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◎議事日程
日程第

１

会議録署名議員の指名について＜Ｐ３＞

日程第

２

会期の決定について＜Ｐ３＞

日程第

３

諸般の報告（議長）＜Ｐ３＞

日程第

４

議長の常任委員の辞任＜Ｐ４＞

日程第

５

行政報告（町長）＜Ｐ４〜Ｐ９＞

日程第

６

報告承認第３号

専決処分の承認を求めることについて〔平成２５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１号）〕＜Ｐ９〜Ｐ１０＞

日程第

７

報 告 第 ９ 号

繰越明許費繰越計算書について＜Ｐ１０〜Ｐ１１＞

日程第

８

報告第１０号

繰越明許費繰越計算書について＜Ｐ１１＞

日程第

９

報告第１１号

繰越明許費繰越計算書について＜Ｐ１１＞

日程第１０

報告第１２号

事故繰越し繰越計算書について＜Ｐ１１〜Ｐ１２＞

日程第１１

報告第１３号

予定価格１,０００万円以上の麹又は製造の請負契約の締
結について＜Ｐ１２＞

日程第１２

報告第１４号

株式会社あしょろ農産公社の経営状況の報告について＜Ｐ
１２〜Ｐ１４＞

日程第１３

議案第５８号

北海道市町村総合事務組合規約の変更について＜Ｐ１４＞

日程第１４

議案第５９号

北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ
いて＜Ｐ１４〜Ｐ１５＞

日程第１５

議案第６０号

足寄町地上デジタルテレビジョン有線再放送施設の設置及
び管理に関する条例の制定について＜Ｐ１５〜Ｐ１６＞

日程第１６

議案第６１号

足寄町地域支え合いセンター設置及び管理に関する条例の
制定について＜Ｐ１６〜Ｐ１８＞

日程第１７

議案第６２号

あしょろ子どもセンター設置及び管理条例の一部を改正す
る条例＜Ｐ１８〜Ｐ１９＞
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午前１０時００分

開会

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、

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

皆様に御報告いたしますので、御了承願いま

全員の出席でござい

す。

ます。

以上で、報告を終わらせていただきます。

ただいまから、平成２５年第２回足寄町議
会定例会を開会をいたします。

なお、本日の本会議終了後に、全員協議会
を開催いたしますので、よろしくお願いいた

これから、本日の会議を開きます。本日の
議事日程はお手元に配付のとおりです。

します。
○議長（吉田敏男君）

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。
◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

会議録署

名議員の指名を行います。

◎

会期の決定

○議長（吉田敏男君）

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

日程第２

会期決定

の件を議題といたします。

１８４条の規定によって、１１番川上初太郎

お諮りをいたします。

君、１２番島田政典君を指名をいたします。

本定例会の会期は、本日から６月２１日ま
での１１日間にしたいと思います。これに御

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

異議ございませんか。

議会運営委員会委員

長から会議の結果の報告を願います。
議会運営委員会委員長

○議長（吉田敏男君）

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認めま

す。
６

月１０日に開催されました第２回定例会に伴

したがって、会期は、本日から６月２１日
までの１１日間に決定をいたしました。

う議会運営委員会の協議の結果を報告いたし
ます。

なお、１１日間のうち、１２日から１８日
までの７日間は、休会にしたいと思います。

会期は、本日６月１１日から６月２１日ま

これに御異議ございませんか。

での１１日間とし、このうち１２日から１８
日までの７日間は休会となります。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、審議予定について報告します。

異議なしと認めま

す。

本日、６月１１日は、議長の諸般の報告、
常任委員の辞任を行います。

よって、７日間は、休会に決定をいたしま
した。

次に、町長から行政報告を受けます。

なお、今定例会における一般質問通告書の

次に、報告承認第３号を即決で審議した

提出期限は、６月１３日、木曜日の午後４時

後、報告第９号から報告第１４号の報告を受

まででありますので、よろしくお願いを申し

けます。

上げたいと思います。

次に、議案第５８号から議案第６２号まで
を即決で審議いたします。

◎

なお、議案第６３号から議案第６７号まで
の補正予算案は、後日提案説明を受けた後、

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

諸般の報

告を行います。

即決で審議いたします。

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付

１９日は、一般質問などを行います。

のとおりです。

２０日以降の審議予定については、一般質
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これで、諸般の報告を終わります。

暫時休憩をいたします。

本町のコミュニティバスの運行に関する検

午前１０時０５分

休憩

討は、平成２４年３月定例会における一般質

午前１０時０６分

再開

問の答弁におきまして、市街地区の交通弱者

休憩を閉じ、会議

等を対象とした利用者の希望に対応した使い

○副議長（島田政典君）
を再開をいたします。

易い公共交通の提供、さらに町内外の交通機
関の連携に関しての検討が必要であると考

◎

議長の常任委員の辞任

○副議長（島田政典君）

え、国土交通省所管の地域公共交通確保維持

日程第４

議長の

常任委員の辞任の件を議題といたします。

改善事業費補助金を活用して、本町に適した
地域交通のあり方を検討し、計画策定を予定

吉田議長から、議長はその職責上、どの委

している旨、御報告をいたしました。

員会にも出席する権限を有しているほか可否

平成２４年７月から平成２５年３月までの

同数の際における採決権など、議長固有の権

間に、帯広運輸支局、帯広開発建設部、十勝

限を考慮するとき、１個の委員会に委員とし

総合振興局帯広建設管理部、バスやタクシー

て所属することは適当でなく、また、行政実

事業者、足寄町商工会、ＮＰＯ法人あしょろ

例でも議長については辞任を認めているとこ

観光協会や自治会などの代表者に御参加をい

ろでありますので、総務産業常任委員を辞退

ただき、足寄町地域公共交通活性化協議会を

したいとの申し出がありました。

設置し、協議会を４回、幹事会を１回の合計

辞任について許可することに異議ありませ
んか。

５回開催し、本町に適した交通体系の確立に
ついて調査検討を進め、足寄町市域生活交通

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○副議長（島田政典君）

ネットワーク計画の素案がこのほど承認され

異議なしと認めま

ました。

す。

調査事業は、交通事業者や関係機関に御協

したがって、議長の総務産業常任委員の辞

力をいただき聞き取りした交通現況調査、１

任については、許可することに決定をいたし

５歳以上の全町民を対象とした住民ニーズア

ました。

ンケート調査、へき地患者輸送車利用者を対

暫時休憩をいたします。

象とした利用者アンケート調査を実施し、そ

午前１０時０７分

休憩

の調査結果を踏まえ検討を進めた結果、へき

午前１０時０８分

再開

地患者輸送車の利用者はおおむね満足してお

休憩を閉じ、会議を

り、現在の運行ルートや距離、利用率から考

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

えると現状維持が適切と判断されましたが、
市街地の住宅地、公共施設、商業施設、医療

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第５

機関等間の移動手段の充実を希望する住民が
行政報告

を行います。

どの程度いるか、運行回数や運行ルート、運

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

行経費や有料化の是非、その他本格運行をす
るための課題等を検証するために、へき地患

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

一定程度おられることから、実際の利用者が

者輸送車との接続を考慮した市街地循環コ
議長のお許しをい

ただきましたので、８件の行政報告を申し上

ミュニティバスの実証運行を行うべきとの結
論になりました。

げます。

実証運行は、本年９月と来年２月の合計２

まず、本町市街地のコミュニティバスの実
証運行について御報告いたします。

カ月間を予定しており、市街地を１日５回程
度、住宅地から役場や病院、商業施設を巡回
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する小型バスを無料運行したいと考えており

き積算されておりますが、広域支援隊の設置

ます。

につきましては、広域化後の状況を見てから

なお、８月までに住民説明会等を開催し、

検討することとなり、今回の財政シミュレー

より多くの町民に利用していただけるよう、

ションでは、この経費を見込んでいない形で

可能な範囲で運行時刻や運行ルートの調整を

整理がされております。

行い、９月に第１回目の実証運行を行い、利

別紙１の「とかち広域消防財政シミュレー

用者へのアンケート調査実施、運行形態や運

ション【概要版】」により御説明をさせてい

行サービス改善策の検討を行い、２月に冬期

ただきますと、左上「１

間の実証運行を行い、将来的な持続可能性も

ションの考え方」では、試算条件と経費積算

考慮して費用対効果の検証等を行い、コミュ

や負担の考え方を、その右側「２

ニティバスの本格運行を実施するか、予約に

業分（本部運営にかかる経費）のシミュレー

よる乗り合いタクシーの運行やタクシー乗車

ション」では、共同整備した場合の１０年間

に対して支援を行う等、他の方法が妥当かの

合計額の比較で、十勝全体でおおよそ２３億

最終判断を盛り込んだ足寄町地域生活交通

１,５００万円、足寄町分にあってはおおよ

ネットワーク計画を策定をし、市街地の移動

そ ６ ,１ ０ ０万 円の 削 減が 図 られ る こと と

手段の確保を図りたいと考えており、今定例

なっております。

会にコミュニティバスの実証運行を行うため

次に、下段の「３

財政シミュレー
ソフト事

ハード事業分（消防救

の委託料を補正予算として提案させていただ

急無線デジタル化及び指令センター整備費

きましたので、御理解を賜りますようお願い

用）のシミュレーション」でありますが、消

申し上げ、御報告といたします。

防救急無線デジタル化整備では、共同整備し

次に、消防の広域化の経過と検討状況につ
いて、御報告をいたします。

た場合の１０年間合計額の比較で、十勝全体
でおおよそ１６億円、足寄町分にあってはお

十勝における消防の広域化につきまして
は、十勝圏複合事務組合内に消防広域推進室

およそ７,６００万円の削減が図られること
となっております。

を設置し、管内１９市町村で協議を進めてき

高機能指令センターは、共同整備のみの試

ており、昨年度には広域化を進める上での課

算となりますが、１０年間合計で、十勝全体

題や考え方を整理した十勝圏広域消防のス

でおおよそ１３億４,３００万円、足寄町分

タート時の姿を作成し、検討項目ごとに消防

にあってはおおよそ４,６００万円の経費が

署長会議、市町村担当課長会議、消防長会

かかるものと試算されております。

議、副市町村長会議における検討、協議を進
めてまいりました。

今後、今回お示しした財政シミュレーショ
ン等に対する市町村の検討結果等を踏まえ、

また、消防救急無線のデジタル化について

市町村長合意を経て広域消防運営計画の素案

は、共同で整備することが確認され、高機能

作成に着手する予定となっており、平成２８

指令センターにつきましても共同で整備、運

年４月１日の消防広域化実現に向けたスケ

用をすることで検討を進めているところであ

ジュールを別紙２のとおり予定をしておりま

ります。

す。

このたび、十勝圏複合事務組合消防広域推

なお、消防救急デジタル無線の整備は、本

進室を中心に検討された財政シミュレーショ

年度に実施設計を終え、平成２６年度と２７

ンが示されました。

年度の２カ年で工事を行う計画に変更はあり

財政シミュレーションは、昨年１２月４日

ませんが、起債充当率が１００％、交付税補

の全員協議会で御説明させていただいた十勝

填が７０％と、財政上非常に有利な緊急防

圏広域消防のスタート時の姿の考え方に基づ

災・減災事業債を本年度は活用できるものと
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見込まれることから、平成２６年度に整備を

活用、防災行政無線の放送内容を町ホーム

予定している共通波などの整備費用にかかわ

ページに掲載するなど、複数の手段でお知ら

る補正予算を、本年１２月もしくは来年３月

せを行うこととしており、その中で携帯電話

の定例会において提案させていただき、翌年

のエリアメールが非常に有効な伝達手段であ

度に繰り越しをさせていただきたいと考えて

ることから、引き続き、携帯電話事業者に通

おります。

話エリア拡大の要請をしているところであり

今後も住民サービス向上と財政健全化のた

ます。

めに、オール十勝による消防広域化の実現を

なお、現システムは整備後１４年が経過を

目指して協議、検討を行うとともに、途中経

し、故障時の交換部品の確保が難しくなって

過等の情報提供を行ってまいりますので、御

きており、さらに、消防救急無線と同様、本

理解を賜りますようお願い申し上げ、御報告

町の防災行政無線もデジタル化をしなければ

といたします。

ならない時期が近いうちに来るものと見込ん

次に、防災行政無線システムの更新内容を

でおります。

検討するための基本設計の実施などにつきま
して、御報告をいたします。

防災行政無線の更新は、本町では新設と同
様、防衛施設周辺整備事業国庫補助金と過疎

本町の防災行政無線は、防衛施設周辺整備

対策事業債を財源とすることが最も有利であ

事業国庫補助金と過疎対策事業債を財源に、

りますが、防衛施設周辺整備事業国庫補助金

平成１０年度から１２年度の３カ年で整備を

を活用するためには、整備希望年度の２年以

し、屋外スピーカーや戸別受信機を通じて災

上前から基本設計を基に、防衛省と協議を進

害非常時等の緊急事項通知や行政情報等の周

める必要があります。

知を行っております。

このようなことから、近い将来のデジタル

周囲が山に囲まれている市街地にあって

無線への更新に向け、概算費用及び実施設計

は、反響により放送内容が聞きづらかった

に必要となる項目を固めるための基本設計業

り、室内では全く聞こえないという声をたび

務の委託料を、今定例会に補正予算として提

たびお聞きをしており、防音性能が高い近年

案させていただきましたので、御理解を賜り

の住宅では、降雨時には特に室内で放送内容

ますようお願い申し上げ、御報告といたしま

を確認することが難しい状況にあり、防災無

す。

線を整備している全国全ての市町村の課題と
なっているところであります。

次に、旧郷土資料館の解体について、御報
告をいたします。

設計会社やメーカーにも相談しております

旧郷土資料館は、昭和９年に足寄村役場庁

が、屋外スピーカーの増設や音量を上げた場

舎として建設され、その後、足寄高等家政学

合、隣接するスピーカーとの干渉で、新たに

院校舎、郷土資料館として利用されてきまし

放送内容を確認できなくなる地域が発生する

た。

こともあり、現段階でのスピーカー増設等の

平成２０年４月に郷土資料館が旧中足寄小

対応では、大幅な改善は期待できないことか

学校に移転したことに伴い、その後、使用さ

ら、現在のところ、地域や自主防災組織等の

れておりませんが、現存する足寄町の公共建

共助の力をお借りするしかないと考えてお

築物の中で最も古い建築物であり、その保存

り、各自治会の代表者宅等に戸別受信機を設

について足寄町文化財専門委員会や足寄建築

置させていただき、自治会連絡網による情報

士会において、検討や調査が行われてきまし

伝達の御協力をお願いをしております。

た。

また、災害非常時には広報車によるお知ら

文化財専門委員会の検討結果は、文化財と

せ、携帯電話に一斉配信するエリアメールの

しての価値は小さく保存すべき建物とはなり
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ませんでした。

てはおりますが、経済不況などを背景に雇用

また、足寄建築士会が構造体を中心に調査

環境の悪化などの影響を受けた中において

した結果、構造体の木材の劣化はほとんどな

は、引き続き高い水準を維持することができ

いことから構造耐力は建設当時から極端な低

ております。

下はないものの、外装における劣化が激し

また、事前予告通知による効果額は４０７

く、強風による建具の落下や屋根板金の飛散

万３,０００円で、収納実績額と合わせた総

が想定されるなど危険な状態であると判断さ

額は５８７万７,０００円となっており、本

れました。あわせて、公共施設としての利活

町が負担する分担金１１８万６,０００円を

用は見出せないものの、構造体の木材の再利

差し引いた費用対効果額は、４６９万１,０

用などの要望がありました。

００円の実績となっております。

建設後、７９年を経過した歴史ある建物で

発足から６年間の本町の引き継ぎ件数は、

ありますが、老朽化が進んでおり、周辺の自

延べ６４件で、収納額は２,１８６万６,００

治会から危険な建物であり解体してほしいと

０円の実績となっており、滞納整理機構への

の要望があり、旧郷土資料館を解体すること

引き継ぎの宣伝効果もあって、町税全体の収

といたしました。

納率も向上しているところであります。

旧郷土資料館の解体に当たり、足寄高等家

なお、平成２５年度におきましては、継続

政学院に勤務されていた小林雪野様から、解

事案４件を含む１０件、滞納税額４４７万円

体に役立ててほしいと寄附の申し出があり、

を引き継ぎしているところであります。

この寄附金を解体工事の財源とさせていただ
くことといたしました。

十勝市町村税滞納整理機構は、滞納整理に
関する高度な専門知識や手法を有しており、

今定例会に、旧郷土資料館の解体に伴いま
す工事請負費、寄附金の補正予算を提案させ

各市町村での対応が困難な者に対しても高い
収納率を上げております。

ていただきますので、御理解を賜りますよう
お願い申し上げ、御報告といたします。

今後におきましても、きちんと納税されて
いる方々との不公平感をなくすため、十勝一

次に、十勝市町村税滞納整理機構における

丸となった取り組みを図ってまいる所存であ

平成２４年度の実績が取りまとめられました

りますので、御理解を賜りますようお願い申

ので、御報告をいたします。

し上げ、御報告といたします。

まず、十勝市町村全体の実績ですが、滞納
事案４４１件、滞納額３億５,０４４万１,０

次に、強い農業づくり事業に伴う農業振興
対策についてでございます。

００円の引き継ぎに対して、延滞金を含めた

国は、強い農業づくり交付金事業として、

収納額は１億３０９万５,０００円、本税収

国内農畜産物の安定供給のため、生産から流

納率は２９.４２％の実績となっており、昨

通までの強い農業づくりに必要な共同利用施

年実績と比べ７.７３ポイントの減となって

設の整備等に支援を実施しております。

おります。

農畜産物の高品質・高付加価値化、低コス

次に、本町が十勝市町村税滞納整理機構に

ト化、農業経営の規模拡大、多角化・複合化

引き継ぎしました事案は１１件、滞納額５１

の取り組みによる経営改善等、本事業を総合

２万９,０００円となっており、延滞金を含

的に実施するため、地域が抱える課題解決に

めた収納額は１８０万４,０００円、本税収

向けた方向性と目標を設定し、産地の競争力

納率は３５.１９％の実績となっており、昨

の強化を図ることを目的とした農産物共同利

年実績と比べ１０.６６ポイントの減となっ

用施設整備等の取り組みにより、厳しい経営

ております。

環境にある農業者を支援するものでありま

収納額、収納率いずれも前年実績を下回っ

す。
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近年、本町の農業は、円安や原油価格の高

相手方が控訴した旨、行政報告いたしました

騰により、収益性が低下している状況にあ

が、札幌高等裁判所より、控訴人訴訟代理人

り、特に科学肥料、飼料価格の高騰が課題と

弁護士から提出された控訴状及び控訴理由書

なっております。

が送付され、５月３１日付で受理いたしまし

農作業の分業化による個別経営の労働力不

たので、御報告を申し上げます。

足を解消し、飼料作物の価格高騰といった国

控訴状は、平成２５年４月４日提出の翌５

際穀物市場の動向に対応するため、現在、６

日付で受理され、控訴理由書は５月２１日に

戸の構成員が事業実施主体となり、仮称「螺

提出されております。

湾ＴＭＲセンター」を建設することとしてお

控訴人は丸山公嗣氏、被控訴人は株式会社

り、これにより圃場の一括管理や配合飼料の

木村建設、足寄町、北海道で、「原判決は法

共同購入による良質自給飼料の低コスト生産

令適用の誤り、事実誤認等の違法があり、取

が可能となります。あわせて、将来個別経営

り消されるべきである」として、一つには、

では吸収しきれない草地などを、地域の担い

原判決を取り消す。二つ目に、被控訴人ら

手農家に集約して飼料生産基盤を確立するこ

は、控訴人に対し、連帯して６,９９２万３,

とで、規模拡大への対応も現状より容易にな

５００円及びこれに対する平成２０年８月２

ると考えられます。

２日から支払い済みまでの年５分の割合によ

また、足寄町農業協同組合によるコントラ

る金員を支払え。三つ目として、控訴費用

クター事業の機械整備と連動し、大型作業機

は、第１審及び第２審とも、被控訴人らの負

械での効率的な粗飼料収穫を実現し、草地及

担とする、との判決を求めるものでありま

び畑地の整備を充実、促進することで、本町

す。

の自給飼料基盤に立脚した生産性の高い畜産

今後の対応といたしましては、株式会社木

経営の育成が図られるものと考えておりま

村建設、北海道及び弁護士と協議を行い答弁

す。

書の提出を行っていきたいと考えております

本事業は、畜産経営の先駆的な取り組みで

が、１審同様、法に従って行ってきた直接施

あり、本町の畜産経営のモデル事業になるも

行による移転工事の適法性が認められるよう

のと期待していることから、強い農業づくり

に、法定の場で正当性を主張してまいりたい

交付金事業を活用することといたしました。

と考えております。

なお、道補助金として、施設整備費の５０

なお、控訴審に必要となる弁護士費用等に

％、１億８,８６２万４,０００円の負担金、

ついては、現行予算で対応いたしますが、今

補助及び交付金と、足寄町企業振興促進条例

定例会一般会計補正予算において、事件が完

に基づいた支援として、施設整備費と機械導

結するまでの期間として、債務負担行為をお

入費の国庫補助対象経費から国庫補助金を控

願いいたしました。また、今後、新たに訴訟

除した２億２,９５５万９,０００円の事業者

費用等が必要となった場合は、改めて補正予

負担分に対し８％、１,８３６万４,０００円

算の提案をさせていただきますので、御理解

を企業振興促進補助金として、今定例会にお

を賜りますようお願い申し上げ、御報告とい

いて補正予算を提案させていただきましたの

たします。

で、御理解賜りますようお願い申し上げ、御
報告といたします。

次に、国民健康保険病院における人工透析
について、御報告をいたします。

次に、土地区画整理事業に係る損害賠償請
求事件についてでございます。

国民健康保険病院での人工透析につきまし
ては、平成２４年第２回定例会において行政

平成２５年５月１６日開催の第３回臨時会

報告いたしましたが、平成２５年３月までに

において、損害賠償請求事件の判決に対し、

透析棟の建設、透析機器等の設置を終え、４
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月から透析液の水質調整を実施してまいりま

◎

報告承認第３号

した。またこの間、スタッフの確保、透析患

○議長（吉田敏男君）

者・家族の方々への説明会、医師による患者

第３号専決処分の承認を求めることについ

さん個々の詳細な病状把握と転院時期等を相

て、平成２５年度足寄町足寄都市計画足寄市

談するための個人面接、他の医療機関との調

街地区土地区画整理事業特別会計補正予算

整などを進めてまいりましたが、全ての体制

（第１号）の件を議題といたします。

が整いましたことから、平成２５年６月３日
から人工透析を開始いたしました。

日程第６

報告承認

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

現在、町内に居住し人工透析を受けている

建設課長

阿部智一君。

方は、血液透析が２６名、腹膜透析が４名で

○建設課長（阿部智一君）

計３０名となっており、これまで本別町国保

なりました報告承認第３号専決処分の承認を

病院で血液透析を受けていた方２２名のう

求めることについて、提案理由の御説明を申

ち、１３名の方が当院で血液透析を受けてお

し上げます。

ただいま議案と

ります。引き続き、本別町国保病院あるいは

地方自治法第１７９条第１項の規程によ

他の医療機関で人工透析を受けている方々に

り、下記のとおり専決処分したので同条第３

対しても、今後当院への通院について患者、

項の規程により、これを報告し、承認を求め

家族の方の希望をお聞きし、医師間で連携を

るものでございます。

図りながら進めることとしております。

専決処分書。平成２５年度足寄町足寄都市

当院での人工透析につきましては、老廃物

計画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計

のろ過機能が強化され、体調向上に効果のあ

補正予算（第１号）を別紙のとおり専決処分

るオンラインＨＤＦ方式を採用しておりま

する。

す。

理由でございますが、平成２４年度歳入

なお、透析ベッド１５床と感染症等に対応

が、歳出に対して不足する見込みとなったこ

する個室のベッド１床の計１６床とし、当面

とにより、地方自治法施行令第１６６条の２

は月、水、金曜日の週３回、午前のみでの運

の規程に基づき、予算の補正をする必要が生

用を予定しておりましたが、計画以上に当院

じたが、議会を招集する時間的余裕がないの

での透析を希望する方が多く、午前・午後の

で、地方自治法第１７９条第１項の規程によ

２部制への移行が必要な状況となったことか

り、専決処分するものでございます。

ら、現在、臨床工学士１名及び看護師１名の
追加募集を行っているところであります。

補正予算の内容について御説明申し上げま
すので、２ページをお願い申し上げます。

次に、通院支援対策についてですが、当院

平成２５年度足寄町足寄都市計画足寄市街

に通院されている方、あるいは今後通院を希

地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第

望される方のうち、要介護認定者等で自力通

１号）について御説明申し上げます。

院又は家族送迎で通院できない方にあって

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

は、本別町国保病院の通院者と同様に、負担

５３万８,０００円を追加し、歳入歳出予算

額４２０円で相乗りタクシーによる通院支援

の総額を、歳入歳出それぞれ１億７,２６７

を行い、当院への円滑な移行を推進してまい

万４,０００円とするものでございます。

りますので、御理解を賜りますようお願い申
し上げ、御報告といたします。
○議長（吉田敏男君）

補正の内容について申し上げますので、５
ページをお願い申し上げます。

これで、行政報告を

歳出から申し上げます。

終わります。

第５款繰上充用金におきまして、平成２４
年度歳入不足額の補填として、３５３万８,
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０００円を計上いたしました。

（「なし」と呼ぶ者あり）

その要因といたしましては、平成２１年１
１月１８日から平成２１年１２月２０日間に

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

行いました、建物収去土地明渡請求事件に伴

これで討論を終わります。

う建物収去に要した費用について、平成２１

これから、報告承認第３号専決処分の承認

年１２月１４日付釧路地方裁判所帯広支部に

を求めることについて、平成２５年度足寄町

よる執行費用確定額に基づく請求督促状の送

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業

付を行いましたが未納の状態から、平成２２

特別会計補正予算（第１号）の件を採決をい

年１２月１５日に、同帯広支部に対し強制競

たします。

売の申し立てを行い、その後、強制競売がな

この表決は、起立によって行います。

されましたが、未配当となったことから、い

本件は原案のとおり決定することに賛成の

まだに未納の状況にあります。このことか

方は起立願います。

ら、平成２４年度会計年度内において弁償金
の未納状況が続き、赤字決算となるため平成
２５年度予算から、繰上充用し補填するもの
でございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、報告承認第３号専決処分の承
認を求めることについて、平成２５年度足寄

次に、歳入について御説明申し上げます。

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

第６款諸収入におきまして、建物収去、代

業特別会計補正予算（第１号）の件は、原案

替執行弁償金（滞納繰越分）として、歳出と

のとおり承認をされました。

同額の３５３万８,０００円を計上いたしま
した。

◎

以上、専決処分いたしました平成２５年度

報告第９号

○議長（吉田敏男君）

日程第７

報告第９

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

号繰越明許費繰越計算書についての件を議題

理事業特別会計補正予算（第１号）について

といたします。

の提案理由の御説明とさせていただきますの

本件について報告を求めます。

で、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

総務課長

す。

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

ただいま議題と

なりました報告第９号繰越明許費繰越計算書
について提案理由の御説明を申し上げます。

ただいまの報告に対して質疑を行います。

平成２４年度足寄町一般会計予算の繰越明

５ページ、お開きください。

許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したの

歳入歳出一括で行います。

で、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

質疑はございませんか。

定により、報告するものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

繰越明許費につきましては、予算計上既決

総括ございません

か。

いただきました、地デジ難視地区対策事業な
ど、右側に別紙として計算書を貼付しており

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ますが、それぞれ事業費の額が確定いたしま

質疑なしと認めま

したので報告するものでございます。

す。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はございませんか。

翌年度への繰越額は、９事業で８億１,９
１８万３,０００円でございます。
以上のとおり、御報告申し上げます。
○議長（吉田敏男君）
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ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

１号繰越明許費繰越計算書についての件を議

質疑はございませんか。

題といたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

本件について報告を求めます。

質疑なしと認めま

す。

建設課長

阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）

これをもって、報告を終わります。

ただいま議題と

なりました報告第１１号繰越明許費繰越計算
書について提案理由の御説明を申し上げま

◎

報告第１０号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

す。
報告第１

平成２４年度足寄町足寄都市計画足寄市街

０号繰越明許費繰越計算書についての件を議

地区土地区画整理事業特別会計予算の繰越明

題といたします。

許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越しした

本件について報告を求めます。

ので、地方自治法施行令第１４６条第２項の

建設課長

規定により報告するものでございます。

阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）

ただいま議題と

繰越明許費につきましては、予算計上を既

なりました報告第１０号繰越明許費繰越計算

決いただきました別紙計算書のとおり、事業

書について提案理由の御説明を申し上げま

費の額が確定いたしましたので、報告するも

す。

のでございます。

平成２４年度足寄町公共下水道事業特別会
計予算の繰越明許費は、別紙のとおり翌年度
に繰り越ししたので、地方自治法施行令第１

翌年度への繰越額は、５,５０９万７,００
０円でございます。
以上、報告第１１号繰越明許費繰越計算書

４６条２項の規定により、報告するものでご

についての御報告とさせていただきます。

ざいます。

○議長（吉田敏男君）

繰越明許費につきましては、予算計上を既
決いただきましたが、別紙計算書のとおり事

し、質疑を行います。
質疑はございませんか。

業費の額が確定いたしましたので、報告する
ものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

翌年度への繰越額が、４,１６０万円でご
ざいます。

ただいまの報告に対

質疑なしと認めま

す。
これで、質疑を終わります。

以上、報告第１０号繰越明許費繰越計算書

これをもって報告を終わります。

について報告とさせていただきますので、よ
ろしくお願い申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

◎

ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

報告第

１２号事故繰越し繰越計算書についての件を

質疑はございませんか。

議題といたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

報告第１２号

本件について、報告を求めます。

質疑なしと認めま

す。

総務課長

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

これで、質疑を終わります。

なりました、報告第１２号事故繰越し繰越計

これをもって、報告を終わります。

算書について、提案理由の御説明を申し上げ
ます。

◎

報告第１１号

○議長（吉田敏男君）

日程第９

平成２４年度足寄町一般会計予算の事故繰
報告第１

り越しは、別紙のとおり翌年度に繰り越した
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ので、地方自治法施行令第１５０条第３項の

により、次のとおり報告するものでございま

規定により報告するものでございます。

す。

９ページの右側の別紙「平成２４年度足寄

平成２５年３月１日から５月３１日までの

町事故繰越し繰越計算書」のとおり、第２款

間で足寄町議会総合条例第１２条第１項第１

総務費第１項総務管理費、地域活性化推進事

号により報告する工事又は製造の請負は、１

業において、住環境整備補助金の交付を決定

１ページにございます別紙のとおり４件でご

した、住宅改修等工事の一部が積雪等により

ざいます。

年度内に完了することが困難となったため、
事故繰越しを行ったものであります。

以上のとおり御報告申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

翌年度への繰越額は、１５万６,０００円
でございます。

ただいまの報告に対

し、質疑を行います。
質疑はございませんか。

なお、この住宅改修等工事につきまして
は、４月３０日に完了しております。

○議長（吉田敏男君）

以上のとおり、御報告申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
これで、質疑を終わ

ります。

ただいまの報告に対

これをもって報告を終わります。

し、質疑を行います。
質疑はございませんか。

◎

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

報告第１４号

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

日程第１２

報告第

１４号株式会社あしょろ農産公社の経営状況
の報告についての件を議題といたします。

これで、質疑を終わります。

本件について、報告の説明を求めます。

これをもって、報告を終わります。

経済課長

岩原栄君。

ここで、休憩をいたします。

○経済課長（岩原

１１時１０分、再開といたしたいと存知ま

なりました、報告第１４号株式会社あしょろ

す。

栄君）

ただいま議題と

農産公社の経営状況の報告について、御説明
午前１０時５３分

休憩

午前１１時１０分

再開

株式会社あしょろ農産公社の経営状況につ

休憩を閉じ、会議を

いて、地方自治法第２４３条の３第２項の規

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

を申し上げます。

定により、別紙のとおり報告するものでござ
います。

◎

報告第１３号

○議長（吉田敏男君）

日程第１１

１２ページをごらんいただきまして、あわ
報告第

せて１４ページ以降に「決算報告書（第２１

１３号予定価格１,０００万円以上の工事又

期）」を貼付させていただいておりますの

は製造の請負契約の締結についての件を議題

で、御参照いただければと思います。

といたします。

別紙「株式会社あしょろ農産公社の経営状

本件について報告を求めます。

況に関する報告」。平成２５年５月３０日

総務課長

に、第２１回あしょろ農産公社定時株主総会

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

が開催されましたので、別記、１４ページに

なりました報告第１３号予定価格１,０００

なりますけれども、第２１期決算書に基づき

万円以上の工事または製造の請負契約の締結

報告いたします。

について提案理由の御説明を申し上げます。

第２１期決算状況は、１５ページの賃借対

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規程

照表に記載されておりますとおり、当期税引
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前 利 益は ２ ９１ 万 ８, ６５ １ 円の 赤 字と な

万６,０００円と、微増にとどまっており、

り、１７ページの株主資本等変動計算書の株

要因は立地条件及び道路交通状況によるもの

主資本合計の当期末残高は、２,０８１万２,

と考えております。

７４０円となり、資本金３,０００万円に対

１５ページの損益計算書のとおり、売り上

しまして９１８万７,２６０円を運用してい

げ実績４,３８０万１,４７５円で、計画比８

る状況となっております。

５.４％、前年比１０６.４％となりました

この間の経過につきましては、平成１９年

が、人件費等の支援策である国の交付金事業

から平成２０年にかけ、衛生管理等の不安定

が終了したことによる収入減が影響し、当期

な事態が生じたことから、農産公社社員や町

純利益は２９１万８,６５１円の赤字決算と

担当者により改善等に向けた対策を実施する

なりました。

とともに、国のふるさと雇用再生特別対策推

平成２５年度第２２期事業計画について

進事業を活用して、平成２１年度から平成２

は、ますます業況は厳しさをましております

３年度の３年間、３名を雇用し製造及び販路

が、社員、スタッフが一体となり、危機的状

拡大を図ってまいりました。さらに、平成２

況を打開するために知恵を出し、協力し合い

４年度は緊急雇用創出推進事業の地場酪農製

ながら業績回復を目指すとともに、経営の充

品開発促進事業により、１名を雇用し、５名

実化のため、商品の開発、販路拡大、お中元

体制で製造部門の強化と経営改善に取り組ん

やお歳暮などのギフト商品の定番化を図るな

できたところであります。

ど、足寄の地場特産品としての製造に鋭意努

しかしながら、平成２４年度においても食

力を重ねていることから、町といたしまして

品産業を取り巻く環境はデフレ、消費低迷、

も、町民の皆様に愛され、また、魅力ある商

ＴＰＰなどの経済連携協定の動向、東日本大

品開発と安定した製品づくりのために、今後

震災の影響等により、不透明な状況が続いて

も引き続き経営改善に向けた支援をしてまい

いることから、商品売り上げの減少傾向が続

りますが、大変厳しい経営状況であることか

いております。

ら、最大出資者である足寄町として、今後の

平成２４年度の科目ごとの１５ページの計

会社運営に関して、今期中に一定の方針を示

算書になりますけれども決算は、外販につき

さなければならないと考えているところであ

ましては既存先での店頭販売、各種物産フェ

ります。

ア、イベントなどで積極的にＰＲを実施し、

なお、別記、平成２４年度（第２１期）決

株主、取引先の方々に年末のお歳暮用ギフト

算報告書、並びに１８ページからは、平成２

の御協力をいただいた結果、前年比１１４

５年度（第２２期）事業計画及び経営計画を

％、２６０万７,０００円の増収となりまし

貼付しておりますので、御参照願いまして、

た。直売店については、チーズ売り上げ前年

以上で、株式会社あしょろ農産公社の経営状

比９１.７％、金額では５０万８,０００円の

況に関する報告とさせていただきますので、

減 と なり ま した 。 軽食 は 前年 比 １１ ４ .７

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま

％、物販は９６.１％となり、来客数、レジ

す。

通過者数は２万１,３６２名と、前年の２万

○議長（吉田敏男君）

７１７名を上回ったものの、客単価は前年比

し、質疑を行います。

９４.２％で１,５２５円の減額となり、売り

ただいまの報告に対

質疑はございませんか。

上げ増には至りませんでした。オリジナルの

（「なし」と呼ぶ者あり）

チーズ入りカレー、豚丼、ソフトクリームな

○議長（吉田敏男君）

どはまずまずの売り上げだったものの、ハイ

午後から行います議員協議会の中でも質疑を

デ総体では、前年比１００.１％、２,３３７

いただくことになっておりますので、その時
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この件については、

点でもお願いをいたしたいと存じます。

の許可の日から施行するものでございます。

これで、質疑を終わります。

２１ページに新旧対照表を貼付してござい

これをもって、報告を終わります。

ますので、御参照をお願いしたいと思いま
す。

◎

議案第５８号

○議長（吉田敏男君）

日程第１３

以上で、提案理由の説明とさせていただき
議案第

５８号北海道市町村総合事務組合規約の変更
についての件を議題といたします。

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

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。
渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

これから、質疑を行います。質疑はござい
ただいま議題と

ませんか。

なりました、議案第５８号北海道市町村総合

（「なし」と呼ぶ者あり）

事務組合規約の変更について、提案理由の御

○議長（吉田敏男君）

説明を申し上げます。

す。

地方自治法第２８６条第１項の規定によ
り、北海道市町村総合事務組合規約を次のと
おり変更するものでございます。

質疑なしと認めま

これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

北海道市町村総合事務組合に、新たに北空

（「なし」と呼ぶ者あり）

知圏学校給食組合が加わることになり、規約

○議長（吉田敏男君）

の変更が必要となりました。

す。

規約の変更は、地方自治法第２８６条第１

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

項により、関係地方公共団体の協議により定

これから、議案第５８号北海道市町村総合

め、協議については同法第２９０条第１項に

事務組合規約の変更についての件を採決をし

より議会の議決を経なければならないことと

ます。

なっておりますから、議会の議決をお願いす

この表決は起立によって行います。

るものでございます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

改正する規約の内容について、申し上げま

の方は起立願います。

す。

（賛成者起立）

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変
更する規約。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第５８号北海道市町村総

北海道市町村総合事務組合規約の一部を次
のように変更する。別表第１中、「空知総合

合事務組合規約の変更についての件は、原案
のとおり可決されました。

振興局（３４）」を、「空知総合振興局（３
５）」に改め、「空知中部広域連合」の次

◎

議案第５９号

に、「北空知圏学校給食組合」を加えるもの

○議長（吉田敏男君）

でございます。

５９号北海道町村議会議員公務災害補償等組

次に、別表第２第９項中「空知中部広域連
合」の次に、「北空知圏学校給食組合」を加

日程第１４

議案第

合規約の変更についての件を議題といたしま
す。

えるものでございます。

本件について、提案理由の説明を求めま

附則といたしまして、この規約は、地方自
治法第２８０条第１項の規定による総務大臣

す。
総務課長
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渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

なりました、議案第５９号北海道町村議会議

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

員公務災害補償等組合規約の変更について、
提案理由の御説明を申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

討論なしと認めま

す。

り、北海道町村議会議員公務災害補償等組合

これで、討論を終わります。

規約を次のとおり変更するものでございま

これから、議案第５９号北海道町村議会議

す。

員公務災害補償等組合規約の変更についての

北海道町村議会議員公務災害補償等組合

件を採決をします。

に、新たに北空知圏学校給食組合が加わるこ

この表決は起立によって行います。

とになり、規約の変更が必要となりました。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

規約の変更は、地方自治法第２８６条第１

の方は起立願います。

項により、関係地方公共団体の協議により定
め、協議については同法第２９０条第１項に

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

より、議会の議決を経なければならないこと

したがって、議案第５９号北海道町村議会

となっておりますことから、議会の議決をお

議員公務災害補償等組合規約の変更について

願いするものでございます。

の件は、原案のとおり可決されました。

改正する規約の内容について、申し上げま
す。

◎

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規
約の一部を変更する規約。

議案第６０号

○議長（吉田敏男君）

日程第１５

議案第

６０号足寄町地上デジタルテレビジョン有線

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規
約の一部を次のように変更する。

再放送施設の設置及び管理に関する条例の制
定についての件を議題といたします。

別表第１に「北空知圏学校給食組合」を加
えるものでございます。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

附則といたしまして、この規約は、地方自

総務課長

渡辺俊一君。

治法第２８６条第１項の規定による総務大臣

○総務課長（渡辺俊一君）

の許可の日から施行するものでございます。

なりました議案第６０号足寄町地上デジタル

右側に新旧対照表を貼付してございますの

テレビジョン有線再放送施設の設置及び管理

で、御参照をお願いしたいと存じます。

ただいま議題と

に関する条例の制定について、提案理由の御

以上で、提案理由の説明とさせていただき

説明を申し上げます。

ます。

本条例は、地デジ難視地区対策事業とし

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

て、螺湾、大誉地、鷲府の３地区において、
昨年度から２年間で整備を進めております、

○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。

設置及び管理に関し、必要な事項を定めるた

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

め制定するものでございます。
条例の内容について、申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

地上デジタルテレビジョン有線再放送施設の

足寄町地上デジタルテレビジョン有線再放

質疑なしと認めま

す。
これで、質疑を終わります。

送施設の設置及び管理に関する条例。
第１条といたしまして、地デジ放送の難視
聴となる世帯等の解消を図ることにより、情
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報の地域格差を解消し、町民の豊かな暮らし

特例措置といたしまして、第１３条第１項

と福祉の向上に資することを目的として、足

第１号の規定は、平成２４年度新たな難視対

寄町地上デジタルテレビジョン有線再放送施

策事業費補助事業により行う場合に限り適用

設を設置することとしてございます。

するものとし、難視対策事業によらない場合

第２条は、再放送施設の構成、名称及び一
について規定をしてございます。

は同号の規定にかかわらず、利用者の負担と
することとしております。

第３条は、用語の意義をそれぞれ定めてお
ります。

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

第４条につきましては、再放送施設の業務
について。

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

それから、第５条では、再放送施設の業務
を行う対象について、それぞれ規定をしてご
ざいます。

○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

第６条では、再放送施設の管理運営は、町

ませんか。

長が行うこととしてございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

第７条から第１２条までは、業務の提供の
承認等、業務の提供の制限、業務の提供に係

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

る承認の取り消し等、移転等、業務の提供の

これで、質疑を終わります。

中止、利用者の地位の承継について、それぞ

これから、討論を行います。討論はござい

れ規定をしてございます。

ませんか。

第１３条は、設置工事、撤去工事等の費用

（「なし」と呼ぶ者あり）

負担について規定をしてございます。再放送

○議長（吉田敏男君）

設備から引き込み設備までに係る費用につい

す。

討論なしと認めま

ては足寄町が、宅内配線設備に係る費用につ

これで、討論を終わります。

いては利用者が負担することとしておりま

これから、議案第６０号足寄町地上デジタ

す。

ルテレビジョン有線再放送施設の設置及び管

第１４条は、利用料について規定をしてお
りまして、利用料は不要とするものでござい
ます。

理に関する条例の制定についての件を採決を
します。
この表決は起立によって行います。

第１５条は、分担金の徴収についての規定
でございまして、１利用申し込みごとに分担

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。

金を徴収し、分担金の額は１万２,０００円
とするものでございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

第１６条は分担金の減免等について、第１

したがって、議案第６０号足寄町地上デジ

７条は保全の義務、第１８条は損害賠償、第

タルテレビジョン有線再放送施設の設置及び

１９条は免責事項について、それぞれ規定し

管理に関する条例の制定についての件は、原

ております。

案のとおり可決されました。

第２０条は、委任についての規定でござい
ます。

◎

附則でございますが、施行期日につきまし

議案第６１号

○議長（吉田敏男君）

日程第１６

議案第

ては、この条例は、公布の日から施行するこ

６１号足寄町地域支え合いセンター設置及び

ととしております。

管理に関する条例の制定についての件を議題
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といたします。

ぞれ規定しております。

本件について提案理由の説明を求めます。
福祉課長

櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

第１４条においては、損害賠償について規
定しております。

ただいま議題と

第１５条は、地方自治法の規定により、指

なりました議案第６１号足寄町地域支え合い

定管理者に管理を行わせることができる規定

センター設置及び管理に関する条例の制定に

としております。

つきまして、提案理由を御説明申し上げま
す。

第１６条では、指定管理者の業務について
規定しておりますが、第１項第３号で、小規

本条例は、平成２５年度から２カ年で整備

模多機能施設の利用承認等の業務は、医療と

する高齢者等複合施設のうち、本年度建設す

介護、保健福祉の連携システムを構築するた

る小規模多機能型居宅介護施設及び地域交流

め町長が行うものとしまして、指定管理者の

施設を一体として、その設置及び管理に関す

業務から除く規定としております。

る条例を制定するものでございます。

また、同条第２項において、利用料等を指

次に、条例の内容について、御説明申し上
げます。

定管理者の収入として収受させることができ
るものとし、第３項において、指定管理者に

足寄町地域支え合いセンター設置及び管理
に関する条例。

管理を行わせる場合にあっては「町長」とあ
るのは、「指定管理者」として読みかえる規

第１条はこの条例の目的について、第２条

定としております。なお、同条第４項におい

は本施設の設置目的について、それぞれ規定

て、第１０条に規定する利用の制限等、及び

しております。

第１２条に規定する利用料等の金額について

第３条は、本施設の名称を足寄町地域支え
合いセンターと称し、その位置を足寄郡足寄
町北２条４丁目４１番地とするものでござい
ます。

は、指定管理者は町長と協議し承認を得なけ
ればならない規定としております。
第１７条は指定管理者の現状回復義務につ
いて、第１８条は委任について、それぞれ規

第４条は、本施設は小規模多機能型居宅介

定しております。

護施設と地域交流施設、その他町長が必要と

附則第１項の施行期日ですが、この条例

認める施設及び部門で構成する規定でござい

は、来年、平成２６年の４月１日から施行す

ます。

るものでございます。

第５条は、本施設で行う事業について、小

また、第２項において、指定管理者の指定

規模多機能居宅介護部門と、地域交流部門で

及びこれに関し必要なその他の行為等は、こ

行う事業を、それぞれ規定しております。

の条例の施行日前においても、足寄町公の施

第６条から第１０条までは、本施設利用の

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条

対象者、利用申し込み、及び承認又は不承

例の規定により行うことができる規定として

認、利用権譲渡等の禁止、利用制限等につい

おります。

て、規定しております。

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

第１１条は、現状回復の義務について、規
定しております。

きますので、御審議のほどをよろしくお願い
いたします。

第１２条は、まず第１項で本施設の利用料

なお、本施設の建設計画でございますが、

について、第２項で小規模多機能施設の利用

北海道の森林整備加速化林業再生事業補助金

料等について、第３項で利用料等の減額また

の申請を行いまして、本年５月１４日付で補

は免除することができる規定を設け、第１３

助金の交付支援をいただいているところであ

条において、利用料等の還付について、それ

ります。入札手続を行っておりまして、あす
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入札を執行する予定でありまして、本定例会

れども、十勝管内の業者で指名をして、あす

中に工事請負契約の締結について追加提案さ

入札をする予定になっておりますので、御理

せていただく予定でおります。

解のほどをよろしくお願いをしたいと思いま

また、本施設の指定管理者に予定しており

す。

ます足寄町社会福祉協議会と現在精力的に協

○議長（吉田敏男君）

議を進めております。本条例制定後には、指

か。

定管理者の選定等の手続きを開始し、９月開

（「なし」と呼ぶ者あり）

催の第３回定例会には提案できるよう準備を

○議長（吉田敏男君）

進めていく予定でおりますので、御理解賜り

ります。

ますようお願いいたします。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

前田君。

○６番（前田秀夫君）

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

理由の説明を終わります。

６番

他にございません

これで、討論を終わります。
ただいまの説明の最

これから、議案第６１号足寄町地域支え合

後のほうに、加速化基金を使ってあす入札、

いセンター設置及び管理に関する条例の制定

それから契約ということでございますけれど

についての件を採決をします。

も、入札対象地域はどこまでなのか、お知ら

この表決は起立によって行います。

せを願いたいと思います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

以上です。
○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

の方は起立願います。
答弁、副町長。

（賛成者起立）

お答えをいたしま

す。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第６１号足寄町地域支え

入札の指名業者のことであれば、過日指名

合いセンター設置及び管理に関する条例の制

委員会を開催をして、今回の工事について

定についての件は、原案のとおり可決されま

は、建築主体工事、電気設備工事、それと、

した。

給排水衛生設備工事の３件の分離発注を予定
をしておりまして、いずれも町内業者に関し

◎

議案第６２号

ては、特定建設業者、さらには池北三町の近

○議長（吉田敏男君）

隣業者、そして最終的には建築主体は帯広の

６２号あしょろ子どもセンター設置及び管理

業者を含めて８業者を指名しているところで

条例の一部を改正する条例の件を議題といた

あります。電気設備に関しては、これも同様

します。

日程第１７

議案第

でありますけれども、地元さらには近隣の業

本件について提案理由の説明を求めます。

者、そして帯広の業者ということで、数は今

福祉課長

櫻井光雄君。

６社余程度だと思いますけれども、正確に数

○福祉課長（櫻井光雄君）

字はちょっと覚えておりませんけれども、十

なりました議案第６２号あしょろ子どもセン

勝管内業者。設備業者に関しても同様でござ

ター設置及び管理条例の一部を改正する条例

いまして、その中に一部、地元の業者に関し

について、提案理由を御説明申し上げます。

てはＪＶ、経常建設共同企業体を組まれた業

まず、改正の理由でございますが、本条例

者も指名をしているところであります。

ただいま議題と

で委任をしています条例について、昨年の６

ですから、正式に数申し上げられませんけ

月の定例議会で議決をいただき制定しました
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新条例の名称に改正するものでございます。

したがって、議案第６２号あしょろ子ども

改正の内容について、御説明申し上げま

センター設置及び管理条例の一部を改正する

す。

条例の件は、原案のとおり可決されました。

あしょろ子どもセンター設置及び管理条例
の一部を改正する条例。

◎

第５条第４号中「足寄町児童デイサービス
センター設置及び管理条例（平成１４年条例

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

第４０号）」を「足寄町児童発達支援セン

本日は、これで散会をいたします。

ター設置及び管理条例（平成２４年条例第１

次回の会議は、６月１９日、午前１０時よ

７号）並びに足寄町保育所等訪問支援事業所
設置及び管理条例（平成２４年条例第１８

り開会をいたします。
大変御苦労さまです。

号）」に改めるものでございます。

午前１１時４８分

附則でございますが、この条例は、公布の
日から施行するものでございます。
以上で、提案理由の御説明とさせていただ
きます。
なお、右欄に新旧対照表を貼付しておりま
すので、御参照を願います。
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。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。
これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。
これで、討論を終わります。
これから、議案第６２号あしょろ子どもセ
ンター設置及び管理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。
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