費、質

疑はございませんか。

それで、教育委員会サイドとしましても、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

経費が膨らむだけでは、やはり議員仰せのと

第６款農林水産事

業費、質疑はございませんか。

のみ閉館させていろいろ点検等をやらしてい

１２ページ、第１

０款教育費、質疑はございませんか。

ただいてますが、これをもう一月伸ばすだと
かそういう手法を考えていこうと関係機関と

９番、井脇昌美君。
○９番（井脇昌美君）

おり将来的にも大変な数字が出てくるという
ことで、実は２５年度の中で、今一月１１月

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

てございます。

も含めてちょっとそういう協議もさせてもら
温水プールの運営費

えないだろうかということで、今２５年度は

についてちょっとお伺いをさせていただきた

そういうことで検討をさせていただきたい

いと思います。

と、そのように考えてございます。

恐らく、燃料がＡ重油を使用されていると

指定管理者につきましては、ちょっと私ど

思うのですけど、ここ足寄町だけでなくて燃

も答弁用意してございませんので、御了解を

料の高騰ということは予期されていたことな

いただきたいと思います。

のですけど、利用率等々も考えて相当温水

○副議長（島田政典君）

プールも開館してから年月が経っていると。

ませんか。

他に、質疑ござい

将来的に、これから先、こういう燃料の高騰

１０番、後藤次雄君。

も予測されると。それで、新得町だったと思

○１０番（後藤次雄君）

うのですけど、委員会の私らの研修に行った

で、きょうは行政報告されましたけども、こ

ときに既に１月から３月だったと思うのです

の中で、今補正予算が通ってからこれ恐らく

けど、冬期間この重油の負担ということが非

工事すると思うのですけど、この間、このこ

常に予期され七、八年前だと思うのですけ

とによって安全が確保されないとか、されて

ど、そんなに経ってないですかね。五、六年

るのかということもありますけど、それはど

ですかね。委員会の研修で、私ども今回のこ

うなのですか。

の議員さんにも一緒に同僚がいるはずなので

○副議長（島田政典君）
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中部地震の関係

答弁、副町長。

○副町長（田中幸壽君）

お答えをいたしま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

安全確保の関係でありますけども、ここの

か。

体育館は平成元年に建設がされております。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それで、この間、何回か大きな地震があっ

○副議長（島田政典君）

て、その都度、天井材については一部落下を

いただきます。

して補修をしたという経過になっておりま
す。議員も御承知かと思いますけども、ここ

総括ございません

３ページにお戻り

３ページから４ページ、第２表債務負担行
為補正追加２７件、質疑ございませんか。

の総合体育館の天井の材料というか部材は、

（「なし」と呼ぶ者あり）

グラスウールの整形板でございます。例え

○副議長（島田政典君）

ば、１０センチぐらいのグラスウールを３セ

ございませんか。

ンチぐらいに圧縮をした、そういった建材を

全体に対する総括

（「なし」と呼ぶ者あり）

使っておりますので重量的にも軽くて、仮に

○副議長（島田政典君）

落下をして、人に当たる場所にもよるのです

わります。

これで、質疑を終

けれども、恐らく大きな怪我はしないという

これから、討論を行います。

ことで。かすり傷程度は当然するかもしれま

討論はございませんか。

せんけれども。そういった軽い部材になって

（「なし」と呼ぶ者あり）

おります。今現在、３枚が落下したというこ

○副議長（島田政典君）

とで教育委員会のほうからも報告ありました

す。

討論なしと認めま

けれども、そのほかの部分については、目視

これで、討論を終わります。

なのですけれども、天井裏ももぐって私ども

これから、議案第１２号平成２４年度足寄

建設課の技術職員も行ってチェックをして、

町一般会計補正予算（第１２号）の件を採決

当面大きな地震が来ない限り現状でも落ちて

をいたします。

こないということの確認をして、今現在は使

この表決は、起立によって行います。

用されているというふうに思いますけれど

原案のとおり決定することに賛成の方の起

も、早急に予算が通れば、その他一部暴れて

立を願います。

るといいますか、天井がちょっと斜めになっ
ただとか、そういった箇所も含めて総体的に

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

全員起立です。

整備をしたい、直したいということでござい

したがって、議案第１２号平成２４年度足

ますので、御理解のほどをよろしくお願いし

寄町一般会計補正予算（第１２号）の件は、

たいというふうに思います。

原案のとおり可決されました。

○副議長（島田政典君）

他に、質疑ござい

ませんか。

◎

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

○副議長（島田政典君）

それでは、歳出の

総括ございませんか。

いただきます。

日程第１５

議案

第１３号平成２４年度足寄町簡易水道特別会
計補正予算（第３号）の件を議題といたしま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

議案第１３号

す。

８ページ、お開き

提案理由の説明を求めます。
南岡建設課長。

歳入に入ります。

○建設課長（南岡雄二君）

歳入一括で行います。

なりました議案第１３号平成２４年度足寄町

質疑はございませんか。

簡易水道特別会計補正予算（第３号）につい
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ただいま議題と

て、提案理由を御説明申し上げます。

号）の件は、原案のとおり決定をいたしまし

１６ページをお願いたします。

た。

第１表、債務負担行為として１件をお願い
するものでございます。

◎

内容といたしましては、平成２５年度当初

議案第１４号

○副議長（島田政典君）

日程第１６

議案

から業務開始を必要とする簡易水道６カ所に

第１４号平成２４年度足寄町公共下水道事業

おけます施設維持検針等業務委託について債

特別会計補正予算（第２号）の件を議題とい

務負担行為の設定をお願いいたしておりま

たします。

す。

提案理由の説明を求めます。

以上のとおり、提案を申し上げますので、

南岡建設課長。

御審議賜りますようよろしくお願いいたしま

○建設課長（南岡雄二君）

す。

なりました議案第１４号平成２４年度足寄町

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

ただいま議題と

公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）
につきまして、提案理由の御説明を申し上げ

これから、議案第１３号平成２４年度足寄

ます。

町簡易水道特別会計補正予算（第３号）の件

１８ページをお願いいたします。

の質疑を行います。

平成２５年度開始当初より業務委託を必要

１６ページをお開きをいただきます。

とするものについて、下水終末処理場維持管

第１表、債務負担行為１件、質疑ございま

理業務委託など２件について、債務負担行為

せんか。

の設定をお願いいたしております。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（島田政典君）

以上のとおり、提案を申し上げますので、

総括ありません

か。

御審議賜りますようよろしくお願いいたしま
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

○副議長（島田政典君）

これで、質疑を終

わります。

提案理由の説明が

終わりました。
これから、議案第１４号平成２４年度足寄

これから、討論を行います。

町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

討論ございませんか。

号）の件の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

１８ページをお開きいただきます。

討論なしと認めま

す。

第１表、債務負担行為補正追加２件、質疑
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１３号平成２４年度足寄
町簡易水道特別会計補正予算（第３号）の件

○副議長（島田政典君）
か。

を採決をいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

この表決は、起立によって行います。

○副議長（島田政典君）

原案のとおり決定することに賛成の方の起

わります。

立をお願いいたします。

これで、質疑を終

これから、討論を行います。

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

総括ありません

討論ございませんか。

全員起立です。

（「なし」と呼ぶ者あり）

したがいまして、議案第１３号平成２４年
度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第３

○副議長（島田政典君）
す。
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討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

これから、議案第１４号平成２４年度足寄

きます。

町公共下水道事業特別会計補正予算（第２
号）の件を採決をいたします。

御審議のほど、よろしくお願いいたしま
す。

この表決は、起立によって行います。

○副議長（島田政典君）

原案のとおり決定することに賛成の方の起

終わりました。

立をお願いいたします。

これから、議案第１５号平成２４年度足寄

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

町介護サービス事業特別会計補正予算（第２

全員起立です。

号）の件の質疑を行います。

したがいまして、議案１４号平成２４年度
足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第
２号）の件は、原案のとおり可決されまし

２４ページをお開きいただきます。
歳入歳出一括で行います。質疑はございま
せんか。

た。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）
◎

議案第１５号

○副議長（島田政典君）

日程第１７

りいただきます。
議案

第１５号平成２４年度足寄町介護サービス事

第２表、債務負担行為４件、質疑はござい
ませんか。

業特別会計補正予算（第２号）の件を議題と
いたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

提案理由の説明を求めます。

総括ございません

か。

櫻井福祉課長。
○福祉課長（櫻井光雄君）

２０ページにお戻

（「なし」と呼ぶ者あり）
ただいま議題と

なりました議案第１５号平成２４年度足寄町

○副議長（島田政典君）

これで、質疑を終

わります。

介護サービス事業特別会計補正予算（第２

これから、討論を行います。

号）につきまして、提案理由の御説明を申し

討論はございませんか。

上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ
５５万８,０００円を追加し、歳入歳出予算

○副議長（島田政典君）

討論なしと認めま

す。

の総額を歳入歳出それぞれ２億８,８１０万

これで、討論を終わります。

９,０００円とするものでございます。

これから、議案第１５号平成２４年度足寄

歳出から御説明申し上げます。

町介護サービス事業特別会計補正予算（第２

２４ページをお願いいたします。

号）の件を採決をいたします。

第１款総務費といたしまして、燃料費５５
万８,０００円を計上いたしました。

この表決は、起立によって行います。
原案のとおり決定することに賛成の方の起

次に、歳入でございます。

立をお願いいたします。

第３款繰入金、一般会計から５５万８,０
００円の繰り入れを計上いたしました。

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

２０ページにお戻りください。

全員起立です。

したがいまして、議案第１５号平成２４年

第２表、債務負担行為でございますけれど

度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

も、平成２５年度当初から必要とする以下４

（第２号）の件は、原案のとおり可決されま

点の委託業務につきまして債務負担行為をお

した。

願いするものでございます。
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◎

議案第１６号

○副議長（島田政典君）

日程第１８

原案のとおり決定することに賛成の方の起
議案

立をお願いいたします。

第１６号平成２４年度足寄町上水道事業会計
補正予算（第４号）の件を議題といたしま
す。

（賛成者起立）
○副議長（島田政典君）

全員起立です。

したがって、議案第１６号平成２４年度足

提案理由の説明を求めます。

寄町上水道事業会計補正予算（第４号）の件

南岡建設課長。

は、原案のとおり可決されました。

○建設課長（南岡雄二君）

ただいま議題と

なりました議案第１６号平成２４年度足寄町

◎

議案第１７号

上水道事業会計補正予算（第４号）につい

○副議長（島田政典君）

て、提案理由の御説明を申し上げます。

第１７号平成２４年度足寄町国民健康保険病

第２条関係でございますが、予算第８条の
次に、第９条として債務負担行為を加え、平

日程第１９

院事業会計補正予算（第３号）の件を議題と
いたします。

成２５年度当初より必要とする施設維持検針

提案理由の説明を求めます。

等業務委託１件について、債務負担行為の設

對馬病院事務長。

定をお願いいたしております。

議案

○国民健康保険病院事務長（對馬邦彦君）

以上のとおり、提案を申し上げますので、

ただいま議題となりました議案第１７号平成

御審議賜りますようよろしくお願いいたしま

２４年度足寄町国民健康保険病院事業会計補

す。

正予算（第３号）について、提案理由を御説

○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

終わりました。

明申し上げます。
第２条関係でございますが、予算第１１条

これから、議案第１６号平成２４年度足寄

の次に第１２条として債務負担行為を加え、

町上水道事業会計補正予算（第４号）の件の

平成２５年４月１日から業務開始を必要とす

質疑を行います。

る夜間警備業務等委託など３件の債務負担行

第２条、債務負担行為、第９条の追加、質
疑ありませんか。

以上のとおり、提案申し上げますので、御

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

為の設定をお願いいたしております。
審議賜りますよう、よろしくお願いいたしま

総括ありません

か。

す。
○副議長（島田政典君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

終わりました。

これで、質疑を終

わります。

これから、議案第１７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３

これから、討論を行います。

号）の件の質疑を行います。

討論はございませんか。

第２条債務負担行為、第１２条の追加、質

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

提案理由の説明が

疑はありませんか。

討論なしと認めま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

これで、討論を終わります。

か。

これから、議案第１６号平成２４年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）

町上水道事業会計補正予算（第４号）の件を

○副議長（島田政典君）

採決をいたします。

わります。

この表決は、起立によって行います。

総括ありません

これで、質疑を終

これから、討論を行います。
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討論はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

討論なしと認めま

す。
これで、討論を終わります。
これから、議案第１７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３
号）の件を採決をいたします。
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）
○副議長（島田政典君）

全員起立です。

したがって、議案第１７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
３号）の件は、原案のとおり可決されまし
た。
◎

閉会宣告

○副議長（島田政典君）

これをもって、本

臨時会に付議されました案件の審議は、全部
終了いたしました。
これで、本日の会議を閉じます。
平成２５年度第２回足寄町議会臨時会を閉
会いたします。
午前１１時５５分

閉会
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