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午前１０時００分

開議

ついて伺いたいと思います。
決算書を見ますと、予算額は２４年度は２

◎

開議宣告

○委員長（井脇昌美君）

００万円に対しまして決算は１７３万円と、

おはようございま

す。

予定した額にいま一歩届きませんでしたけれ
ども、このふるさと納税は寄附者の善意の事

本日は、全員出席でございます。

業で、現在全国の自治体がこぞって取り組

これより、昨日に引き続き、平成２４年度

み、また、財政を潤す寄附をどう集めるかと

決算審査特別委員会を開きます。

いうことで創意工夫があり、努力され、さま

なお、この後の本日の日程をこれより説明

ざま取り組まれております。

いたします。

そこで、お伺いいたしますが、そして一定

理事者等に対して、これより総括質疑を行

の金額を寄附していただいた寄附者の方に

います。総括質疑が終了後、各部会を開催

は、感謝の一環として、地元の特産品をお礼

し、意見の取りまとめをしていただきます。

として贈呈しているということが全国的な動

その後の部会長会議で調整をしていただいた

きの一つにもなって、テレビにも放映され御

後、部会長から審査の報告を受け、部会長に

承知だと思いますが、足寄町については贈呈

対する質疑を受けることになっております。

というところはまだ企画としてはなされてお

なお、本日のこの日程等については、昨日

りませんが、本町として特産品の贈呈という

開かれました正副委員長並びに各正副部会長

ことに対して検討されたことがあるかどう

会議で確認をされているところでありますの

か、まず最初に伺いたいと思います。

で、御了承を願います。

○委員長（井脇昌美君）

答弁、渡辺総務課

長。
◎

総括質疑

○委員長（井脇昌美君）

○総務課長（渡辺俊一君）

それでは、これよ

お答えいたしま

す。

り、理事者等に対して、議案第８６号平成２

ふるさと納税寄附金の関係でございます

４年度足寄町上水道事業会計決算認定につい

が、ふるさと納税ということで、議員仰せの

ての件から議案第８７号平成２４年度足寄町

とおり、全国にいらっしゃる方々が足寄町を

国民健康保険病院事業会計決算認定について

応援しようということで御寄附をいただいて

の件までの２件と、議案第９１号平成２４年

いるということでございまして、その方の御

度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について

寄附をいかに足寄町が有効に、寄附していた

の件から議案第９８号平成２４年度足寄町後

だいた方の御意向に沿って有効に活用してい

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

くかというのが、やっぱり一番大事なところ

いてまでの８件の計１０件について、総括質

だろうというように思っております。

疑を行いたいと思います。

この間、寄附金をいただいたその財源につ

これより、質疑を受けたいと思います。質
疑ありませんか。
５番

用させていただくというようなことで考えて

高道委員。

○５番（高道洋子君）

いては、足寄町のほうで、そういう有効に活
おりましたが、そういうことで特産品の贈呈

質問させていただき

ます。

だとか、そういったことについては今までは
特に検討をしておりませんでしたが、やはり

決算書の２７ページ、寄附金の目で言うと

ほかの自治体などでもそういう特産品を贈っ

総務寄附金なのですが、２８ページへ行くと

てということで行われているところが多くま

総務管理寄附金ということで、そこのところ

た出てきているということでございまして、

のふるさと納税、ふるさと足寄応援寄附金に

足寄町においても、寄附をしていただいた方
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に対する感謝の気持ちをどうあらわすのかと

ざいますけれども、寄附をいただいている方

いうそういう観点で、また少し検討しなけれ

たちに、どういう用途に使ってほしいという

ばならないなというように考えております。

ようなことでお聞きをしてございます。

それで、特産品を贈るだとかということも

ふるさと足寄応援寄附金の中では、１０項

やはり一つの方法であるかというように思っ

目に分けて、それぞれこういう用途に使えま

ておりまして、今、検討を進めているところ

すよということで指定をさせていただいてお

でございます。

りまして、平成２４年度の方々につきまして

以上でございます。

は、高齢者の安全安心のためにという方がお

○委員長（井脇昌美君）
○５番（高道洋子君）

５番。

二人、それから環境保全に対する取り組みに

わかりました。

ついてということでお一人、それから芸術文

検討されるということで、大変うれしく思
います。

化についての取り組みに使ってほしいという
方がお一人、それからあと町長お任せという

そこで、きのうまでの各部屋に分かれての

ものがお二人となってございます。

調査の中で、平成２４年度の寄附者の内容に
ついてお聞きしました。

これまで寄附されている方たちの中での件
数といたしましては、やはり高齢者の安全安

それによりますと、平成２４年は全部で合

心のためにというようなことの寄附ですと

計６名の方から寄附をいただいていると。内

か、それからあとは町長にお任せをするとい

訳も、１万円が３名で、１０万円から１５０

うようなものが特に多いというところでござ

万円の人が３人ということで、特に２４年度

います。

は高額の１５０万円の人がお一人いらっ

以上でございます。

しゃったということで、きのうまでの調査で

○委員長（井脇昌美君）

お聞きいたしました。そしてしかも、この６

○５番（高道洋子君）

名のうちの５名が足寄出身者で、あとの１名

国的にいろいろと調べさせていただきます

が道外の出身の方だということも伺いまし

と、ふるさと納税にクレジットカードの決済

た。

を取り入れている自治体がふえていると聞い

５番。
引き続き、最近は全

そこで、他町村なんかを見ると、この間、

ております。ある町では、これは本州ですけ

特に１０月の上士幌町の贈呈品の取り組みの

れども、１,１７０件の寄附者があるうち約

特集がありまして、そこでは５万円以上を寄

７割がクレジットカードによる決済であった

附された方には、和牛のサーロインステーキ

と聞いております。

を５万円に対して１セット贈呈しているとい
うこともお聞きしましたが。

十勝管内では、浦幌町がそれに取り組んで
おりますが、そういうことも検討の中に今後

足寄町では、１０の事業を決めて、寄附者

あるかどうか、また、そういうことに対する

に１０の事業のうちのどこに寄附をしますか

考え方もちょっとお聞きしたいと思います。

ということを伺って、そしてその希望に沿っ

○委員長（井脇昌美君）

た事業に予算を割り当てるというふうに伺っ

○総務課長（渡辺俊一君）

ておりますが、まだ６名ですけれども、この

寄附の支払いだとかということでございます

６名の人、また、過去の方たちでもいいので

けれども、先ほど特産品の関係についても検

すけれども、１０のうちどこに多く使いたい

討しているということでお話をさせていただ

と希望しているか、わかりましたらお教え願

きましたが、例えばインターネットの中での

えませんか。

申し込みだとか、それからクレジットで支払

○委員長（井脇昌美君）
○総務課長（渡辺俊一君）

総務課長。
クレジットでの

答弁、総務課長。

う寄附をしていただけるだとか、そういうこ

今の御質問でご

とも含めて検討させていただいております。
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以上でございます。

３件、軽自動車税１件について、それぞれに

○委員長（井脇昌美君）
○７番（田利正文君）

７番

田利委員。

決算書の９ページ、

ついてわかりやすく説明していただきたいの
ですけれども、事細かくは要りません。

第１款町税についてですが、町税の不納欠損

○委員長（井脇昌美君）

額について伺いたいと思います。

長。

自主財源確保という点から見ても、不納欠

○住民課長（寺地

答弁、寺地住民課

優君）

まず、町民税に

損額はゼロが望ましいというのは当然だと思

つきましては、３年間の消滅ということで執

います。しかし、決算審査意見書９ページで

行停止の部分、生活困窮等にかかわる部分

明らかなように、平成２２年、２３年と比べ

と、さらには相続人が不在になったというこ

ても大きく減額となっています。努力のたま

とによる即時消滅と５年間の時効成立になっ

ものだというふうに思いますが。

ています。

しかし、同意見書の１１ページにあるよう

固定資産税については、同じく相続人がい

に、町民税５件、固定資産税１３件、軽自動

ない等の即時消滅と、３年間の生活困窮によ

車税１件が不納欠損の内訳となっています。

る執行停止によるものになっております。

この件についてですけれども、どういう状

軽自動車税につきましては、収監中になり

況でこういう結果になったのか、町民税、固

ましたので停止されているという形になって

定資産税、軽自動車税の三つに分けて、どれ

おります。

くらいかも含めて、わかる範囲で伺いたいと
思います。

以上でございます。
○委員長（井脇昌美君）

○委員長（井脇昌美君）

答弁を受けたいと

思います。（発言する者あり）

○７番（田利正文君）

７番

田利委員。

例えば、軽自動車税

であれば、７,２００円という額ですよね。

ここで、暫時休憩といたします。

だから、本人が行方不明とか死亡とかという

午前１０時１５分

休憩

ことがない限り、分納ででも３年とか５年の

午前１０時２６分

再開

間にいただけるという可能性がなかったのか

休憩を閉じ、会議

なというように、ふと思ったものですから。

○委員長（井脇昌美君）
を再開いたします。

○委員長（井脇昌美君）

７番委員さん、そ

答弁をいただきたいと思います。

ういう実態もあったのですか。そういう実態

寺地住民課長。

もちょっと記憶にあったのですか。今質問さ

○住民課長（寺地

優君）

ただいまの御質

れた、いわば不在の中で。

問にありました不納欠損の理由でありますけ

今、７番委員さんは軽自動車税に対しての

れども、執行停止に伴います３年間の自然消

質疑をしたのですけれども、そういう一つの

滅でございますけれども１３件、相続人がい

事例もあったのですか。（発言する者あり）

ない等の手続によりまして即時消滅したもの

答弁、寺地住民課長。

が１件、５年間を経過して自然に時効が成立

○住民課長（寺地

したものが２件、時効を優先したものが６件

車税の関係でありますけれども、収監中とい

という形で、全体で２２件となっておりま

うことで刑務所に入っておりまして、納税が

す。

停止されているという形になっておりますの

以上でございます。
○委員長（井脇昌美君）
○７番（田利正文君）

優君）

ただいまの自動

で、その後の対応になるかと思いますけれど
７番委員。

も、現在は刑務所のほうにお入りになってお

申しわけありませ

ります。

ん。今の答弁、もう少しゆっくり。

以上でございます。

私が求めたのは、町税５件、固定資産税１

○委員長（井脇昌美君）
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８番

熊澤委員。

○８番（熊澤芳潔君）

同じ９ページで町税

だから、どのようなそれに対して調査されて

の関係で、固定資産税の課税についてちょっ

いるかという、今の現況の町内全体に対して

とお聞きします。

の調査の状況をちょっと説明してあげてくだ

この固定資産税につきましては、町税の４

さい。

９％を占めまして、行政サービスを提供する

○住民課長（寺地

優君）

現地調査につき

町の財源を支える基幹税としての大きな役割

ましては、税の公平公正の立場を図ることか

を果たしているわけございますけれども、町

ら、全町を対象とした現地調査を現在行って

民の方より、例えば車庫の関係でございます

おります。

けれども、住宅を建設後に建てた方もいらっ

近年は、平成２１年度から町内の地域を分

しゃるわけです。こういったいろんなあるわ

けまして、平成２１年度から２３年度につき

けでございますけれども、その中で課税され

ましては、市街地を除く農村部全域と。平成

ている方と、されていない方がいると聞くわ

２４年度、昨年につきましては、市街地全般

けでございまして、公平さを欠くのではない

を調査しております。

かという話がございました。

現地調査を行うことで、実態を把握させて

そこで、現在、課税のための現地確認、ま
た、それらの流れがどのような形で決められ

いただきながら評価を適切に行うように努め
ているところであります。

ていくのかを再度聞きたいと思います。よろ
しくお願いします。

○委員長（井脇昌美君）

○委員長（井脇昌美君）

答弁、寺地住民課

長。
○住民課長（寺地

以上でございます。
○８番（熊澤芳潔君）

８番。
そうすると、農村部

と市街地を分けて巡回をしているよというこ
優君）

御質問の件につ

とですよね。

いてお答えしたいと思います。

そうすると、例えばの話をした車庫だと

まず、家屋など増改築にかかわる再評価で

か、そういったことについては、２４年に１

ありますけれども、増築の場合は、家屋要件

回やりましたよと。ということは昨年です

を満たした増築物件を対象としております。

か、そういう形でやっているのですけれど

カーポートのように屋根だとか柱のみの場合

も、それで十分に。

については対象としておりません。

そしたら、１年置きということですか。２

また、改築の場合は、基礎、柱、壁、骨組

４年ということをお聞きしたのですけれど

みなど構造の一部を残して大規模な改修工事

も、これを１年置きにやるのか、２年置きに

を行う場合については、固定資産税上の再評

やるのか、３年置きにやるのか、ちょっとお

価ということで行っております。

聞きしたいです。

家屋の新増築等については、毎年の７月、

○委員長（井脇昌美君）

寺地住民課長。

１０月の広報あしょろで取り扱い等について

○住民課長（寺地

ＰＲを行っておりますけれども、具体的には

は、この間、４年間で町内全域を回っており

建設担当より建築確認申請情報や個人の申し

ますので、同じように農村部地域につきまし

出、現地調査などによって、職員が現地実地

ては３年程度と、市街地については１年間と

調査を行って、対象物件を把握して対応させ

いうことで、４年に一度の形で現地調査を

ていただいております。

行っています。

以上でございます。
○委員長（井脇昌美君）

優君）

現在の予定で

ただ、現地調査だけでなくて、そのほか日
住民課長さん、そ

常の点検も含めて行っておりまして、それぞ

の内容はわかっていると思うのですけれど

れ毎年、増築だとか改築に基づく再評価は適

も、その調査の内容、不公平が出ているよう

切に行うように努めているところでございま
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す。

うことで、そういった事例となっておりま

以上でございます。

す。

○委員長（井脇昌美君）
○８番（熊澤芳潔君）

８番。

内容でございますけれども、この２件、い

わかりました。

ずれも御家族の方、お子様が親を身体的に暴

私も確信して本人から聞いたわけでもござ

力を振るう、あるいは親のお金を一部使用し

いませんので、確信的なことは言えないので

ているですとか、心理的ですから恫喝を含め

すけれども、ただ、そういった話があります

た心理的な虐待がされていたということでご

し、４年に１回、回るということになります

ざいます。

と、その間に結構車庫なんかは建てられます

この２件のうち１件につきましては、私ど

よね。そういった部分では、十分にそういっ

ものほうから警察に通報させていただきまし

た漏れのないような公平な形の巡回をお願い

て対応していると同時に、扶助費のほうで対

をしたいということでございますので、お願

応をしておりますけれども、隔離、保護とい

いします。

うのですか、そういった対応をしています

○委員長（井脇昌美君）
○５番（高道洋子君）

５番

高道委員。

し、もう１件につきましても、疑われた事案

それでは次に、５１

につきましても、警察と一緒に行って厳重注

ページ、老人福祉総務費の２０節扶助費につ

意等々の指導を行っております。

いてお伺いいたします。

今現在は、福祉課職員等が定期的に訪問し

この扶助費の中に、今回は高齢者虐待につ
いて予算としてそこに入っているということ

ながら経過観察を行っていると、そういった
状況でございます。

で、高齢者の虐待についてお伺いいたします

以上でございます。

が、高齢者の虐待というと施設内の虐待が最

○委員長（井脇昌美君）

近目立ちますが、今回は在宅に絞って質問さ

○５番（高道洋子君）

せていただきます。５問ほどさせていただき

親をというのが３割ほどを傾向として占めて

ます。

いるというデータもありますので、やはり家

５番。
全国的にも息子が母

一つ目は、２４年度の中で、高齢者の虐待

庭の中での同じ同居家族が虐待を繰り返すと

の相談とか発生の通報とか、何件ぐらいあっ

いうことで、本当に虐待されたほうも余り通

たのかお聞きしたいと思います。それと、も

報しないということで、厳しいかなという思

しそういう事例があれば、話せる範囲でお話

いがあります。

ししていただきたいと。

そこで、２問目なのですけれども、この相

まず１問目、お願いします。
○委員長（井脇昌美君）

談・虐待の発生のときに、地域包括支援セン

答弁、櫻井福祉課

長。
○福祉課長（櫻井光雄君）

ターに通報があって、また、役場、警察へと
通報があろうかと思うのですけれども、どう

高齢者の虐待の

状況についての御質問でございます。

いうような対応となるのか。対応というか、
まず相談者から役場へ連絡があって、その後

平成２４年度資料でございますけれども、
相談、通報につきましては２件あります。

どういうふうにシステムというか、なるの
か、御説明をお願いします。

虐待の状況でございますけれども、その２

○委員長（井脇昌美君）

福祉課長。

件のうち、重複していますけれども、身体的

○福祉課長（櫻井光雄君）

虐待が３人、経済的虐待が一人、心理的虐待

法によれば、まず第１番目には市町村に通報

が一人、合計５人になっておりますけれど

が寄せられるという形になっておりますし、

も、実質的人員でいきますと、３人の高齢者

今、委員御質問の地域包括支援センター、こ

の方が虐待を、または虐待の疑いがあるとい

れは都市部においては民間でやっているとこ
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高齢者虐待防止

ろもありまして、そういった受け入れ体制、

対応はどのようになっているかということ

報告体制をしいているところでございます

と、それと高齢者の方の何割かは認知症に

が、足寄町の場合は介護保険法上における部

なっている方がいらっしゃるというふうにも

分も含めて、実は足寄町直営でやっておりま

聞いておりますので、その早期発見の対策。

すから、一括私どものほうで受け付けをして

だから、民生委員さんの連携と、それから

いるところでございます。

２４時間体制と、それと早期発見の対策。何

その通報を受けたときの対応でございます

かそういうのがあれば、その３点についてお

けれども、まずは地域包括支援センターの職

願いします。

員、町職員でございますけれども、事実の確

○委員長（井脇昌美君）

認をするというのがまず第１番目でありまし

○福祉課長（櫻井光雄君）

て、それを経て、その処遇・対応をどうする

す。

かということで会議をしております。

福祉課長。
お答えいたしま

民生委員さんとの連携でございますけれど

こういった場合、必要であれば警察署のほ

も、民生委員さん、年に４回の定例会があり

うにも、生活安全課のほうですか、そちらの

ますけれども、こういった場合において、高

ほうに援助を求める、あるいは立ち入り検査

齢者だけではなくて身体障害者の方、あるい

をするですとか、そういった法に基づいた対

はひとり親、児童虐待の関係を含めて、常に

応をする形になります。

地区内の状況に努めていただくとともに、こ

その上で、処遇困難な事例等に対応する必

ういった虐待があった場合については、それ

要があるということである場合につきまして

が虐待かどうかを判断せずに、判断できない

は、地域ケア会議等を開催して、地域ケア会

部分も含めて、私ども福祉課のほうに情報を

議の高齢者虐待部会というのがあるのですけ

提供していただくように、定例会等において

れども、そちらのほうを招集をさせていただ

お願いをしておりますし、また、こういった

いて、そして対応方針を決定し、昨年の場合

民生委員さんの研修会等も帯広、札幌等で行

であれば、隔離保護をする必要があるという

われております。そういったところに出席で

判断をされた場合については、そういった対

きるように御案内をさせていただいています

応をさせていただきますし、警察に刑事告訴

し、現に、全員ではありませんけれども、そ

するという部分についても、そういった対応

ういった研修に出席をさせていただいており

が必要だとなれば対応させていただく、そう

ます。

いった形になります。

いずれにしても、高齢者あるいは身体障害

以上でございます。

者、児童虐待あるいは配偶者の虐待、いろい

○委員長（井脇昌美君）
○５番（高道洋子君）

５番。

ろあるわけでございまして、地域住民、自治

ここでは、民生委員

会との連携、こういった部分も含めて資料等

さんとの連携が大変大事になってくるのでは

を配付しまして、大きくならない前にそう

ないかなと。民生委員さんも大変忙しいので

いった可能性が思われるだけでもいいので、

すけれども、そういう情報の提供とか、そう

私ども福祉課のほうに報告をいただくように

いう面で。

お願いをしているところでございます。

まずは、民生委員さんが虐待の知識を勉強

以上でございます。（発言する者あり）

というか、そういう意味でそういう民生委員
さんに対する研修とか、連携プレーがどうい

それから、２点目の２４時間対応でござい
ます。

うふうになっているかということと、それか

先ほどもお話をしましたけれども、私ども

ら地域包括センター、ここは足寄役場になる

地域包括支援センターは町直営で運営をさせ

と思いますけれども、民生課の中で２４時間

ていただいております。
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かつて、町民センターに包括支援センター

れまして滞納の状況などをお聞きしたのです

等があったときには、職員等に携帯電話等を

けれども、その中で、その分科会の後に福祉

配置して２４時間体制をとっておったわけで

課で子ども手当のことで聞いたときに、全員

ございますけれども、現在は福祉課、役場庁

が口座を開設しているということをお聞きし

舎のほうに統括されておりまして、また、役

ました。その前段で給食費のことを聞いたと

場内には警備員がいますので、逐一そちらの

きに、口座から引き落としするのがスムーズ

ほうに電話をいただいた場合については、内

に職員の滞納整理の時間も軽減されるし、口

容は別にして、必ず私ども福祉課担当職員に

座引き落としに力を入れたらいいのではない

連絡が来て、その職員から通報していただい

かということもお伺いいたしました。その中

た方に折り返し電話をして、２４時間対応を

で、口座を開設していただくのが難しいとい

していくような体制をとっておるところでご

うお話だったのです。

ざいますので、よろしくお願いしたいと思い
ます。

口座開設は、全ての子供さんをお持ちの保
護者の口座は開設されているのに、給食費の

３点目の認知症早期発見についてでござい
ます。

ことに対して口座を開設するのが難しいとい
うのはどういうことかと後で考えましたの

過去においても、ヘルパーさんですとか、

で、この機会と思いまして、お伺いいたしま

私ども居宅介護支援専門員等々から、そう

す。

いった疑いがあるという部分、あるいは高齢

○委員長（井脇昌美君）

者モニターの方等々からも、そういった高齢

○教育次長（根本昌弘君）

者虐待を防止する上での情報を逐次、同じよ

ます。

教育次長。
お答えをいたし

うにそういう疑念があった場合においても通

昨日の分科会の中でも、２５年８月の数字

報いただけるように連携をとっております。

ということで、口座振替、それから自主納

ことしに入っても、そういった介護支援専

付、それから準要保護の内訳としてお示しを

門員等からそういった事例報告があって、金

させていただきました。

銭的な部分、あるいは身体的な部分の情報が

口座振替については５６.２％、それから

寄せられておりまして、早期にそういった対

自主納付につきまして２９.２％、準要保護

応を現在も行っているところでございますの

につきまして１４.７％程度の率となってご

で、御理解いただきたいと思います。

ざいます。

以上でございます。

ただいま御質問ありました、言ってみれば

○委員長（井脇昌美君）

年４回の四半期ご

準要保護の部分以外について、自主納付の方

との、民生委員さん、各包括センターとの連

もなぜ口座振替にできないのかという捉えで

携を図って、福祉課も中心となって、会議さ

よろしいかと思いますが、年度当初、始まる

れて打ち合わせをしていると。

ときに給食についてのお手紙もそれぞれ各保

その上に、研修会等々も導入して、いわば

護者に出させていただいています。そのとき

小さなうちに初期の解決に努めているという

に、口座振替のお願いもしておりますが、そ

説明でよろしいですね。

れが１００％ならないということでは、それ

次の質疑を受けたいと思います。

ぞれ御家庭の事情もあるかと思いますが、な

３番

かなかそれ以上踏み込んでお願いをしますと

榊原委員。

○３番（榊原深雪君）

１点目は給食費につ

いて、２点目は国民健康保険病院事業会計に

いうこともできないということも実態として
考えております。

ついてお伺いいたします。

それで、前年度と比較しまして、若干です

給食費につきまして、昨日、分科会に分か

が口座振替、数字的には上がっております
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が、これからも口座振替については、逐一機

がったということで明記されておりました。

会あるごとにお願いをしていくようなことに

それで、患者数もふえているのですが、次の

なるのだろうというふうに考えております。

収益的収支が損失が生じております。こうい

以上です。
○委員長（井脇昌美君）
○３番（榊原深雪君）

うこともお聞きしたい。
３番委員。

答弁できるようでしたら、お願いいたしま

今答弁いただきまし

す。（発言する者あり）

たように、なかなか踏み込んで強制的にお願

経費削減とかいろいろ努力されていて、患

いするというのは難しいことかもしれません

者さんもふえてはいるのだけれども、こちら

けれども、これはやはり公平感がなくなりま

に載っている経常損失が生じているのはどう

すよね。滞納されている方と、そうでない方

いったことなのかなと。どういった大きな原

との公平感を保つためにも、ぜひ力を入れ

因があるのかなと。２番目にありますよね、

て、少しでも口座振替の数値を上げていって

収益的収支。（発言する者あり）

いただきたいなと思うところであります。

○委員長（井脇昌美君）

恐らく榊原委員さ

そして、職員の方、踏み込んでいけないと

んは、その中でも、なかなか数値的にも収支

いっても、当然の義務を要求するわけですか

として、看護師の３交代制の費用の問題だと

ら、踏み込んでいけないということはないと

か残業等も、その辺もちょっと含まれていて

思います。そうなると、給食費を滞納された

収支のバランスが悪いのではなかろうかなと

方のおうちへお願いに行く職員の方の御苦労

いうことでしょう。（発言する者あり）

を考えると、これをお願いすることは労力で
はないかなと私は思っているところですの

ここで、１１時１５分まで休憩といたしま
す。

で、今後ともこの口座振替の数値を上げて

午前１１時００分

休憩

いっていただきたいと思います。この件は、

午前１１時１４分

再開

これで終わりますので。

○委員長（井脇昌美君）

次に、国民健康保険病院事業の会計のこと

休憩を閉じ、会議

を再開いたします。

でお伺いいたします。

答弁から再開をさせていただきたいと思い

私、こちらのほうが見やすかったものです

ます。

から、決算書の８ページと決算審査意見とを
見て発言したいと思うのですけれども。

安久津町長。
○町長（安久津勝彦君）

経営改善につきましては、国保病院の職員

お答えをいたしま

す。

関係の皆さんには、本当に年々御苦労をされ

細かな数字は別として、国保病院、直診病

て、見直し見直しの連続で努力されているこ

院の運営に関しましては、これは大変大きな

とに敬意を表したいと思います。

課題といいますか、もっと言えば、一方では

そこで、収益も入院患者数はふえているの
ですが、収益的収支は経常損失を生じており

病院はなくてはならない施設だというふうに
思っております。

ますね。そういうところのちょっと細かいと
ころですが、お聞きしたいのと。

それで、大枠のお話をさせていただきます
と、国保病院運営に当たっては、一般会計か

あと、経費面では、看護師さんの３交代が

らの繰り出し、これは平成２４年度について

２交代になったりということで、残業手当な

は ５ 億 ８,００ ０万 円 繰り 出 しを し てい ま

んかも軽減されたということで、経費面も軽

す。ただ、平成２３年度については４億８,

減されているのであります。そして、監査意

０００万円、約１億弱ふえているわけであり

見にありましたように、２４年の１０月から

ますけれども、これは御案内のとおり、透析

入院基本料の１３対１の効果も増収につな

病棟の建設をしたということですから、です
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から、それ以前の平均をいたしますと、４億
５,０００万円から４億８,０００万円程度の
繰り出しということでございます。

す。
さらに、先ほどもちょっと休憩のときにお
話ししましたけれども、お医者さんにかかわ

その中にあって、交付税の中で、病院経営
に当たってのさまざまな交付税に算入をされ

る人件費が一番ウエートが高いですよという
お話もしました。

ております。平成２４年度については、１億

我が町の実態を少しお話ししますと、やは

６,４００万円程度の交付税が入ってきてお

り固定医の確保というのが一番の重要課題で

ります。これは前年度よりもふえておりま

ございます。どこの自治体病院も、お医者さ

す。

んの勤務条件というのは極めて厳しい。すな

ふえている要因はといいますと、これは決

わち、当直もある。当直した場合に、次の日

算書にも書いてありますけれども、看護体制

お休みを与えられるという、そんな状況であ

が１３対１がとれました。それから、御案内

りませんから、次の日も診療に当たる。私ど

のとおり、我妻病院さんとの役割分担ができ

もの病院も、いっとき三日に一遍泊まりだと

たことによって、交付税の算入額の計算の基

か、そういう状況がありました。そこは何と

礎額、これが同一地区内に何キロという規定

か解消しないと、これはお医者さんの定着に

があるのですけれども、その中に民間病院も

つながらないということで、幸いにして今は

含めて、入院病棟を持っている場合とない場

札幌医科大学、さらには北大病院、それから

合で、その算定単価が違うということで、そ

平日でいきますと、旭川医大、さらには北斗

ういった部分も含めて交付税の算入額がふえ

病院、開西病院、それから第一病院、こうい

ているというようなこともございます。

うところから臨時のお医者さんを派遣をして

そんなことも含めて、では実質的に繰り出

いただいております。

している部分、さらには交付税等々で入って

ですから、基本的には、土日の泊まりを含

くる部分を含めて、これは過疎債のソフト事

めて、急患、急患の部分については、自治体

業の関係で、お医者さんの人件費についても

病院というのは救急指定病院をとっているの

ソフト事業の中で見ていいよという、こうい

です。すなわち、２４時間いつでも急患を受

うことになっていますから、これは過疎債、

け入れるということであります。そういった

すなわち借入金を起こしているわけでありま

急患を受け入れる部分というのは、２４時間

すけれども、これは後年次、また交付税で

というのはこれは全くの不採算部門なので

バックがされるというようなことも含めて、

す。ですから、そこのところは多少経費がか

これはちょっとあらあらの計算でありますけ

かっても、固定医の先生に少しでも長くいて

れども、実質一般会計からの繰り出しという

いただくための条件整備は、これはしなくて

のは２億円から２億５,０００万円ぐらいな

はいけないということで、今の院長先生が来

のかなという、そんなことで試算をしている

てからですから４年前ぐらいからですか、そ

ところでございます。

の体制は今整っている。ですから、基本的に

なお、これは直診病院、国保病院を持って

は、今、固定医の先生は週に一度、これは平

いる自治体、十勝管内では黒字の病院はどこ

均ですけれども、週に一度泊まりをしていた

もありません。いっとき芽室の国保病院が黒

だければいいという、そういう体制までは

字ということもあったのですけれども、最近

持っていけたなということであります。

は赤字ということであります。

ですから、ここのところは、やはり経費が

ですから、そもそも我々が国に対してお願

相当かかりますから、これは本当に収支の面

いをしているのは、交付税の算入の基礎、こ

でいきますとどうなのという御意見もあるか

れを上げてほしいという要望もしておりま

なというふうに思いますけれども、私として
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はこの体制は崩してはならないというふうに

も、やはりこういう監査意見にもありました

思っているということでございます。

ように、人口減少、あと高齢化ということも

いずれにしましても、国保病院の経営につ

考えますと、やはりどの町の現状もそうだと

いては、今後の見通しですけれども、御案内

思います。そしたら、今度は何をするかと

のとおり、透析治療を開始をいたしました。

いったら、やはり病院の特色を出していくと

きのうもたまたま病院に行ったときに、透析

いうか、やっばり人工透析がどんどん私たち

病棟も、実際に患者さんが透析している状況

の町もできましたけれども、そういうところ

を見せていただきました。技師長ともお話

で特色、これからはこれが得意とする病院だ

を、若干の時間ですけれども、してまいりま

とか、あそこへ行けばこの病気は安心だよね

した。６月からですから途中経過であります

というような、病気に真摯に向き合っていた

けれども、まだスタッフが足りないというこ

だけるようなお医者様探しというのですか、

ともあって、もっともっと足寄で受けたいと

そういうところにも力を入れていただきたい

いう患者さんがいるのですけれども、現状の

なと期待しながら、これで質問を終わらせて

中でいきますと、少なくとも部門別で見ます

いただきます。

と、透析の部分についての収支は間違いなく

○委員長（井脇昌美君）

とんとんぐらいだろうということでありま

員から提案していただきましたので、それも

す。

含めて、今後、国保病院については非常に厳

ですから、一刻も早く体制を整えた上で、
希望される患者さんは全て受け入れるという

ただいま、３番委

しい中の経営を強いられておりますが、一層
努力していただきたいと思います。

ことになれば、この部門が相当収益について

では、その他、質疑受けたいと思います。

はいい方向に向かうのかなという、そんな見

１番

髙橋委員。

通しを持っているというようなことでござい

○１番（髙橋秀樹君）

決算書の４３ペー

ます。

ジ、成果報告書でいくと１６ページです。

いずれにしましても、大事な病院、しか

ここで、パソコンの購入事業なのですけれ

し、天井知らずに一般会計から繰り出しをす

ども、先日、新聞報道において、マイクロソ

ればいいのかというと、そうではありません

フトのパソコンの基本ソフトＯＳが、ＸＰが

ので、これは国に対してもお願いするところ

終了するという報道がなされております。Ｘ

はお願いをしていく。それから、病院として

Ｐが終了になるということは、サイバー攻撃

も、経営については経営努力をしていくとい

に大変脆弱になるということになるというふ

うことで対応してまいりたいというふうに考

うに思われますが、足寄町の今現在ＸＰの所

えていますので、ぜひ御理解をいただきたい

有台数はどの程度あるのかを、まずはお聞か

というふうに思います。

せ願います。

以上でございます。
○委員長（井脇昌美君）
○３番（榊原深雪君）

○委員長（井脇昌美君）
３番委員。

○総務課長（渡辺俊一君）

済みません。質問の

コンピューター

の問題についてお答えをいたします。

仕方が不十分で、明確な御答弁いただきまし
たことに感謝を申し上げます。

総務課長。

ちょっと今手元に資料がございませんの
で、正確な数字はちょっとわかりませんけれ

今、町長が答弁されたとおり、本当に私た

ども、町で持っているパソコン、現在使用し

ちが地元に生活する上においても、この国保

ているパソコンでございますが、全体で２２

病院は大切な医療機関と思っております。

０台ほどのコンピューターがございます。そ

それで、人工透析、今年度、２５年度に開

のうち、ＸＰのＯＳを使っているコンピュー

始されて期待するところでありますけれど

ターについては１００台ほどでございます。
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ですから、２６年でＸＰのサポートがされ

議運の委員長も、そのことは既に協議は考

なくなるということでございまして、ＸＰの

えているようですから、上士幌の事例もよく

問題についての新聞報道等でも、問題が出て

お聞きはしました。それで、当決算委員会に

いるということが報道されているところでご

ついては、当然今までそういうような意見も

ざいます。

出ていましたので、意見としては十分わかり

それで、町といたしましては、ただいまの

ますけれども、答弁としては、ちょっと今は

セキュリティーソフトのサポートが平成２７

議運が全部計画を組むものですから、その辺

年まで受けられるということがございますの

で答弁をしかねるような気がするのですけれ

で、平成２６年、２７年、この２年間の中

ども、いかがですか。

で、今使っているＸＰのコンピューターを

ちょっとそのほかに、何か事務の効率化と

ウィンドウズ７以降のＯＳに切りかえるとい

いうことで委員はおっしゃったのも事実で

うことで、今検討しているところでございま

す。事務のコンピューターのあれで効率化を

す。

求めるということ。決算審査はさておいて

以上でございます。
○委員長（井脇昌美君）
○１番（髙橋秀樹君）

も、事務の効率化、これも一部では入ってい
１番

髙橋委員。

平成２５年度の予算

ますけれど、事務の効率化ということに対し
ての質疑はよくわかっております。

書においても、大体同額程度、２００万円近

総務課長、そういうことで、事務の効率化

くの購入事業でやっていると思うのですけれ

をどのように図られているかということで、

ども、やはりＸＰの移行をなるべく早くやっ

例えば一つの事例として、当決算委員会も、

ていただいて、そういうセキュリティー関係

他町では７月にやっている、８月にやってい

は強くしていただきたいなと、そういうよう

るという事例が示されたものですから、この

に思います。

決算委員会に限らず、これを早くやれという

それで、私は何を聞きたいかというと、実

意味ではなくて、事務の効率化等々をどのよ

はここの中で、コンピューターを使用するこ

うにされているかということをお聞きだと思

とによって事務作業が円滑に処理が進められ

うのですけれども、その辺の答弁をお願いし

るようになったと。端的に言うと、この決算

ます。

委員会が多少でも早くなることがないのかな

総務課長。

というふうに考えて質問をさせていただいて

○総務課長（渡辺俊一君）

おります。

ついては、常日ごろから効率化を図るように

上士幌が７月に決算委員会を進めていると

事務の効率化に

努めているところでございます。

いう現状がある中で、足寄町もこのパソコン

決算審査につきましては、地方自治法の中

事業等々を導入して、あと事業系システム最

で一定の定めがあって、その中で今まで９月

新事業として月々１００万円程度の機材リー

議会に認定をお願いをしているところでござ

ス料を使って事務の効率化を図っている中

います。

で、足寄町として決算委員会を物理的にどの

そういう部分で、時期的に事務の効率化を

ぐらいまで早めることができるのか、まずお

図りながらもっと早い時期にすることができ

聞きしたいと思います。

るかという部分については、今までちょっと

○委員長（井脇昌美君）

１番

髙橋委員さ

検討したことがございませんので。

ん、いわば決算審査は実は議会運営が主たる

地方自治法の中では、第２３３条の中で、

計画を組むことが筋ですから、ここの答弁は

会計年度の出納閉鎖後３カ月以内に書類を整

ちょっと申しわけないのですけれども、受け

理して、会計管理者が地方公共団体の長に提

かねると思います。

出をしなければならないというようになって
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おります。５月が出納閉鎖期間ですので、そ

○委員長（井脇昌美君）

答弁、総務課長。

れから３カ月間ということで、８月ぐらいま

○総務課長（渡辺俊一君）

でに決算の資料を整理していくということに

済額でございますけれども、毎年といいます

なっています。

か毎月、住宅料については、納入がされてい

住宅料の収入未

その後、監査委員さんに審査をお願いをし

ないところについては督促状を出して、住宅

て、その後、監査委員さんの意見をつけて、

料をなるべく早いうちに納めてくださいとい

次の通常予算を議する会議までに議会の認定

うことで督促を出しているところでございま

に付さなければならないというようなこと

す。

で、今まで９月議会ということになっており

ただ、やはりどうしても仕事がなかったり

ましたので、通常９月議会に認定に付すると

だとか、仕事があっても収入が少なかったり

いうのが普通なのだろうなというように考え

だとかということで、支払いがどうしてもお

ておりましたので、もっと早くという部分で

くれてくるという方が何人かいらっしゃいま

は、特に検討をしていなかったというところ

して、そういう方たちの分がどうしても出納

でございます。

閉鎖期間までの間に納まらないというところ

今後は、もっと早くできるのかどうなのか

が出てきております。その分につきまして

を含めて、検討させていただきたいと思いま

は、翌年度も含めて早期に納めていただくよ

す。

うにお願いをしているところでございます。

以上でございます。
○委員長（井脇昌美君）

以上でございます。
わかりましたで

しょうか。

○委員長（井脇昌美君）
○７番（田利正文君）

意見を付すのではないのですけれども、こ
れは主たる議会の事情で理事者側に、もちろ

７番。
決算書の４１ページ

ですが、企画振興費のことについて伺いたい
と思います。

ん理事者側の協力がなかったら決算委員会と

地域活性化推進事業について、成果報告書

いうのは成立しないものですから、議会のほ

１５ページに記載されている住生活環境整備

うから、これは今までの長期にわたっての申

補助金、私は住宅リフォーム助成制度という

し出た経過というのが今日に来ていますか

ふうにわかりやすく言ってきましたけれど

ら、例えば１番委員さんがおっしゃるよう

も、新築で７件、工事費で１億６,７００万

に、一月でも、少しでも、あと５カ月したら

円、改築工事で１４１件で工事費１億１,３

新しい年度に入るものですから、その言わん

００万円となっていますが、地域経済に与え

とすることは非常にわかるのですけれども、

る経済効果がどのくらいあったのか、試算さ

議会側からのむしろ提案している事項なもの

れているのであれば、伺いたいと思います。

ですから、そんなこともちょっと申しわけな

○委員長（井脇昌美君）

いのですけれども含んでください。

○総務課長（渡辺俊一君）

次、７番。
○７番（田利正文君）

答弁、総務課長。
お答えいたしま

す。
決算書の１５ペー

住環境整備補助金の関係でございますけれ

ジ、１３款使用料及び手数料ですけれども、

ども、地域に与える経済的効果というのは、

その中で使用料及び手数料の収入未済額につ

特に試算はしてございません。

いてですが、決算審査意見書の１７ページ、

ただ、工事費でいきますと、２億８,００

使用料の内訳で、１２、住宅使用料で１３０

０万円ほどの工事費になっております。直接

万７,６２０円となっていますが、なぜこう

の経済効果という部分では、この２億８,０

なったのかということと、その後、解消され

００万円というのが、一つは経済効果として

たのかどうかを伺いたいと思います。

あらわれているものだというように考えてお
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ります。

代が２０名で、７０代が１３名ということ

そのほかに、そこで働く人たちの賃金です

で、５０代から７０代の人がＰＥＴがん検診

とか、それから資材だとか、そういったもの

を受けていらっしゃると。３０代、４０代の

を購入されたりだとかという部分で、町内で

人は、働き盛りの人はいらっしゃらなかった

行われている部分というのがありますので、

のですけれども、目標をクリアして喜ばしい

そういうものを試算していくと、かなり大き

ことだと思います。

な額になっていくのではないかというように
思っております。

の中で、５２名のうちがんが発見された方、

以上でございます。
○委員長（井脇昌美君）
○７番（田利正文君）

そこで、質問なのですけれども、２４年度
また、要観察とか疑わしいというか、そうい

７番

田利委員。

うふうに指摘された方は何名いらっしゃるの

試算されていないと

か、お伺いいたします。

いうことですけれども、たまたま一昨年、私

○委員長（井脇昌美君）

が質問したときに出したのが岩手県の宮古市

病名まで福祉課のほうでわかりますか。病院

でした。ここでは、助成額の約４倍と試算し

から、この人が肺がんだったとか、例えば初

ているようです。ところが、滋賀県の近江八

期のがんだったりとか、わかりますか、福祉

幡市では１８倍と試算しているのです。それ

課のほうで。病名等々も含めて。受診は、あ

から、京都の与謝野町では１５.４倍と。そ

なたのところでわかると思うのだけれども。

の試算方式がわからなかったものですから、

（発言する者あり）わからないでしょう。そ

もし足寄で試算されていればどうなっている

れは病名まではちょっとわからないような気

のかということをお聞きしたかったというこ

するのだけれども、答弁を、ちょっとその範

とです。もし必要があれば、ぜひ試算をして

囲で。

いただきたいという思いです。

福祉課長。

以上です。
○委員長（井脇昌美君）
○５番（高道洋子君）

福祉課長、がんの

○福祉課長（櫻井光雄君）
５番

高道委員。

お答えいたしま

す。

歳出の５９ページの

昨年、５２名の方がＰＥＴ検診を受けられ

予防費についてお伺いいたします。予防費の

ております。その結果は、私ども足寄町のほ

６０ページでいくと１３節委託料でございま

うにも報告が来ております。その中身でいき

す。

ますと、異常なしが３９人、検診を受けられ

委託料の中に、ＰＥＴのがん検診が含まれ

た方でこのまま治療を継続してくださいとい

ておりますが、このＰＥＴのがん検診は３０

う方が一人、精密検査等再検査が必要ですよ

歳以上の町民が、帯広市の北斗病院との契約

と受けた方は７人でございます。がん以外の

の中でこのＰＥＴ、最新の機器でがんなどを

疾病が５人ということで、そういった検査の

発見する検診でございますが、きのうまでの

結果となっております。

分科会での調査では、２４年度の検診の件数

御質問の、それでは正式にがんと診断され

が、目標が３０名に対して５２名の方がＰＥ

た方でございますけれども、私どもの保健担

Ｔを受けていられると。大変目標をオーバー

当のほうで現在把握している方は１名とお聞

して、すごい関心が高いし、皆さん、このＰ

きしております。正確に全員の精密検査を受

ＥＴに期待しているのだなという数字だと思

けた結果等々について、まだ把握はしており

います。

ませんけれども、報告があった部分でいきま

そこで、そのときに年代別にどういう人が

すとお一人ということでございます。

５２名の受けていらっしゃるかということも

○委員長（井脇昌美君）

お聞きしましたら、５０代が１９名で、６０

○５番（高道洋子君）
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５番

高道委員。

がんの方が一人とい

うことで、残念ですけれども、それは本当に

ただきました。

受けた方はラッキーだったのではないかなと

○委員長（井脇昌美君）

町長。

いうふうに、治療もできるし、早期発見であ

○町長（安久津勝彦君）

私のほうからお答

ればなおのことよかったのではないか。そう

えをいたします。

いう意味では、本当にＰＥＴはスーパー検診

委員御質問のとおり、あるいはお話しのと

と言われるゆえんがそこにあるのかなという

おり、予防費でいろんな検診業務やっている

思いもいたします。

わけでございます。その中の一つがＰＥＴが

そこで、検診料が６万円ということで、町

ん検診ということでございます。

が１万円助成して、そして自己負担が５万円

当然、我々役場職員あるいは社会保険等々

ということになっております。私も８万円ぐ

に加入している方については、人間ドックだ

らいのときに受けたことがありましたけれど

とかいろいろあるわけでございまして、そう

も、そのもっと前は１３万円もＰＥＴにか

いう意味で、このＰＥＴがん検診、これはも

かっておりましたから、それぐらい費用がか

うまさしく有効であるからこそ助成もして普

かっていましたから、それから思うと、６万

及しようということでありますけれども。

円というのは本当に安くなったものだなと思
います。

しからば、ここのところを何ぼ助成すれば
いいのかというのは、これは極めて難しいな

しかし、また反面、自己負担５万円という

という思いがあるのと、もう一つ、私の頭の

のは、それは３０名よりも５２名ということ

中では、このＰＥＴがん検診でＰＥＴが及ば

で、目標突破はしていますけれども、しか

ないところ、脳ドックですとか、あるいは血

し、７,４００人という人口から見ると０.０

液の集まりやすいところの膀胱関係ですと

０％の段階で、まだまだ限られた町民の人し

か、そういった部分についてはだめなので

か受けられないかなという気も正直いたしま

す。ですから、私は、これからのあれですけ

す。そういう意味からも、この５万円負担

れども、脳ドックに対する助成ということも

を、もう少し３万円とか４万円とかに軽減で

考えていったほうがいいのかなという、これ

きないものかなという思いで、今質問させて

はまだ具体的な相談は担当課ともしていませ

いただいております。

んけれども、いずれにしましても、年末から

予防費の委託料全体で不用額を見ますと、

新年度予算の関係が始まりますから、そうい

１６９万４,８８６円ということで委託料が

う中で検討をしていきたいなというふうに

不用額を出しております。そういうことで、

思っているところでございます。

予防費というのは、結核検診やらＰＥＴのほ

ＰＥＴについては、少し長くなりますけれ

か、予防接種とか運動指導業務だとか、いろ

ども、滑り出しは、基本的に単独で受けた場

いろとそういう予防費の中に入っていること

合１２万円。そのときに、北斗病院さんとの

も承知しておりますが、この不用額１６９万

話の中で、町と契約を結ぶことによって９万

４,０００円があるならば、ＰＥＴが自己負

円、町が１万円助成して８万円ということか

担が５万円のを、自己負担３万円とか４万円

らスタートをしました。その後、北斗病院さ

とか、だから町の負担が、１万円負担が２万

んの努力もあって、委員お話しのとおり８万

円にするとか３万円にするとかというふうに

円まで下がった。これが町と契約することに

なると、もっともっと受診者が多くなって、

よって６万円、町が１万円助成することに

がんの早期発見、がんばかりではないですけ

よって５万円で受診できますよという、こう

れども、そういうふうになって、行く行くは

いう経過もたどっているということでござい

医療費の軽減に、医療費給付の抑制につなが

ます。

るのではないかなということで質問させてい

一番の理想は、全町民、若い方は必要ない
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かと思いますけれども、全員が受けられると

これからハンターさんをふやしていけばい

いう条件があれば一番いいのかなという思い

いのか、これからの鳥獣駆除に対していろん

もしていますけれども、ただ、最近の人間

なお考えがあろうかと思いますけれども、そ

ドックも、いろいろな血液検査の中で抗体検

のお考えを聞かせていただきたいなと。被害

査ということ、きのう私も国保病院でドック

額を減らすための方策ですね。

検診を受けてきましたけれども、前立腺です

○委員長（井脇昌美君）

とか、いろいろ腸だとか胃だとかという、そ

○経済課長（岩原

ういう検査もありますから、その全体を眺め

すことには、まず、やはり何といってもハン

て、どういう形で町が支援をしていくべきな

ターさんが鹿を撃つと、当面はそのとおりだ

のかというのは、今後検討させていただきた

と思います。

いというふうに思います。

栄君）

鹿の頭数を減ら

平成２５年度には、ハンターさんにおける

以上でございます。
○委員長（井脇昌美君）

経済課長。

狩猟等の保険等の支援をしていただこうとい
高道委員。

うことで開始させていただきました。あるい

脳ドックというの

は、高齢者とともに若年の方々が狩猟免許を

は、本当に高齢化の町の足寄町にとっては、

取れるように、そういった助成制度も開始し

私たちにとっても、それは本当にそうだなと

ようということで、ハンターさんの組合のほ

いうふうな思いがいたしました。

うでは研修を受けるための２分の１補助する

○５番（高道洋子君）

５番

そういうことで、足寄町が取り組んでから

とか、それからあるいは、ライフルを持つ期

もう５年、６年になるそうでございますの

間を短くならないかということで、そういっ

で、そういう新年度予算のときに、そういう

た要望とかを出させていただいているところ

改革をお願い申し上げて終わりにします。

であります。

以上です。

とった後なのですが、残滓の処理というこ

○委員長（井脇昌美君）
○３番（榊原深雪君）

３番

榊原委員。

とに、非常にこういった労力があるわけです

林業費についてお伺

ので、その残滓処理についても今後検討して

いします。

まいりたいということで、ことしについては

林業振興費の有害鳥獣駆除報償費のところ

残滓ボックスを２カ所に置いて実施をさせて

で、エゾシカは１,５５５頭捕獲、６９人が

いただきましたが、まだまだ課題等がありま

ハンターということでお聞きしておりますけ

すので、今後とも残滓処理についても検討し

れども、２４年度の被害総額はわかりますで

ていかなければならないというふうに考えて

しょうか。

いるところであります。

○委員長（井脇昌美君）
○経済課長（岩原

答弁、経済課長。

栄君）

細かい資料は

以上です。
○委員長（井脇昌美君）

３番

榊原委員。

ちょっとありませんが、おおむねの農業被害

○３番（榊原深雪君）

としては１億１,０００万円前後というふう

ありましたけれども、やはり撃った後の処理

に認識しているところであります。ちょっと

が大変だということで、ハンターさんの高齢

数字が記憶にありませんけれども、それぐら

化ということもあるのです。それで、年寄り

いと思っております。

が大変だから、見たけれども撃つのをやめた

以上です。
○委員長（井脇昌美君）

議員報告会の中でも

とか、そういう話もお聞きしました。
榊原委員。

だから、そういうところも考えながら、そ

今、被害額をお聞き

して鹿肉はやはり高たんぱくで栄養効果も、

しますと、そんなに被害額は減っていないと

カロリーも低くてということで、ハンターさ

いうことなのですね。

んによって処理の仕方がすごい上手な方がい

○３番（榊原深雪君）

３番
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らっしゃいますので、そういうことも講習な

させていただいているところであります。

どを含めながら、処理をしたものが、なるべ

特に冬場、１月から３月まで九州大学の北

く残ったものが少なくなるような連携、ハン

海道演習林の中を活用させていただきなが

ターさん同士の研修会なども必要なのではな

ら、一般狩猟時期にここだけ駆除期間という

いでしょうかと思いますけれども、その点は

ことをやっているのですが、こちらのほうの

どう捉えておられますか。

やり方も、要するに単独行動を避けるとか、

○委員長（井脇昌美君）
○経済課長（岩原

栄君）

経済課長。

それから今の残滓処理をただ放置することは

これまで、肉の

できないとかというふうな申し合わせ事項も

処理等の利活用等も含めて検討させていただ

含めて、そういった中でお互いのモラルをス

いているのは、主に足寄町エゾシカ有効活用

キルアップするための研修会等を今後とも進

研究会等を含めて、解体の処理方法も毎年研

めていく上では、町としても応援していきた

修会を設けているというふうに報告も受けて

いというふうに思っております。

いるところでございます。

以上です。

しかしながら、その利用方法についての安

○委員長（井脇昌美君）

皆さん、ここで昼

全であるとか、いろんな課題を精査させてい

食のために午後１時まで休憩といたしたいの

ただくと、なかなかこれも一概に難しい路線

ですけれども、御異議ありませんか。

でもあるのかなというふうに捉えています。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

最も処理をしやすい方法というのは、利用

○委員長（井脇昌美君）

では、１時まで昼

されて残滓物を減らして処理する、これが一

食のために休憩とし、１時再開といたします

番効率がいいというふうに我々も考えている

ので、よろしくお願いいたします。

ところでありますけれども、しかしながら、

午前１１時５７分

休憩

そこまで対応できるものが何％利用されて何

午後

再開

％残るかといいますと、大半が残ってしまう

○委員長（井脇昌美君）

という、これが大方ですので。

を再開いたします。

１時００分

休憩を閉じ、会議

ただ、残滓処理を放置していくと、生態系

これより、平成２４年度決算審査特別委員

も崩れていくという影響もございますので、

会の質疑より再開をいたしたいと思います。

できるだけハンターさんと協力し合って、処

質疑はございませんでしょうか。

理する方法をまず検討すべきだというふうに

８番

考えているところであります。

○８番（熊澤芳潔君）

以上です。

７９ページの消防費

の中で、災害対策費についてお伺いいたしま

○委員長（井脇昌美君）

今、３番委員さん

から、ハンターとのいろんな協議も必要でな
かろうかという、そういうほうはどうです
か。

す。
防災無線の件でございますけれども、成果
を踏まえましてお尋ねをします。
近年、御承知のように、異常気象現象にお

経済課長。
○経済課長（岩原

熊澤委員。

いて、より防災無線が頻繁に使うようになる
栄君）

毎年、総会等を

のかなという気がいたしますけれども、防災

開催させていただきながら、猟友会のほうと

無線の果たす役割は非常に大きいわけでござ

いろいろな協議をさせていただいてございま

いますけれども、しかしながら、残念ながら

す。

御承知のように、市街地につきましては、放

また、平成２５年度、本年度からは、報酬

送の内容が聞き取れないとのことで課題に

に対する金額も、国からの助成制度がありま

なっているわけでございますけれども。今

したので、それも含めて残滓のほうの検討も

後、個別受信機も踏まえた中での改善がとれ
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ないのかどうか、また、そういったことにつ

う部分も考えると、なかなかそういうぐあい

いての計画があるのかどうかをお聞きしたい

にはならないのかもしれません。

と思います。
○委員長（井脇昌美君）
○総務課長（渡辺俊一君）

そういうことも含めて、なるべく今よりも
総務課長。

聞き取れないだとかというようなことがない

防災無線につい

ような形で整備を進めていきたいということ

ての御質問でございますが、防災無線につき

で、基本設計をさせていただこうと考えてお

ましても消防無線と同じように、今アナログ

ります。

からデジタルにということで、近い将来、変

以上でございます。

わっていくのではないかというぐあいに考え

○委員長（井脇昌美君）

ております。

○８番（熊澤芳潔君）

それで、ことしの６月の定例会のときに補

８番。
考え方はわかりまし

た。

正予算を出させていただきまして、防災無線

ただ、やっぱりこれから高齢化社会にな

のデジタル化に向けての基本設計の費用を計

り、また、現状のテレビ等でもやっている災

上させていただいております。

害のメカニズムですか、そういったことを考

それで、今の防災無線につきましては、平

えますと、やはり高齢者の皆さんを初め、避

成１２年ぐらいに完成をしたというように思

難といってもなかなか内容がわかならないと

いますが、聞き取りづらいということが町民

いうのであれば、いつまでたってもこれは改

の方から多く言われておりました。保守点検

善されない中で進むわけですから、当然、個

等のときにでも業者の方にお願いをして、ス

別受信機も含めた形の中で、計画の中に盛り

ピーカーの向きだとか、いろいろ聞き取りづ

込みながら改善をしていただこくことが望ま

らいというところの解消に向けて整備をして

しいのかなというふうに思っていますので、

きているところですけれども、なかなか根本

お願いいたします。お聞きします。

的な改善にはつながっていない部分がありま

○委員長（井脇昌美君）

す。

○総務課長（渡辺俊一君）

答弁、総務課長。
今までの防災無

そういったことで、今後、デジタル化に向

線のことも、今までの議会の中でもお話が

けた基本設計の中で、今よりももっと聞きや

あったかというぐあいに思うのですが、全体

すいようにといいますか、放送がちゃんと聞

として防災無線だけで周知を図るというの

き取れるような改善ができるような形で設計

は、やっぱりなかなか難しいのではないのか

をしていきたいなと考えているところであり

なというふうに思っています。

ます。

個別受信機についても、部屋の中にいれば

ただ、防災無線を整備するには、多額の費

よく聞こえるということになると思うのです

用がかかりますので、やはり補助等を使って

が、ほかの部屋にいたりだとか、外にいたり

ということになります。そういう中では、費

だとかすると聞こえないというようなことが

用対効果ということも言われるというふうに

ございます。

思いますので、市街地については、防災無線

それから、屋外拡声子局、スピーカーにつ

の屋外の子局、拡声スピーカーの部分ですけ

いては、近くの人たちは本当によく聞こえる

れども、それがある部分については、やはり

けれども、遠くの方たちについてはよく聞こ

スピーカーを使ってというような形でなって

えないだとかというようなこともございま

くるのかなというふうに思います。

す。

そういうようなことで、各戸に個別受信機

そういうことも含めて、全体を通しながら

を置くということが一番いいのかもしれない

バランスよく聞くことができるような方法を

のですが、なかなか費用対効果だとかだとい

考えたいなというふうに、いい方法を基本設
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計の中でできればというふうに思っていま

１２名という感じで少し減ってきたのかなと

す。

いう数値になっておりますが。ここでお聞き

それとあと、防災情報については、防災無

したいのは、この婚活ツアーに参加されまし

線だけではなくてエリアメールですとか、そ

て、この間、結婚にまで至った組は何組あっ

れから場合によっては広報車を走らせて広報

たのか伺います。２４年が何組かはっきりし

するだとか、その場合その場合に応じていろ

ていると思いますけれども、また、その過去

んな方法をとりながら、住民の方たちに周知

にも、２１年からのもし数字があれば、何組

していくことが必要になってくるのではない

成立したのか、伺いたいと思います。

かなというように考えておりますので、そう

○委員長（井脇昌美君）

いうことも含めて住民の方たちに防災情報を

事務局長。

周知する方法というのは、そのときそのとき

○農業委員会事務局長（多治見亮一君）

の状況を見ながら、知らなかったというよう

答えいたします。

なことがないような方法を考えていきたいと
いうふうに思っております。

お

農業委員会としての配偶者対策事業では、
足寄町と、それから当農業委員会、それから

以上でございます。

足寄町農業協同組合の３者が主体となりまし

○委員長（井脇昌美君）
○８番（熊澤芳潔君）

多治見農業委員会

８番。

て、足寄町後継者パートナー対策委員会とい

わかりました。

うのをつくっています。その中で、独自の交

いずれにしても、当然、せっかくした施設

流会事業として、足寄町農業青年との婚活ツ

でございますので、利用しなければならない

アーということで２１年から開催してまいり

ということもありますし、さらに、併用でき

ました。２１年度に一組の成婚がありまし

た形の中で最善の努力をしていただかない

て、それから２２、２３は残念ながらありま

と、命を守るということでございますので、

せんでした。２４年度に行ったツアーにより

最優先だと思いますので、よろしくお願いい

まして、今年度一組の成婚がありました。

たします。

以上、４年間で二組があったということ

○委員長（井脇昌美君）
○５番（高道洋子君）

５番

高道委員。

ページは、決算書の

で、報告させていただきます。
以上です。

６３ページの農業委員会費でございます。６

○委員長（井脇昌美君）

４ページでいきましたら、１９節の負担金、

○５番（高道洋子君）

補助及び交付金ということで、よろしくお願

ことは、でもすばらしいことだと思います。

いします。

本当にまだまだあったら、なおいい。今後、

この中の農業後継者パートナー対策事業に
ついてお伺いいたします。

５番

高道委員。

４年間で二組という

努力によっては、またあれだと思うのですけ
れども。

２４年の予算書を見ますと、パートナー対

それで、今、事務局長のほうから農業後継

策事業費は５１万８,０００円というふうに

者パートナー対策委員がいらっしゃるという

予算化されておりますけれども、この事業は

ことで、何名いらっしゃって、そして女性委

平成２１年から事業を行っていて、特にその

員がいるのかいないのか、そこをお伺いした

中に農業青年との婚活ツアーとか、そういう

いと思います。

企画も組まれておりますが、そのツアーをき

○委員長（井脇昌美君）

のうお聞きしましたら、２４年は男性６名、

事務局長、答弁。

女性６名で１２名の参加があったと聞いてお

○農業委員会事務局長（多治見亮一君）

ります。平成２１年には、当時１６名ぐらい

答えします。

いたのですけれども、大体１１名、１２名、

多治見農業委員会
お

現在、足寄町農業後継者パートナー対策委
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員会、本年度ですが、総勢１９名で、女性は

れを契機に、そしてしかも当初１６人いた参

２名となっております。事務局を除いた人数

加者が今は１２名ということで、ちょっとず

につきましては、１３名で、女性が１名であ

つ減ってきておりますから、開催時期を私は

ります。占める割合としては８％と、ごく少

十勝の大自然とか、畑に植えた草原の美しさ

数となっております。

や十勝の農村景観、そういう魅力ある景色

以上でございます。

が、そして気候的にも温暖で、そういうとき

○委員長（井脇昌美君）

高道委員。

に一泊二日ぐらいとれないものなのかどうな

ここでは、女性委員

のか、こちらの主催者側の農村青年だけの都

さんというのは、やはり婚活ですからお嫁さ

合だけではいかがなのかなという思いがする

んの候補、それから後継者等、男性、女性が

ものですから。

○５番（高道洋子君）

５番

集うわけですので、いろんなところを見る

最初に言った対策委員さんに女性が入れら

と、やはり女性委員さんの使命というか、雰

れないものかということとツアーの開催月、

囲気の環境づくりをしたり、それから男性後

２月ではなくてもっと十勝の魅力あるときに

継者の親の説得だとか、それから御本人のこ

できないのかという２点をお伺いいたしま

ういうツアーに行きましょうという誘いにし

す。

ても、男性も大事ですけれども、女性もやは

○委員長（井脇昌美君）

り半数とまではいかなくても、もう少しの

事務局長。

パーセントで必要でないかなって。この委員

○農業委員会事務局長（多治見亮一君）

さんというのは、聞くところによると、農業

答えいたします。

多治見農業委員会
お

委員さんの理事さんとか、委員さんとか、い

私たち農業委員さんなのですが、男性ばか

ろんなＪＡの青年部長とか、それからいろん

りでございます。それから、農業委員会事務

な役職についた方になっていると聞いており

局、それから経済課担当部局も、女性がいま

ますが、そういう女性委員も今後、改選のと

せん。そういうことから、割合をふやす方法

きにはぜひそういう人も参加させていってい

としては、足寄町農業協同組合からの選出

ただきたいなというふうに思います。まず、

か、アドバイザーの増員ということで対応せ

それが一つです。

ざるを得ないのかなというふうに思っていま

それから、ツアーのことなのですけれど

す。そうなりますと、事務局だけの一存でも

も、いろんな今までのツアー、また、第５回

決められませんので、次回総会に向けての委

のツアーの開催要項などを見ましても、昨年

員会役員の中で、女性の割合をふやすことが

もそうだったと思いますけれども、開催時期

できるかどうかの提起をして協議をしていき

が２月になっているわけです。一泊二日で最

たいと思いますので、女性の問題については

近はそういう帯広へ行ったりとか、スポーツ

御了承願いたいというふうに思っておりま

交流とかをなさっているように聞いておりま

す。

すが、この２月という月は、想像はできるの

あと、開催の時期なのですが、高道委員の

です。農業後継者側の都合とか、農作業とか

ほうにきのう渡した実績のほうの書類を見て

草刈り、それがない時期ですから、それはわ

いただきたいと思うのですが、２１から２３

かるのですけれども、本州等から来る女性に

までにつきましては二泊三日で開催させてい

とっては、また、十勝にいる私たちにとって

ただいていました。なかなか、開催して人数

も、２月は厳寒の２月と言って大変厳しい寒

が伸びないということで、少しでも参加人数

い季節です。そういう時期にはいかがなもの

をふやそうということで、２４年度につきま

かなというような気がいたします。

しては一泊二日の開催で行いました。それで

平成２１年から今回は５回目ですから、そ

も前年度と同じ程度の人数しか集まらないと
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いうような状況になっています。

うふうに７、８月に野球のやっているときに

２月に開催するに当たっては、開催側の都

一緒に観戦するとか、そういう計画も、夏

合、男性の参加者の都合でもって２月にさせ

だったら結構いろんなカラフルな計画が立て

ていただいているのは説明させていただいた

られるのではないかなと思うわけです。

とおりなのですが、これが夏に開催というふ

今、御答弁いただきましたので、女性委員

うにもし企画しますと、男性の参加がますま

のことと、それから夏に向けての開催をいま

す得られないのではないかなというふうに

一度御協議いただきたいということをお願い

思っているところなのです。それで、夏の一

して、終わります。

番景色のいいときにやれるのが本当はいいの

○委員長（井脇昌美君）

かもしれませんが、開催側の都合としてはど

○４番（木村明雄君）

うしても冬場の一番余裕のあるときにやらざ

れはテレビがアナログ放送からデジタル放送

るを得ないというのが実態というふうに思っ

に移行されて、そして進んでいくという中

ておりますので、その辺について御容赦願い

で、足寄町の難視聴区域、これについて事業

たいと思います。

として進んできたわけなのですけれども、こ

４番

木村委員。

一昨年でしたか、こ

また、女性の募集につきましても、広告費

れは雪の降るころまでには完成するのかなと

とかいろいろな問題もありまして、十勝管

いう、ちょっとそんな話も聞いたわけなので

内、それから北海道をもって募集をかけてお

すけれども、その辺について、どこまで進ん

りまして、本州までの募集とは今は至ってお

でいるのか、ちょっとお伺いをしたいと思い

りません。男性のほうとしても、近場ですぐ

ます。

に交際も楽に行ける、それから成功に結びつ

○委員長（井脇昌美君）

くにはやはり近い人とおつき合いさせていた

○総務課長（渡辺俊一君）

だきたいといのが希望だというふうに聞いて

地域についての御質問について、お答えをさ

いまして、このような募集の範囲になってお

せていただきます。

ります。

○５番（高道洋子君）

地デジの難視聴

町が対策として取り組んでいるものにつき

以上、説明させていただきます。
○委員長（井脇昌美君）

総務課長。

５番

ましては、有線の共聴施設については９月１

高道委員。

０日に完成をして、螺湾、上足寄、茂足寄地

そちらの事情はよく

区、それから鷲府、大誉地地区ということで

わかりました。

既に完成をしてございます。この完成をもっ

やはりそういう意味でも、パートナーとい
うか、男性のほうの環境を整えるとか、その

て、町が対策をする地デジの難視聴地区対策
については、終了してございます。

気にさせるとか、家族の支援態勢とか、農作

あと、高性能アンテナを使っての対策がま

業が忙しかったら、夏が厳しいのなら、家族

だ一部残っているところがあるというところ

みんな総出の支援とか、そういう意味の説得

でございますが、デジサポが主体となって

についても、環境づくりについても、やはり

やっているということで、状況についてはか

男性もさることながら、もし決まれば女性の

なり進んでいるということで聞いてはおりま

委員さんも総動員して、そういうことも大事

すけれども、あとどの程度残っているのかと

だと思うから、女性委員が必要ではないかな

いうのは、まだちょっと今は把握してござい

というふうに思います。

ません。

夏だったら、本当に向こうの女性もたくさ

ただ、なるべく早期に解消させていくとい

ん来るのではないかなと。たくさん来れば、

うことで進んでいるというように聞いており

また、こちらの男性も参加者が多くなるし、

ます。

他町村では日本ハムの応援計画とか、そうい

以上でございます。
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○委員長（井脇昌美君）

ほかに質疑ありま

せんか。

○委員長（井脇昌美君）

全員起立です。

よって、議案第８６号平成２４年度足寄町
（「なし」と呼ぶ者あり）

○委員長（井脇昌美君）

上水道事業会計決算認定についての件は、認

ないようですの

で、これをもって質疑を終結いたします。
これより、各部会を開催し、意見の取りま
とめをお願いいたします。

定することに決しました。
これより、議案第８７号平成２４年度足寄
町国民健康保険病院事業会計決算認定につい
ての件の討論に入ります。

なお、部会の後、正副議長室において部会

本件に対する反対討論の発言を許します。

長会議を行い、意見調整を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ここで、暫時休憩といたします。

○委員長（井脇昌美君）

午後

１時２４分

休憩

午後

１時３２分

再開

○委員長（井脇昌美君）

休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。

次に、賛成討論の

発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

これをもって、討

論を終わります。

先ほど開催されました正副委員長、部会長

お諮りします。

会議におきまして、各部会長から、審査意見

議案第８７号平成２４年度足寄町国民健康

は特にない旨、委員長に報告がございまし

保険病院事業会計決算認定についての件は、

た。

認定することに賛成の方は起立を願います。

これから、総務産業部会に対する質疑を行
います。質疑はありませんか。

○委員長（井脇昌美君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

(賛成者起立)
全員起立です。

よって、議案第８７号平成２４年度足寄町

次に、文教厚生部

会に対する質疑を行います。質疑ありません
か。

国民健康保険病院事業会計決算認定について
の件は、認定することに決しました。
これより、議案第９１号平成２４年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

町一般会計歳入歳出決算認定についての件の

これをもって、部

会長に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。
本件に対する反対討論の発言を許します。

これより、議案第８６号平成２４年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）

町上水道事業会計決算認定についての件の討

○委員長（井脇昌美君）

論に入ります。

発言を許します。

本件に対する反対討論の発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）
発言を許します。

これをもって、討

論を終わります。
お諮りします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

次に、賛成討論の

次に、賛成討論の

議案第９１号平成２４年度足寄町一般会計

これをもって、討

論を終わります。

歳入歳出決算認定についての件は、認定する
ことに賛成の方は起立を願います。

お諮りします。

(賛成者起立)

議案第８６号平成２４年度足寄町上水道事
業会計決算認定についての件は、認定するこ
とに賛成の方は起立を願います。
(賛成者起立)

○委員長（井脇昌美君）

全員起立です。

よって、議案第９１号平成２４年度足寄町
一般会計歳入歳出決算認定についての件は、
認定することに決しました。
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これより、議案第９２号平成２４年度足寄
町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

についての件の討論に入ります。
本件に対する反対討論の発言を許します。

定についての件の討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本件に対する反対討論の発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

次に、賛成討論の

発言を許します。

次に、賛成討論の

発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

○委員長（井脇昌美君）

これをもって、討

論を終わります。

これをもって、討

お諮りします。

論を終わります。

議案第９４号平成２４年度足寄町公共下水

お諮りします。

道事業特別会計歳入歳出決算認定についての

議案第９２号平成２４年度足寄町国民健康

件は、認定することに賛成の方は起立願いま

保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

す。

の件は、認定することに賛成の方は起立願い
ます。

(賛成者起立)
○委員長（井脇昌美君）

(賛成者起立)
○委員長（井脇昌美君）

全員起立です。

よって、議案第９４号平成２４年度足寄町

全員起立です。

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

よって、議案第９２号平成２４年度足寄町

ついての件は、認定することに決しました。

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

これより、議案第９５号平成２４年度足寄

についての件は、認定することに決しまし

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

た。

ての件の討論に入ります。

これより、議案第９３号平成２４年度足寄

本件に対する反対討論の発言を許します。

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい
ての件の討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

本件に対する反対討論の発言を許します。

発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、賛成討論の

発言を許します。

○委員長（井脇昌美君）
お諮りします。

これをもって、討

論を終わります。

議案第９５号平成２４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の件は、

お諮りします。

認定することに賛成の方は起立願います。

議案第９３号平成２４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の件は、
認定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○委員長（井脇昌美君）

これをもって、討

論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

次に、賛成討論の

(賛成者起立)
○委員長（井脇昌美君）

全員起立です。

よって、議案第９５号平成２４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

全員起立です。

の件は、認定することに決しました。

よって、議案第９３号平成２４年度足寄町

これより、議案第９６号平成２４年度足寄

簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

の件は、認定することに決しました。

業特別会計歳入歳出決算認定についての件の

これより、議案第９４号平成２４年度足寄
町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

討論に入ります。
本件に対する反対討論の発言を許します。
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（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、賛成討論の

発言を許します。

○委員長（井脇昌美君）
発言を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

次に、賛成討論の

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、討

○委員長（井脇昌美君）

これをもって、討

論を終わります。

論を終わります。

お諮りします。

お諮りします。

議案第９６号平成２４年度足寄町足寄都市

議案第９８号平成２４年度足寄町後期高齢

計画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計

者医療特別会計歳入歳出決算認定についての

歳入歳出決算認定についての件は、認定する

件は、認定することに賛成の方は起立を願い

ことに賛成の方は起立願います。

ます。

（賛成者起立）
○委員長（井脇昌美君）

(賛成者起立)

全員起立です。

○委員長（井脇昌美君）

全員起立です。

よって、議案第９６号平成２４年度足寄町

よって、議案第９８号平成２４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

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

特別会計歳入歳出決算認定についての件は、

ついての件は、認定することに決しました。

認定することに決しました。
これより、議案第９７号平成２４年度足寄

◎

閉会の議決及び閉会宣告

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

○委員長（井脇昌美君）

定についての件の討論に入ります。

に付託されました案件の審議は、全て終了い

本件に対する反対討論の発言を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

たしました。
これをもって、本委員会を閉会したいと思

次に、賛成討論の

います。御異議ございませんか。

発言を許します。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（井脇昌美君）

これで、本委員会

○委員長（井脇昌美君）

これをもって、討

異議なしと認め、

本委員会を閉会いたします。

論を終わります。

なお、委員会報告書の作成については、正

お諮りします。

副委員長に一任願いたいと思いますが、御異

議案第９７号平成２４年度足寄町介護サー

議ございませんか。

ビス事業特別会計歳入歳出決算認定について

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

の件は、認定することに賛成の方は起立を願

○委員長（井脇昌美君）

います。

正副委員長により作成いたします。
(賛成者起立)

○委員長（井脇昌美君）

異議なしと認め、

これをもちまして、平成２４年度決算審査

全員起立です。

よって、議案第９７号平成２４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

特別委員会を閉会いたします。
長時間にわたり審査、協議、御苦労さまで
した。

についての件は、認定することに決しまし
た。
これより、議案第９８号平成２４年度足寄
町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
についての件の討論に入ります。
本件に対する反対討論の発言を許します。
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午後

１時５０分

閉会

平成２４年度決算審査特別委員会会議録
上記のてん末を記載し、その相違なきことを認めここに署名する。

委

員

長
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