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午前１０時００分

開会

ら言っている、とりわけ私どもの町にも大き
な影響があるだとうという農産物の５品目の

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

関係、これすら、また検討するというような

全員の出席でござい

ことで新聞報道がされているわけでございま

ます。ただいまから、平成２５年第５回足寄

す。私どもの立場は全く変わらなくて、あく

町議会臨時会を開会をいたします。

までも断固阻止をしていくという考え方には
変わりはありません。何せ、情報が入ってこ

◎

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

ないものですから、情報収集といっても限界

町長安久津勝彦君か

ら、招集の御挨拶がございます。
町長

ましても、推移を今のところは見守る以外な

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

があるわけでありますけれども、いずれにし
いのかなと、こんなふうに思っているところ

議長のお許しをい

でございます。

ただきましたので、第５回臨時会招集に際し
ての御挨拶を一言申し上げます。

次に、農産物の関係でありますけれども、
本当に８月中過ぎぐらいから非常に天候不順

まず、足寄の子供たちに関することであり

が続いておりまして、農作物の収穫期を迎え

ますけれども、議会で承認をいただきました

て、なかなか作業も困難をきわめているとい

足高生の１年生全員をカナダに派遣をする事

うような報告を受けております。さらに追い

業、先月、１週間の行程を無事終えて帰町を

打ちをかけるように、先日の台風２６号、こ

いたしました。報告書等々は、まだできてお

の件に関しましては後ほど行政報告をさせて

りませんけれども、概略の報告では、足高

いただきますけれども、そんなことも含めて

生、とりわけホームステイの関係で得るもの

牧草あるいはデントコーンの収穫も大幅にお

がたくさんあったというような報告を受けて

くれているというような、ちょっと大変心配

おります。彼らの今後において、今回の経験

なこともお聞きをしている状況でございま

が貴重なものになるものだというふうに確信

す。

をしているところでございます。

最後になりますけれども、先週の土曜日、

それから、既に新聞等で御存じかというふ

１９日の日に東京で第３４回の東京・足寄を

うに思いますけれども、うれしい知らせが届

結ぶふるさと会が開催をされました。東京の

きました。足寄高校の女子弓道部が、過日開

ほうからは４２名の会員の皆さんの参加、そ

催されました北北海道の大会において優勝を

して足寄からは私それから議長も含めて、あ

されて、１２月と聞いておりますけれども、

るいは商工会長、さらには観光物産協会を含

大阪で開催をされます全国大会への出場権を

めて１３名の方々に出席をいただき、総勢５

得たということで、１２年ぶりという報告を

５名で開催がされました。足寄町の最近の近

聞きました。大変うれしいことだなというふ

況をお伝えをし、そして参加者からは、やは

うに思っております。

りふるさと足寄を思う気持ちを聞かせていた

次に、心配事を少しお話をさせていただき

だきましたし、いろんな御意見等もお聞きを

ますと、まず何といっても大変な懸念材料と

してきたところでございます。盛会の中に終

いいますか、心配事でありますけれども、Ｔ

了をさせていただいたということを報告をし

ＰＰ交渉がかなり進んできているということ

ておきたいというふうに思います。

で、過日も旭川で何か懇談会が開かれたとい

さて、本日の案件でございますけれども、

うようなことでありますけれども。ただ、残

このうち議長のお許しをいただいた後に行政

念なのが、情報が全く私どものところに伝

報告を３件、予定しております。

わってきていない。そういった中で、従来か
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それから、報告事項として専決処分にかか

わる報告が１件、それから議案といたしまし

思います。

ては、平成２５年度の一般会計の補正予算１

これに御異議ございませんか。

件ということで、予定をしております。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

よろしく御審議を賜りますようお願いを申
し上げまして、臨時会招集に際しての御挨拶

○議長（吉田敏男君）
す。

とさせていただきます。

したがって、会期は、本日１日間に決定を

どうぞよろしくお願いいたします。
◎

いたしました。

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

◎

これから、本日の会

議を開きます。

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

行政報告

を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

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

◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）
会議録署

名議員の指名を行います。

議長のお許しをい

ただきましたので、３件について行政報告を
申し上げます。

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第
１８４条の規定によって、５番高道洋子君、

まず、１０月１６日からの台風第２６号へ
の対応等についてでございます。

６番前田秀夫君を指名をいたします。

１０月１６日から１７日にかけての台風第
２６号の接近による、強風と降雪、停電の発

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

生等について御報告をいたします。

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

してきた大型で強い台風第２６号が北海道に

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

１６日午前に、東北地方の太平洋沖を北上
接近したことにより、北海道上空１,５００

本

メートルにあった１１月上旬並みの寒気が内

日開催されました第５回臨時議会に伴う議会

陸部に引き込まれ、台風の風雨が雪雲に変わ

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

り、十勝地方と上川地方を中心に強風と降雪

会期は、本日１日限りであります。

をもたらしました。

本日は、町長から行政報告を受けた後に、
報告第１７号の報告を受けます。

低気圧に変わりましたが、勢力が衰えること

次に、議案第９９号の補正予算の提案説明
を受け、即決で審議いたします。

なく、強風が町内一帯で発生し、降雪は山間
部を中心に９時ごろから夜遅くまで降り続き

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

台風は、１６日、１５時には三陸沖で温帯

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。

雨量は、柏倉、足寄、上螺湾の３観測所と
も、１６日、３時から２０時までの累計雨量
が５０ミリ程度、１時間雨量も上螺湾観測所

◎

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

日程第２

の１５時からの１時間で１１ミリが最大で、
会期決定

の件を議題といたします。

道路決壊や道路冠水等が生ずる雨量ではあり
ませんでした。

お諮りをいたします。

本町には降雪量を観測する観測所はありま

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

せんが、螺湾や茂足寄地区の山間部では、多
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いところで２０から４０センチメートル程度

も午後から休所、児童館も閉館といたしまし

の積雪があり、３台の除雪車を出動して町道

た。

の除雪を行いました。

停電に関しましては、北電から１５時７分

風速を計測する観測所が町内には町民セン

に置戸と陸別町間の送電線に倒木が接触した

ター前の足寄観測所しかありませんが、この

ことにより、陸別町全域と大誉地地区の一部

観測所で１６日、１９時過ぎに、北からの風

が停電となったとの通報を受け、停電エリア

で１０分間平均の最大風速が秒速７.６メー

の特定と町がすべき対応を検討するために情

トル、最大瞬間風速が毎秒１７.４メートル

報収集を行いましたが、大誉地地区の停電

を観測いたしました。

は、断続的な停電が繰り返しあったものの、

町の対応等でありますが、１６日早朝の大
雨警報と、大型で強い台風第２６号が強い勢

送電ルートの切りかえにより１７時過ぎには
復旧しました。

力を保ったまま温帯低気圧に変わり、１６

１６時２５分には螺湾地区から東側、螺

日、夕方には北海道地方に最も接近し、暴風

湾、上螺湾、上足寄及び茂足寄のおよそ１０

や大雨による浸水や土砂災害に警戒が必要と

０世帯、１７時４９分には喜登牛地区と白糸

の気象庁の発表を受け、１６日、午前９時過

地区のおよそ１５世帯が停電となりました。

ぎから、総務課、建設課、経済課、福祉課、

北電からの情報によると、強風により送電

住民課、教育委員会及び足寄消防署の課長等

線に樹木が接触したことによる停電と考えら

を集め、気象情報、警戒すべき事項や、停電

れるが、１地区でも複数の断線が考えられ、

の発生を含めた非常時の対応等について確認

停電エリアと断線箇所の特定、復旧までに相

を行い、各課に必要な警戒態勢を整えるよう

当の時間がかかるだろうとのことから、停電

に指示をし、各消防分団にも警戒をお願をい

世帯の特定と支援が必要な世帯がないかを把

しました。

握するために、当該地域の自治会役員や民生

１６日、９時３０分ごろには、市街地でも

委員、災害時要援護者宅等に電話をかけ、停

雨がみぞれに変わり、町内北部から東部の山

電の有無と支援が必要な世帯を調査をいたし

間部を中心に積雪となり、１０時には道道北

ました。

見白糠線カネラン峠が、１１時には道道オン

まきストーブやポータブル石油ストーブ等

ネトー線の雌阿寒温泉から道道モアショロ原

で暖をとって早目に就寝すると考えられるの

野螺湾足寄停車場線の上螺湾までと緑資源幹

で、支援は不要との自治会役員等からの回答

線林道が、１２時には道道本別留辺蘂線の芽

と、凍結した路面での避難所等への移動は危

登温泉入り口から北に約３キロの地点から置

険であることから、避難所は開設せず、午後

戸町までと、道道足寄原野上利別停車場線が

９時過ぎに停電の復旧の見通しが立っていな

積雪により通行どめとなり、道道オンネトー

いことと、支援が必要な方は役場に連絡して

線の国道２４１号線から雌阿寒温泉までは、

ほしい旨、防災無線により周知を行いまし

倒木と積雪により１８時から翌朝にかけ通行

た。

止めとなりました。

喜登牛地区は、１７日、０時３４分に、白

帯広建設管理部足寄出張所からの通行どめ

糸地区は２時０７分に、螺湾地区から東側の

の報告を受け、道道の通行どめ情報ととも

エリアは雌阿寒温泉等の一部の地区を除き０

に、倒木や路面凍結による交通障害等の注意

時３０分に復旧しましたが、雌阿寒温泉とオ

喚起の防災無線放送を数回にわたり行いまし

ンネトー地区は１１時過ぎに発電機車による

た。

給電により停電が解消がされました。

積雪と強風のため、螺湾小学校と芽登小学

停電により搾乳作業ができず、乳房炎や乳

校は午後から休校とし、上利別へき地保育所

量減の心配がありましたが、ＪＡ足寄から停
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電の復旧見込みを酪農家に事前に伝え、通電

の構築につきまして、自治会組織等を通じて

後、速やかに搾乳をした結果、乳牛への大き

お願いをしたいと考えており、また、北電に

な影響や廃棄牛乳は発生していないと、報告

対しては電力の安定供給と、停電時の迅速か

を受けております。

つ詳細な情報提供についての申し入れを予定

また、奥足寄地区簡易給水施設、螺湾地区
簡易水道、上足寄営農用水道、上足寄地区簡

しておりますので、御理解を賜りますようお
願いを申し上げ、御報告といたします。

易水道、西足寄地区専用水道の各施設が停電
したことから、建設課上下水道室職員が各施

次に、株式会社あしょろ農産公社の解散に
ついて御報告を申し上げます。

設に急行し、発電機により給電を開始して、
水道の供給を維持いたしました。

株式会社あしょろ農産公社の経営状況は、
第２回定例会において、第２１期定時株主総

１７日、朝から、建設課と経済課職員を中
心に８班体制で、道路や公共施設等のパト

会における決算報告書に基づき、御報告をさ
せていただいたところであります。

ロールを実施した結果、積雪や倒木により通

その後、７月２３日の第２回取締役会で第

行に支障を来していた町道等が山間部を中心

１四半期の経営状況を確認し、８月１２日の

に約２０路線ありました。

第３回、９月２７日の第４回取締役会議で協

多くの路線は２１日までに倒木の除去を行

議を重ねた結果、経営継続は困難であると判

い通行可能となりましたが、町の建設機械で

断され、株主総会を開催する運びとなりまし

は除去ができない大きな倒木が多数ある町道

た。

雌阿寒オンネトー線や、路面が凍結する可能

平成２５年１０月１１日に第１回臨時株主

性が高く、夏タイヤでの走行が危険な茂足寄

総会が開催され、平成２５年１０月３１日を

と上螺湾を結ぶ緑資源幹線林道等は、現在も

もって製造部門、販売部門、これはハイデで

通行どめといたしております。

あります。これをを中止をする。

なお、通行どめとなっていた道道は、１９
日までに除雪と倒木除去作業を終了し、全線

次に、農産公社の解散に向け事務処理を行
うことが承認がされました。

が通行可能となりました。

また、その他確認事項として、解散株主総

今回の強風と積雪による被害額等でありま

会を平成２６年１月末日までの開催とする。

すが、倒木等の除去や積雪作業のほとんどを

株主総会及び清算完了総会を同年２月下旬に

直営で対応しており、直営での対応が困難な

開催をする。

路線にあっては、既定予算の道路維持経費に
より対応することとしており、これまでのと

以上について、臨時株主総会において確認
がされました。

ころ被害額として積算可能なものはありませ

平成５年２月１日の設立から２０年間、足

んが、強風によるビニールハウスや畜舎の破

寄町の畜産振興と観光振興の一端を担ってま

損、畑の一部冠水、町内各地に倒木があり、

いりましたが、このような形で解散すること

農業被害や林業被害の調査がこれからである

となり、大変残念な結果となってしまいまし

ことから、今後被害額が発生する可能性があ

た。

ります。

今後においては、道の駅、足寄湖の継続及

今回の強風による倒木や積雪等への対応に

び施設利用等について検討してまいりますの

つきましては、引き続き安全確保を最優先に

で、御理解を賜りますようお願い申し上げ、

考えた道路管理を行うとともに、停電時の行

御報告といたします。

政の対応には限界があることから、厳冬期を

次に、土地区画整理事業に係る損害賠償請

控え、改めて停電に備えた自助の必要性と、

求控訴事件の判決等についてでございます。

自主防災組織等による地域での相互支援体制

平成２５年９月３日、第３回定例会におい
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て、土地区画整理事業に係る損害賠償請求事

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

件について御報告させていただいたところで

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

ありますが、平成２５年９月１２日、午後１

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

時１０分より、札幌高等裁判所において判決

２項の規定により、これを報告するものでご

が言い渡されましたので、御報告をいたしま

ざいます。

す。

専決処分書。

判決の主文は、本件控訴を棄却する、控訴

道道清水谷足寄線路上における車両事故に

費用は控訴人の負担とするとし、原判決は相

対する損害賠償の額を定めることについて、

当であり、本件控訴は理由がないことから、

地方自治法第１８０条第１項の規定により、

これを棄却することとし、主文のとおり判決

次のとおり専決する。

するというものであります。

１、損害賠償額

町といたしましては、一審同様に、法に
従って行ってきた直接施行による移転工事の

２、事故発生の場所、日時等については、
別紙示談書のとおりでございます。

適法性が認められた判決内容と考えておりま
す。

８７万１,３６４円。

２ページの左側に示談書を貼付しておりま
すので、御参照願います。

なお、相手方は控訴審の判決を不服とし

次に、事故の概要及び原因でございます

て、平成２５年９月２５日付で最高裁判所に

が、平成２５年３月４日、午後３時５０分ご

上告受理申立を行った旨、平成２５年１０月

ろ、上士幌町字居部１１２３番地の路上にお

１日付で札幌高等裁判所から通知がありまし

いて、建設課車両室の高橋志津雄補助職員が

た。

運転する患者輸送バスが、乗客を全員降ろし

今後におきましては、委任弁護士との協議

た後、旭ヶ丘から足寄方面に走行中、道幅が

を踏まえ、控訴審同様に、引き続き法廷の場

狭くなった直線道路から左カーブに進入する

で正当性を主張してまいりたいと考えており

際に、相手車の水口謙一氏が運転する乗用車

ますので、御理解賜りますようお願い申し上

を発見し、ブレーキをかけたところ、路面が

げ、御報告といたします。

アイスバーンの状況であったため、タイヤが

○議長（吉田敏男君）

ロックしたことで車体が滑り、バスのフロン

これで、行政報告を

終わります。

ト部分が相手車のフロント部分に衝突し、破

ここで、暫時休憩をいたします。

損させたものです。

午前１０時２２分

休憩

また、相手車、水口氏によると、右カーブ

午前１１時０３分

再開

に進入する際にバスを発見し、徐行して道路

休憩を閉じ、再開い

左側に寄せてとまる寸前にバスが滑ってきた

○議長（吉田敏男君）
たします。

ため、避けることができず起きた事故であ
り、公用車の運転手が道路が狭くなっている
◎

報告第１７号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

ことや、アイスバーンという状況を把握しな
報告第１

７号専決処分の報告について（車両事故に対

がら徐行を怠ったことによる運転操作のミス
で起きた事故と思われます。

する損害賠償の額を定めることについて）の
件を議題といたします。

この事故により、高橋志津雄補助職員にけ
がはありませんでしたが、水口氏は上腕部の

本件について報告を求めます。

打撲と頸椎捻挫のけがを負い、全治１週間と

建設課長

診断され、整骨院等へ通院することになりま

阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）

ただいま議案と

した。

なりました報告第１７号専決処分の報告につ
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事故の過失割合については、足寄町１００

％、水口氏０％となっております。

案理由の御説明を申し上げます。

次に、治療経過と示談締結についてでござ

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

いますが、物損事故分の示談書締結につきま

７７７万４,０００円を追加し、歳入歳出予

しては、平成２５年５月１６日、開催の第３

算の総額を、歳入歳出それぞれ１０２億５,

回臨時会において報告をさせていただいたと

７２７万円とするものでございます。

ころでございます。

歳出から御説明申し上げます。

水口氏は、事故発生日から平成２５年７月

８ページをお願いいたします。

５日までの間、合計３１日間通院されており

第２款総務費におきまして、補正予算の財

ましたが、このたび、御本人より、けがにつ

源調整のため財政調整基金積立金といたしま

いてはおおむね完治したとの報告を受けたこ

して、７８７万５,０００円を減額いたしま

とから、この間、示談書締結に向けた協議を

した。

進めてきたところでございますが、その結

第３款民生費におきまして、市民後見推進

果、人身事故部分の示談書を、平成２５年９

事業といたしまして、旅費、委託料など合わ

月１１日付で取り交わしをしたところでござ

せて４０４万７,０００円を計上いたしまし

います。

た。

なお、賠償額８７万１,３６４円について

第５款労働費におきまして、緊急雇用創出

は、自賠責保険、限度額１２０万円でござい

事業に伴います、グループホーム等開設支援

ますが、支払われることになってございま

人材育成業務の委託料といたしまして、３７

す。

２万７,０００円を計上いたしました。

今後、このようなことがないように最善の

第８款土木費におきまして、栄町１丁目川

注意と、より一層の法令遵守を図り、安全で

沿通外９路線調査設計業務の委託料といたし

町民に信頼される車両運行に努めてまいりた

まして、７８７万５,０００円を計上いたし

いというふうに考えているところでございま

ました。

す。

次に、歳出について御説明を申し上げま

３ページに、交通事故発生現場状況図を貼

す。

付しておりますので、御参照をお願いを申し

６ページへお戻りください。

上げたいというふうに思います。

第１４款国庫支出金におきまして、介護保

以上で、報告第１７号専決処分の報告とさ
せていただきますので、御理解賜りますよ

険事業費国庫補助金といたしまして、４０４
万７,０００円を計上いたしました。

う、よろしくお願い申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

第１５款道支出金におきまして、緊急雇用

これにて報告を終わ

ります。

創出事業道補助金といたしまして、３７２万
７,０００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９９号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

２ページ、第２表、債務負担行為補正、追
議案第９

加１件をお願いいたしました。

９号平成２５年度足寄町一般会計補正予算
（第８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

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

ただいま議題と

なりました、議案第９９号平成２５年度足寄

○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。

町一般会計補正予算（第８号）について、提
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これから、議案第９９号平成２５年度足寄

町一般会計補正予算（第８号）の件の質疑を

ます。

行います。

まず、今回、市民後見人養成業務の委託料

８ページをお開きください。

の中身でございますけれども、今回予定して

歳出から進めます。

いるのは陸別町と足寄町の両方を対象として

款で進めます。

育成講座等を開催していくという計画でおり

第２款総務費、質疑はございませんか。

まして、人数規模ですけれども、両方合わせ

（「なし」と呼ぶ者あり）

て４０人規模ということで予定をしておりま

○議長（吉田敏男君）

第３款民生費、質疑

す。

はございませんか。
５番

御質問の、この市民後見人に条件はあるの

高道君。

○５番（高道洋子君）

かと、受講できる受講者の条件はあるのかと
地域支援事業につい

てお尋ねします。

いうことでございますけれども、ありませ
ん。あくまでも、市民後見人ということでご

ここの節でいう１３番委託料のところで、

ざいますから、銀行の職員ですとか、農協職

２８７万９,０００円の予算が計上されてお

員、一般の職員も含めて、この受講の対象に

りますが、この市民後見人養成業務というこ

なります。

とで、これは今後高齢者がどんどんふえてい

以上でございます。

く当町にありましても、高齢者の方にとって

○議長（吉田敏男君）

５番

も、悪質商法から身を守るためにも、この成

○５番（高道洋子君）

４０人規模というこ

年後見制度というのは、また、市民後見人の

とで、これは公募していくという形をとるの

養成というのは大変いいことだと、非常に大

かと思います。

事なことだと思っております。

高道君。

公募するということでよろしいのでしょう

そこで、お伺いいたしますけれども、この

か。

市民後見人の養成講座の２８７万９,０００

○議長（吉田敏男君）

円の予算の内容というか、どこかへ委託する

○福祉課長（櫻井光雄君）

のでしょうけれども、後見人を何人ぐらいの

後見制度含めて、町民の皆様に周知ＰＲをさ

人を養成する予定でいるのか、また、どのよ

せていただいた上で、広く公募をさせていた

うな後見人というのは、ちょっと前に勉強し

だき、人選といいますか、対象者を選定させ

たときは、大変、人選につきましても、権限

ていただきたいなというふうには思っていま

の決定にしましても法律で定められていて、

す。

なかなか後見人というのは限られた人でない

以上でございます。

と、なかなかできないというようにも聞いた

○議長（吉田敏男君）

りしまして。また、なり手がなかなかいな

ありませんか。

かったりということで、なかなかすごく理想

答弁、福祉課長。
まず、この市民

他に、民生費、質疑

（「なし」と呼ぶ者あり）

的な制度ではあるのですけれども、なかなか

○議長（吉田敏男君）

厳しかったという中で、この養成業務がここ

費、質疑はございませんか。

で計画されたと思うのですけれども、どのよ

７番

次に、第５款労働

田利君。

うな条件を満たした人がこの市民後見人とし

○７番（田利正文君）

て養成を受けられるのか、それと何人ぐらい

ありますけれども、もう少しちょっと補足説

を予定しているのか、この２点をお聞きいた

明をお願いしたいと思います。

します。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

１２ページに説明が

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

御答弁申し上げ

今回の緊急雇用

対策事業の中身でございます。
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この事業は、ここの説明資料に記載のとお

（「なし」と呼ぶ者あり）

り、北海道が基金を造成しておりまして、今

○議長（吉田敏男君）

回第３次の募集がありました。

いませんか。

本町としましては、現在進めています介護

次に、歳出総括ござ

（「なし」と呼ぶ者あり）

福祉施設に勤めていただく介護職員等の方が

○議長（吉田敏男君）

非常に不足しているということで、この事業

りください。

次、６ページにお戻

に手を挙げさせていただいて採択をいただい

歳入に入ります。

たところでございます。

歳入一括で行います。質疑はございません

事業の中身でございますけれども、２５年

か。

度と２６年度にまたがって、最長１年以内の

（「なし」と呼ぶ者あり）

雇用対策ということでございます。中身でご

○議長（吉田敏男君）

ざいますけれども、平成２６年度に建設を予

んか。

定していますグループホームの開設に向けた

（「なし」と呼ぶ者あり）

人材確保育成ということでございまして、延

○議長（吉田敏男君）

べ日数でいきますと１,５１５日、実人員で

ださい。

いきますと、７人を育成していこうという、
この事業を使って確保をしていきたいなとい

疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

以上でございます。

○議長（吉田敏男君）
よろしいでしょう

全体に対する総括ご

ざいませんか。

か。
７番

２ページにお戻りく

第２表、債務負担行為補正、追加１件、質

うふうに思っているところでございます。
○議長（吉田敏男君）

歳入総括ございませ

（「なし」と呼ぶ者あり）
田利君。

○７番（田利正文君）

○議長（吉田敏男君）
済みません、ちょっ

これで質疑を終わり

ます。

と。人材を育成する業務、それからどこかに

これから、討論を行います。

委託をして講習を受けるとか、あるいは対象

討論はございませんか。

者を何人かを集めてやるとかというふうに、

（「なし」と呼ぶ者あり）

その辺のところをもうちょっと具体的にお聞

○議長（吉田敏男君）

きしたいなと思ったのですけれども。

す。

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

現在、予定して

これから、議案第９９号平成２５年度足寄

いますのは、グループホームの経営を指定管

町一般会計補正予算（第８号）の件を採決を

理者制度でやっていく予定でございまして、

します。

社会福祉協議会にこの部分を委託をしまし

この表決は、起立によって行います。

て、社会福祉協議会さんのほうで雇用し、育

本件は、原案のとおり決定することに賛成

成をしていただくという形を考えておりま

の方は起立願います。

す。

（賛成者起立）

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）
他に、労働費、質疑

はございませんか。

したがって、議案第９９号平成２５年度足
寄町一般会計補正予算（第８号）の件は、原

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

案のとおり可決されました。

次、第８款土木費、

質疑はございませんか。

◎
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閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

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
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５回足寄町議会臨時会を閉会
をいたします。
午前１１時２４分

閉会
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