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午前１０時００分

開会

寄町が本当に消えてなくなってしまうとい
う、そんな強い懸念をいたしてるところであ

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

りますから、引き続き情報収集に努めていき

７番田利正文君は欠

席でございます。

たいというふうに思っておりますので、御理
解いただきたいというふうに思います。

ただいまから、平成２５年第４回足寄町議
会臨時会を開会いたします。

さて、本日、予定しております案件でござ
いますけれども、小型除雪車の購入にかかわ
る売買契約について議決を求める件が１件、

◎

町長挨拶

○議長（吉田敏男君）

さらには工事請負契約で議決を求める件が２

町長安久津勝彦君か

ら、招集の御挨拶がございます。
町長

会計の補正予算ということで、審議をお願い

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

件でございます。さらには、２５年度の一般
するわけでございます。

議長のお許しをい

とりわけ一般会計補正予算の関係で、一つ

ただきましたので、本臨時会招集に際しまし

だけ触れさせていただきますと、御案内のと

て、一言御挨拶を申し上げます。

おり、これまで火葬場並びに墓地の維持管理

先々週になりますか、６月３０日、７月１

に当たっていただいておりました嘱託職員の

日と帯広におきまして、元経産大臣の二階先

岡山さんが急逝されました。今後の対応をど

生、さらには３０日日曜日には石破幹事長が

うするのだという、これは本当に皆さん方も

御来帯されて、セミナーそれから懇談会の開

御心配いただいているというふうに思ってお

催がされました。私も出席をさせていただき

りますけれども、これまで何かあったときと

ましたけれども、いずれにしましてもＴＰＰ

いうことで、それに備えて年間３件分の火葬

問題でありますけれども、両先生ともＴＰＰ

については、帯広市のコブシ会というところ

問題、とりわけ十勝農業については、しっか

と単価契約といいますか、結んでおりまし

り守るよと、とりわけ５品目については、政

た。当面としては、その部分で対応、岡山さ

策をきちっと出して守るのだという、ある意

んの件もそうでありますけれども、対応して

味力強いお話をいただいたわけでありますけ

いたわけでございます。

れども、ただ、気になるのは具体策というの

今後でありますけれども、嘱託職員の募集

が示されませんで、そういう意味でやっぱり

を早急に行いたいといふうに思っておりま

その部分がはっきりしないと極めて心配だな

す。ただ、その間における火葬業務が発生し

というふうに思っているところでございま

た場合のことも含めて、さらには、うまく後

す。

任が見つかったとしても、すぐできる業務で

いずれにしましても、今、参議院選挙が公

はございませんので、一定期間対応をする経

示がされまして、それぞれ選挙が行われてい

費ということで、火葬に関する件につきまし

るわけでありますけれども、ちょうど時期も

ては８１万９,０００円を予算計上、さらに

参議院選挙が終わった後、政府のほうも交渉

は、８月はお盆も控えているということもあ

にかかわる態勢をさらに増員充実をしている

りますから、墓地の維持管理に関する経費に

ということでございます。

ついても２０万３,０００円程度の予算計上

いずれにしましても、国対国の話でありま

をしておりますので、御審議を賜りますよう

すから、田舎の我々がどうこうできる問題で

よろしくお願いを申し上げまして、招集に際

はありませんけれども、いずれにしまして

しての御挨拶にかえさせていただきます。

も、しっかりと情報収集をしながら、本当に
まかり間違ったボタンのかけ方をされると足
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どうぞよろしくお願いいたします。

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

これから、本日の会

日程第３

を行います。

議を開きます。

町長から行政報告の申し出がありました。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

これを許します。

です。

町長

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）
◎

行政報告

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

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
会議録署

げます。

名議員の指名を行います。

まず、住環境整備補助金の増額についてで

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

ございます。

１８４条の規定によって、１番髙橋秀樹君、
２番星孝道君を指名いたします。

定住人口の確保と地域経済の活性化を推進
するために、平成２３年度に創設した住宅新
築支援制度に加え、平成２４年度からは増改

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

築、耐震診断及び耐震改修等を行う町民への

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

いましたが、現在、昨年度の補助申請を大き

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

支援を行うこととして、補助制度の拡大を行
く上回るペースで申請を受理しており、申請

本

額ベースでの予算残額が残りわずかとなった

日、開催されました第４回臨時会に伴う議会

ことから、今臨時会で増額補正の提案をさせ

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

ていただきますので、その内容について御報

会期は、本日１日限りであります。

告をいたします。

本日は、町長から行政報告を受けた後に、

本年度当初予算において、住環境整備補助

議案第７２号から議案第７５号までを即決で

金として２,０００万円の予算措置を行いま

審議いたします。

したが、６月末現在で新築が３件３００万

以上で、議会運営委員会の協議結果の報告

円、増改築が１０５件１,６９３万９,０００

を終わらせていただきます。

円の補助申請があり、補助金の予算残額が６

○議長（吉田敏男君）

万１,０００円となりました。

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

増改築の工事費別内訳は、１００万円以上
の工事費をかけて行った増築や壁、屋根の全

◎

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

日程第２

面改修等が１７件、５０万円以上１００万円
会期決定

未満の工事費で行われた断熱工事や水回り全

の件を議題といたします。

般の改修等が２４件、１０万円以上５０万円

お諮りをいたします。

未満の工事で行われた玄関、窓、床、トイレ

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

等の改修、屋根塗装、冷暖房機器や給湯器の

思います。これに御異議ございませんか。

設備更新等が６４件となっており、工事費

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ベースでは新築と増改築、合わせて１億４,

異議なしと認めま

６００万２,０００円となっております。

す。

月別の増改築の申請状況は、４月が２３件

したがって、会期は、本日１日間に決定を
いたしました。

３５７万４,０００円、５月が５１件７８４
万３,０００円、６月が３１件５５２万２,０
００円となっております。

◎

行政報告

今回、増額をお願いする補正予算額は、６
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月下旬に町内関係業者に本年度中の申請見込

す。この調査は、バイオマスタウン構想の重

み額を聞き取り調査したところ、補助額が１

点プロジェクトの「バイオガスプラントを核

００万円となる新築が４件、同じく補助額が

としたエネルギーと食の輪づくり」と「バイ

１００万円となる工事費７４０万円を超える

オマスで北国の温かい暮らし創造」、及びさ

大規模改修が５件、補助額が２０万円となる

きの定例会において報告させていただいた十

工事費１００万円程度の改修が４０件、補助

勝バイオマス産業都市構想に位置づけをされ

額が１５万円となる工事費６０万円程度の改

ております。

修が２０件、合計２,０００万円の契約を、

具体的な事業内容としましては、家畜ふん

今後、見込んでいるとの回答があったことか

尿等の原料、賦存量に合わせたプラント設計

ら、新築と増改築合計で２,０００万円を補

や原料の運搬コスト、生成された消化液の肥

正必要額と見込みました。

料成分や利用方法など、技術的、経済的に成

現在、町内関係業者により積極的な制度普

り立つ総合的な可能性調査により、地域内の

及と営業活動が行われており、本支援制度が

資源とエネルギーを効率的に循環させるエネ

期待以上の活用が図られておりますことか

ルギーセンターの仕組みの確立を図るもの

ら、引き続き新築や増改築等を計画された全

で、これによりエネルギーを利用する企業誘

ての皆様に支援ができればと考えております

致や農業関連施設の立地など、新たな産業と

ので、御理解を賜りますようお願い申し上

雇用の創出を目指すものであります。

げ、御報告といたします。

また、本可能性調査による事業の具体化に

次に、地域新エネルギー導入加速化事業の
実施について御報告をいたします。

ついては、十勝バイオマス産業都市構想の制
度を活用し、事業家に向けた支援を行ってま

本町では、これまでに新エネルギービジョ

いります。

ンやバイオマスタウン構想の策定を行い、地

つきましては、本事業にかかわる経費とし

域資源を活用した地域産業と経済の活性化を

て７１６万１,０００円を今臨時会において

目的に、新エネルギー導入を推進してまいり

補正予算として提案させていただきますの

ました。新エネルギーの事業化については、

で、御理解を賜りますようお願い申し上げ、

技術性、経済性の根拠と農業としての可能性

御報告といたします。

について調査が必要であります。本町の実践

○議長（吉田敏男君）

例といたしましては、木質ペレット事業にお

終わります。

これで、行政報告を

いて、豊富な森林資源のうち、利用可能な資
源量の調査や事業モデルの採算性について可

◎

議案第７２号

能性調査を実施し、工場建設や燃焼機器の導

○議長（吉田敏男君）

入をした結果、順調に操業されているところ

２号小型除雪車（雪寒機械）購入売買契約に

であります。

ついての件を議題といたします。

本事業につきましては、本年２月に足寄町
農業協同組合と町内企業より、足寄町の地域

日程第４

議案第７

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

資源である家畜ふん尿等を活用したバイオガ

総務課長

渡辺俊一君。

スプラントの建設構想が提案されたことか

○総務課長（渡辺俊一君）

ら、事業の可能性や具体化を調査するため、

なりました議案第７２号小型除雪車（雪寒機

足寄町バイオマスエネルギーセンター導入可

械）購入売買契約について、提案理由の御説

能性調査事業として、北海道の地域新エネル

明を申し上げます。

ただいま議題と

ギー導入加速化事業補助金を申請をし、６月

平成２５年６月２６日、足寄町財務規則に

２６日に北海道知事より認定されたところで

基づき、指名競争入札に付した小型除雪車
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（雪寒機械）購入について、下記のとおり売

○建設課長（阿部智一君）

買契約を締結するため、議会の議決に付すべ

げます。

お答えを申し上

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例

期日の関係でございますが、本年のまずは

第３条の規定により、議会の議決をお願いす

交付金の交付の関係でございますが、御承知

るものでございます。

のとおり国の当初予算が５月１５日に決定を

契約の目的でございますが、小型除雪車
（雪寒機械）購入。

したということで、その後に補助申請等との
手続をしてまいる関係で、発注時期が当初予

契約の方法につきましては、指名競争入札
による契約でございます。

定よりもおくれたというのが、まず１点でご
ざいます。

契約の金額は、１,９４２万５,０００円。

２点目といたしましては、除雪、それから

契約の相手方は、帯広市西２２条北１丁目

草刈りの機械を兼用するような特殊性のある

２番２８号、北海道川重建機株式会社帯広支

機械ということで、いわゆる受注生産という

店支店長大平則好氏でございます。

性格の機種になるということが２点目でござ

納入期日につきましては、平成２６年２月

います。

２８日となってございます。

３点目といたしましては、排ガス規制の関

２ページに外観図を添付しておりますの
で、御参照をお願いいたします。

たしましてから、おおむね８カ月程度の期間

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

がかかるということで、事前に製作しており
ますメーカー等に確認をしたところでござい

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
○議長（吉田敏男君）

係がございまして、それの関係で、発注をい

まして、このような期日になったということ
で御理解をいただきたいというふうに思いま

これをもって、提案

す。

理由の説明を終わります。

なお、従来、除雪につきましては２台の所

これから質疑を行います。質疑はございま

有車両と、１台につきましてはリース車をも

せんか。

ちまして、３台で歩道等の除雪に対応してい

９番。

るところでございますが、議員御指摘のとお

○９番（井脇昌美君）

これは、きょう、こ

り、納入前に大雪等があった場合につきまし

うして契約の締結の報告をされ、以前にも導

ては、従来どおりのようにリースということ

入の周知は議会のほうにも報告はされいてた

で対応してまいりたいというふうに考えてお

のですけれども、この導入のことに云々じゃ

りますので、御理解いただきたいというふう

なくて、納入期日にちょっと触れさせていた

に思います。

だきたいのです。

以上でございます。

これは明年の２月２８日というのは、もう

○議長（吉田敏男君）

９番。

ほとんどどか雪以外は、いわば稼働が得れな

○９番（井脇昌美君）

納入の期日というの

いのではないかと。以前から早目に計画され

は、もちろん期日ですから、最終納入期日で

ていて、本日、こうして報告されて、もっと

ないわけですから、これはこれを前に、例え

納期が実働的に効果を得るためにも、早くな

ばメーカーの主たる考えも聞き入れてつくる

らないのかということを、我々がわからない

わけですから、その中で、一環した交付金と

事情があろうと思うのです。それで、その辺

かの補助を得るための書類の流れ等々も含め

どうして２月２８日になったのか、ちょっと

て、国からオーケーのゴーサインが出るの

お示しをしていただきたいと思います。

も、日にちが若干ずれ込んだという事情はわ

○議長（吉田敏男君）

かりました。そういう中で、本当にそういう

答弁、建設課長。
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時期ですから、一月でも早くならないものな

こに草刈り装置をつけれるといったことで、

のか、これは納入期日ということは、この日

夏の間は草刈り装置をここに装着をして使う

に納入するということですから、最終納入期

と。そういったことで、夏、冬、稼働できる

日と納入期日は違うものですから、その辺

ようなことで、これは、この間、私どもの町

ちょっと、これからメーカーとの折衝によっ

にあります小型の歩道用のロータリー車も同

てならないものなのか、ちょっとその辺も、

様の仕様でやっておりますので、議員御指摘

説明はよくわかりましたけれども、その１点

のように、どんな方法でという部分でいけ

だけをもう一度お聞きしたいと思います。

ば、除雪と草刈りの両面できるということで

○議長（吉田敏男君）

あります。

答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君）

お答えを申し上

げます。

メーカーにつきましては、これは国交省の
雪寒基準に基づいて製作される特殊な機械で

今、議員御指摘のとおり、当然、我々とい

ございますので、その仕様に基づいて製作が

たしましても、２月２８日はあくまでも納品

されるというのは、全国でも数社しかないと

の工期ということで捉えておりますので、一

いうふうに確認をしているところでありま

日でも早く機械が納入されるように、契約後

す。それで、今回は、その数社の除雪車を代

には受注された会社のほうにお願いもしてま

理店といいますか、販売できる業者を指定を

いりたいというふうに考えてところでござい

して入札をしているところでありますけれど

ます。

も、今回の場合、川重さんが落札をしたとい

○議長（吉田敏男君）

４番。

うことで、基本的にまだ私どものほうに最終

○４番（木村明雄君）

お聞きをして、ある

的なメーカーというのは報告はされておりま

程度わかりました。

せんけれども、あくまでも国交省の雪寒基準

そこで、これは約２,０００万円からする

に基づいた機器を納品すると、特注の製品で

わけなのだけれども、これは見ると、アタッ

ありますので、そういった製品が納入される

チがついて、ロータリーだとか、それからこ

ということで理解をしているところでありま

れはブロードキャスターというのかな、そう

す。

いうふうな形がついているようなのですけれ

以上でございます。

ども、どのメーカーで今進めているのか、

○議長（吉田敏男君）

ちょっとお聞きしたいと思います。

せんか。

それから、これは小さな機械なのだけれど

（「なし」と呼ぶ者あり）

も、いろいろと仕事ができるのかと思うわけ

○議長（吉田敏男君）

なのだけれども、その辺についてもお聞きを

ります。

したいと思います。
○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

他に質疑はございま

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
答弁、副町長。

ませんか。

お答えをいたしま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

まず、主はロータリー除雪車でありまし

討論なしと認めま

す。

て、基本的に冬期間、歩道の除雪をするとい

これで、討論を終わります。

うのが主目的であります。ただ、ロータリー

これから、議案第７２号小型除雪車（雪寒

車でありますので、それ以外のときには、基

機械）購入売買契約についての件を採決しま

本的にいけば除雪専用車でありますので、利

す。

用価値がないといいますか、利用方法がない

この表決は、起立によって行います。

ということで、今回は、アタッチメントでこ

本件は、原案のとおり決定することに賛成
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の方は起立願います。

工事概要でございますが、１棟５戸、木造

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

平家建て、延べ床面積は２７１.２平方メー

全員の起立です。

トルでございます。

したがって、議案第７２号小型除雪車（雪

５ページから７ページにかけまして、配置

寒機械）購入売買契約についての件は、原案

図等を添付しておりますので、御参照をお願

のとおり可決されました。

いいたします。
以上で、提案理由の説明とさせていただき

◎

議案第７３号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

ます。
議案第７

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま

３号（仮称）南区ふれあい団地公営住宅新築

す。

建築主体（１号棟）工事請負契約についての

○議長（吉田敏男君）

件を議題といたします。

理由の説明を終わります。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

これをもって、提案

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
ただいま議題と

なりました議案第７３号（仮称）南区ふれあ

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

い団地公営住宅新築建築主体（１号棟）工事

これで、質疑を終わります。

請負契約について、提案理由の御説明を申し

これから、討論を行います。討論はござい

上げます。

ませんか。

平成２５年６月２６日、足寄町財務規則に

（「なし」と呼ぶ者あり）

基づき、指名競争入札に付した（仮称）南区

○議長（吉田敏男君）

ふれあい団地公営住宅新築建築主体（１号

す。

討論なしと認めま

棟）工事について、下記のとおり請負契約を

これで、討論を終わります。

締結するため、議会の議決に付すべき契約及

これから、議案第７３号（仮称）南区ふれ

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

あい団地公営住宅新築建築主体（１号棟）工

規定により、議会の議決をお願いするもので

事請負契約についての件を採決します。

ございます。

この表決は、起立によって行います。

契約の目的、（仮称）南区ふれあい団地公
営住宅新築建築主体（１号棟）工事。

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。

契約の方法につきましては、指名競争入札
による契約でございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

契約の金額は、５,４６０万円でございま
す。

全員の起立です。

したがって、議案第７３号（仮称）南区ふ
れあい団地公営住宅新築建築主体（１号棟）

契約の相手方は、外田・原経常建設共同企
業体。代表者、足寄町西町８丁目１番地の１

工事請負契約についての件は、原案のとおり
可決されました。

２、株式会社外田組代表取締役菅原智美氏。
構成員といたしまして、足寄町旭町１丁目３

◎

議案第７４号

４番地、原建設株式会社代表取締役原安正氏

○議長（吉田敏男君）

でございます。

４号（仮称）南区ふれあい団地公営住宅新築

工期につきましては、平成２５年１２月１
３日となってございます。

日程第６

議案第７

建築主体（２号棟）工事請負契約についての
件を議題といたします。
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本件について、提案理由の説明を求めま

理由の質問を終わります。

す。
総務課長

これから、質疑を行います。質疑はござい
渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ませんか。
ただいま議題と

５番。

なりました議案第７４号（仮称）南区ふれあ

○５番（高道洋子君）

い団地公営住宅新築建築主体（２号棟）工事

ことだったと思うのですけれども、内容の質

請負契約について、提案理由の御説明を申し

問なのですけれども、電気設備のことで、も

上げます。

う契約が終わっているから、もうだめかもし

７３号も中身が同じ

平成２５年６月２６日、足寄町財務規則に

れませんけれども、ちょっと確認したかった

基づき、指名競争入札に付した（仮称）南区

のですけれども、オール電化住宅なのか。

ふれあい団地公営住宅新築建築主体（２号

今、北電の説明を聞くと、普通の家よりも２

棟）工事について、下記のとおり請負契約を

３％も、あれが高くなるというふうに聞いて

締結するため、議会の議決に付すべき契約及

いるので、今までどおりオール電化住宅で進

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

めていくのか、そこだけ伺いたい。確認で

規定により、議会の議決をお願いするもので

す。

ございます。

○議長（吉田敏男君）

契約の目的でございますが、（仮称）南区
ふれあい団地公営住宅新築建築主体（２号

○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長。
お答えをいたしま

す。

棟）工事。

議員御指摘のように、電気料が上がってき

契約の方法につきましては、指名競争入札
による契約でございます。

ているといったこともありますけれども、こ
の間、北団地に５２戸の新しい公営住宅を建

契約の金額は、５,４６０万円でございま
す。

設しているところであります。その工事に当
たって、設備に関しては、暖房、給湯等のエ

契約の相手方は、外田・原経常建設共同企

ネルギーに関しては電気を利用する、いわゆ

業体。代表者、足寄町西町８丁目１番地の１

るオール電化、北団地はそういったことで対

２、株式会社外田組代表取締役菅原智美氏で

応してまいりました。

ございます。構成員といたしまして、足寄町

議員御指摘のとおり、電気料もアップして

旭町１丁目３４番地、原建設株式会社代表取

いる。さらには、北海道電力のほうから、こ

締役原安正氏でございます。

の間はリース事業でそういった設備を借りて

工期につきましては、平成２５年１２月１
３日となってございます。

いたところでありますけれども、そのリース
事業を北電のほうが、今後、行わないという

工事概要でございますが、１号棟と同様、

ことで、北団地が最終だといったこともあっ

１棟５戸、木造平家建て、延べ床面積は２７

て、今回、南区ふれあい団地につきまして

１.２平方メートルでございます。

は、オール電化ではありません。

配置図等につきましては、１号棟と同様、

基本的には、比較設計を中で、一番安かっ

５ページから７ページまでに添付してござい

た給湯についてはガスを使用すると、それ

ますので、御参照をお願いいたします。

と、暖房については油ないしガスです。灯油

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

なことで対応しておりますし、それと、レン

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。
○議長（吉田敏男君）

かガス、この両方を入居者が選択できるよう
ジについても同様、電気かガスといったこと
で、これも入居者が選択をできるような方法

これをもって、提案

で、二重設備というか、どちらでも対応でき
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るような設備にしているところであります。

図面を見ますと、３号棟と比較しますと１戸

ただし、器具については、入居者負担とい

ずつ６棟、本当は入るではないかというよう

うことで、整備をしなきゃいけないというこ

な感じがいたしますので、そこをなぜあけな

とになっておりますので、御理解のほどをよ

きゃならないのかということをちょっと。予

ろしくお願いしたいと思います。

算の関係もあるかと思いますけれども、でき

○議長（吉田敏男君）

８番

れば６戸ずつということが望ましいのかなと

○８番（熊澤芳潔君）

５ページの全体の配

いう気がします。

置図を見させていただきまして、ことしで１

○議長（吉田敏男君）

棟、２棟ということでございますけれども、

○副町長（田中幸壽君）

３号棟ですか、この図面から見ますと、１号

理解していませんで、申しわけありません。

棟、２号棟が５戸ですよということなのです

１号棟、２号棟の右側、この図面を見ると

けれども、あいている６棟からいうと、１棟

右側に空白部分があるということで、３号棟

ずつあくのですけれども、それは何か都合が

が６戸ですから、そういった部分では１棟６

あってそこがあくのか、それとも予算の関係

戸が建てられていたのでないかという御質問

でこうなるのか、そこら辺をちょっとお伺い

であれば、実はこれは駐車場でございます。

いたします。

１号棟５戸、２号棟５戸、３号棟６戸ですか

○議長（吉田敏男君）

答弁、副町長。

○副町長（田中幸壽君）

答弁、副町長。
質問の内容を十分

ら、合わせて１６戸の駐車場を確保しなけれ

質問の内容を

ばいけません。

ちょっと理解できなかったのですが、１号

今、６月議会に外構設計の予算計上をさせ

棟、２号棟を今回、発注をいたしまして、今

て議決をいただきましたので、今、外構の実

回、工事議決を議員の皆さんにお願いをして

施設計中でありますけれども、この場所に入

いるところであります。３号棟につきまして

居者の駐車場を持っていく予定でございま

は、６月の議会で１棟６戸の予算計上をさせ

す。

ていただいて、議決になっているところであ
ります。

３号棟の前は南区コミュニティセンターの
駐車場で、今後、整備をしていくといったこ

この３号棟については、今後、補助申請

とになりますので、どうしてもこの場所でし

等々の諸手続を終わって、早ければ９月の議

か公営住宅の関係者の駐車場がとれないとい

会に工事議決のお願いをするといった日程

うことで、それぞれ１戸ずつ、減らしたとい

で、今、作業を進めているところでありまし

う意味ではなくて、もともとが１６戸建設で

て、今年度２５年度内に、恐らく３号棟につ

長寿命化計画というのが策定されております

いては年明けまで工期が多分延びていくと思

ので、戸数的に、それから配置的にも、この

いますけれども、２５年度以内に、この１

案が一番ベストだということで、私どもはこ

号、２号、３号棟、全て工事を完了するとい

ういうことで理解をしてお願いをしていると

うことで、３棟１６戸の南区ふれあい団地は

ころであります。

完成する予定でございます。

以上でございます。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○８番（熊澤芳潔君）

○議長（吉田敏男君）
８番。

他に質疑はございま

せんか。

もしくは説明不足

だった。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

要するに３号棟が１棟６戸ですということ

質疑なしと認めま

す。

だったのですけれども、今回は１棟５戸とい

これで、質疑を終わります。

うことだものですから、その土地、要するに

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。

性調査業務の委託料など、合わせて７１６万

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

１,０００円を計上いたしました。

討論なしと認めま

す。

第４款衛生費におきまして、火葬場、墓地
管理費の手数料といたしまして１０２万３,

これで、討論を終わります。

０００円を計上いたしました。

これから、議案第７４号（仮称）南区ふれ

次に、歳入について申し上げます。

あい団地公営住宅新築建築主体（２号棟）工

６ページへお戻りください。

事請負契約についての件を採決します。

第１０款地方交付税におきまして、普通地

この表決は、起立によって行います。

方交付税といたしまして４８８万８,０００

本件は、原案のとおり決定することに賛成

円を計上いたしました。

の方は起立願います。

第１５款道支出金におきまして、地域新エ

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

ネルギー導入加速化事業道補助金といたしま

全員の起立です。

して３２９万６,０００円を計上いたしまし

したがって、議案第７４号（仮称）南区ふ

た。

れあい団地公営住宅新築建築主体（２号棟）

第２１款町債におきまして、住環境整備補

工事請負契約についての件は、原案のとおり

助事業債、過疎債ソフト分といたしまして

可決されました。

２,０００万円を計上いたしました。
次に、２ページへお戻りください。

◎

議案第７５号

○議長（吉田敏男君）

日程第７

第２表地方債補正、変更１件をお願いいた
議案第７

５号平成２５年度足寄町一般会計補正予算
（第５号）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。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

しました。

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

○議長（吉田敏男君）
ただいま議題と

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

なりました議案第７５号平成２５年度足寄町

これから、議案第７５号平成２５年度足寄

一般会計補正予算（第５号）について、提案

町一般会計補正予算（第５号）の件の質疑を

理由の御説明を申し上げます。

行います。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８ページをお開きください。

２,８１８万４,０００円を追加し、歳入歳出

歳出から進めます。款で進めます。

予算の総額を歳入歳出それぞれ９８億５,７

第２款総務費、質疑はございませんか。

０ ０ 万 ２,０ ０ ０円 と する も ので ご ざい ま

１０番。

す。

○１０番（後藤次雄君）

新エネルギーの関

歳出から御説明申し上げます。

係で、きょう具体的に予算を含めて出された

８ページをお願いいたします。

わけですけれども、これは前回の議会でも十

第２款総務費第１項総務管理費第１４目企

勝バイオマス産業都市計画で、大体のことは

画振興費におきまして、住環境整備補助金と

説明をされておりますが、今回、具体的に７

いたしまして２,０００万円を計上いたしま

１６万１,０００円ということで金額が出ま

した。第１８目新エネルギー対策費におきま

したので、それで、これは費用弁償、普通旅

して、新エネルギー推進事業といたしまし

費、含めてなのですけれども、これは例えば

て、バイオマスエネルギーセンター導入可能

先進地というか、モデル地域に向けての視察
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調査みたいなことをやるための旅費なのか、

ございませんか。

費用弁償なのか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それと、もう一つ、例えば、予算が通って

○議長（吉田敏男君）

次に参ります。

からということになるかもしれませんけれど

第４款衛生費、質疑はございませんか。

も、足寄町でどの地域にエネルギーセンター

（「なし」と呼ぶ者あり）

みたいなのをつくるのか、その辺ちょっとわ

○議長（吉田敏男君）

かればお願いします。

せんか。

○議長（吉田敏男君）
○経済課長（岩原

答弁、経済課長。

栄君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

お答えをいたし

ます。

○議長（吉田敏男君）

６ページ歳入に入り

ます。

まず、全体的には検討委員会を構成いたし
まして、その中に３部会を入れたいと思って

歳入一括で行います。質疑はございません
か。

います。それぞれの部会に携わる専門委員の

（「なし」と呼ぶ者あり）

招聘を含めて、費用弁償等でもっての対応を

○議長（吉田敏男君）

させていただきたいというふうに思っている

せんか。

ところであります。また、調査項目の中には

○議長（吉田敏男君）

そちらの費用も見ているところでございま

戻りください。

す。１回程度ずつと考えているところであり
ます。

歳入総括でございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

道外調査と道内調査を検討しておりまして、

次に、２ページにお

第２表地方債補正、変更１件。質疑はござ
いませんか。

また、地域の特定があるのかという御質問

（「なし」と呼ぶ者あり）

なのですが、それも含めて、今回、この調査

○議長（吉田敏男君）

の中で可能性調査をさせていただきながら、

ございませんか。

足寄町と資源の活用における立地状況を含め

○議長（吉田敏男君）

で、御理解を賜りますようお願い申し上げま

ります。

す。

全体に対する総括で

（「なし」と呼ぶ者あり）

て、検討してまいりたいと考えておりますの

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

○議長（吉田敏男君）
○１０番（後藤次雄君）

１０番。

ませんか。

今、３部会という

（「なし」と呼ぶ者あり）

話があったので、大体構成員とは何人ぐらい

○議長（吉田敏男君）

なのですか。

す。

○議長（吉田敏男君）
○経済課長（岩原

歳出総括でございま

答弁、経済課長。

栄君）

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

まず、エネル

これから、議案第７５号平成２５年度足寄

ギー利用検討部会といたしまして、全体的に

町一般会計補正予算（第５号）の件を採決し

は５名の方でお願いしたいと思っています。

ます。

それから、プラント設備運営検討部会としま

この表決は、起立によって行います。

して、同じように６名の方でお願いしたいと

本件は、原案のとおり決定することに賛成

思っています。それから、法令規制検討部会

の方は起立願います。

としまして、５名の方にお願いしたいという
ふうに考えているところでございます。

○議長（吉田敏男君）

以上です。
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）
全員の起立です。

したがって、議案第７５号平成２５年度足
他に総務費、質疑は

寄町一般会計補正予算（第５号）の件は、原
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案のとおり可決されました。
◎

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

これをもちまして、

本臨時会に付議されました案件の審議は、全
部終了をいたしました。
これで、本日の会議を閉じます。
平成２５年第４回足寄町議会臨時会を閉会
いたします。
午前１０時５０分

閉会
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