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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＜Ｐ４＞

日程第

２

会期の決定について＜Ｐ４＞

日程第

３

諸般の報告（議長）＜Ｐ５＞

日程第

４

報告第１８号

総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ５＞

日程第

５

報告第１９号

総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ５＞

日程第

６

報告第２０号

文教厚生常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ５＞

日程第

７

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（平
成２４年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８＞

日程第

８

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（平成２４年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８
＞

日程第

９

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
（平成２４年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８＞

日程第１０

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
算認定について（平成２４年度決算審査特別委員会）＜Ｐ
５〜Ｐ８＞

日程第１１

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（平成２４年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８
＞

日程第１２

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
認定について（平成２４年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５
〜Ｐ８＞

日程第１３

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（平成２４年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８
＞

日程第１４

議案第９６号

平成２４年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区整理
事業特別会計歳入歳出決算認定について（平成２４年度決
算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ８＞

日程第１５

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
算認定について（平成２４年度決算審査特別委員会）＜Ｐ
５〜Ｐ８＞

日程第１６

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（平成２４年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５
〜Ｐ８＞

日程第１７

行政報告（町長）＜Ｐ８〜Ｐ１３＞

日程第１８

報告第２１号

予定価格１,０００万円以上の工事または製造の請負契約
の締結について＜Ｐ１３＞

日程第１９

議案第１００号

足寄町土地開発基金条例の一部を改正する条例＜Ｐ１３〜
Ｐ１４＞

日程第２０

議案第１０１号

足寄町税条例の一部を改正する条例＜Ｐ１４〜Ｐ１７＞

日程第２１

議案第１０２号

過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の
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一部を改正する条例＜Ｐ１７〜Ｐ１８＞
日程第２２

議案第１０３号

足寄町子供・子育て会議条例の制定について＜Ｐ１８〜Ｐ
１９＞

日程第２３

議案第１０４号

足寄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例＜Ｐ１９
〜Ｐ２１＞

日程第２４

議案第１０５号

足寄ヘリポートの設置及び管理に関する条例を廃止する条
例＜Ｐ２１〜Ｐ２３＞

日程第２５

請 願 第 ２ 号

平成２６年度畜産物価格決定等に関する請願書＜Ｐ２３＞
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午前１０時００分

開会

続いて、町長から行政報告を受けます。
次に、報告第２１号の報告を受けます。

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

次に、議案第１００号から議案第１０５号

全員の出席でござい

までを即決で審議いたします。

ます。

請願第２号は、総務産業常任委員会に付託

ただいまから、平成２５年第４回足寄町議

し、会期中の審査といたします。

会定例会を開会いたします。

１１日は、一般質問などを行います。
１１日以降の審議予定については、一般質

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

問者の人数などにより流動的でありますの

これから、本日の会

議を開きます。

で、今後の議会運営委員会において協議し、
皆様に御報告いたしますので、御了承願いま

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

す。

です。

なお、議案第１０６号から議案第１１３号
までの補正予算案は、後日、提案説明を受け
◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

た後、即決で審議いたします。
会議録署

以上で、報告を終わらせていただきます。

名議員の指名を行います。

なお、本日の本会議終了後に、全員協議会

会議録署名議員は、総合条例第１８４条の

を開催しますので、よろしくお願いいたしま

規定によって、７番田利正文君、８番熊澤芳

す。

潔君を指名いたします。

○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。
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

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

会期決定の件

○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）

◎

日程第２

会期決定

の件を議題といたします。
１

お諮りをいたします。

２月２日に開催されました第４回定例会に伴

本定例会の会期は、本日から１２月１３日

う議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

までの１１日間にしたいと思います。これに

ます。

御異議ございませんか。

会期は、本日１２月３日から１２月１３日

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

までの１１日間とし、このうち４日から１０

○議長（吉田敏男君）

日までの７日間は休会となります。

す。

次に、審議予定について報告いたします。
本日１２月３日は、最初に議長の諸般の報

異議なしと認めま

したがって、会期は、本日から１２月１３
日までの１１日間に決定をいたしました。

告を受け、次に総務産業常任委員会、文教厚

なお、１１日間のうち、４日から１０日ま

生常任委員会から所管事務調査報告を受けま

での７日間は、休会といたしたいと思いま

す。

す。これに御異議ございませんか。

次に、平成２４年度決算審査特別委員会に

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

付託し、閉会中の審査となっておりました議

○議長（吉田敏男君）

案第８６号から議案第８７号、議案第９１号

す。

から議案第９８号までの決算認定について審
査報告を受け、審議を行います。

異議なしと認めま

よって、７日間は、休会に決定をいたしま
した。
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なお、今定例会における一般質問通告書の

質疑はございませんか。

提出期限は、１２月５日、木曜日の午後４時

（「なし」と呼ぶ者あり）

までとなっておりますので、よろしくお願い

○議長（吉田敏男君）

を申し上げます。

す。

質疑なしと認めま

これで、報告を終わります。
◎

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。

議案第８６号〜議案第８７号
議案第９１号〜議案第９８号

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付
のとおりです。

○議長（吉田敏男君）

日程第７

議案第８

６号平成２４年度足寄町上水道事業会計決算

これで、諸般の報告を終わります。

認定についての件から日程第８

議案第８７

号平成２４年度足寄町国民健康保険病院事業
◎

報告第１８号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

会計決算認定についての件までの２件と、日
報告第１

程第９

議案第９１号平成２４年度足寄町一

８号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

般会計歳入歳出決算認定についての件から日

ついての件を議題といたします。

程第１６

議案第９８号平成２４年度足寄町

別紙配付のとおりです。

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ただいまの報告に対し、質疑を行います。

ついてまでの８件の計１０件を一括議題とい

質疑はございませんか。

たします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

本件における委員長の報告は、別紙配付の

質疑なしと認めま

とおりです。

す。

これで、委員長の報告を終わります。

これで、報告を終わります。

これより、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の討

◎

報告第１９号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

論を行います。討論はございませんか。
報告第１

（「なし」と呼ぶ者あり）

９号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

○議長（吉田敏男君）

ついての件を議題といたします。

す。

討論なしと認めま

別紙配付のとおりです。

これで、討論を終わります。

ただいまの報告に対し、質疑を行います。

これから、議案第８６号平成２４年度足寄

質疑はございませんか。

町上水道事業会計決算認定についての件を採

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

決します。

質疑なしと認めま

す。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

これで、報告を終わります。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

◎

報告第２０号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

（賛成者起立）
報告第２

○議長（吉田敏男君）

０号文教厚生常任委員会所管事務調査報告に
ついての件を議題といたします。

全員の起立です。

したがって、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

別紙配付のとおりです。

は、認定することに決定をいたしました。

ただいまの報告に対し、質疑を行います。
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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

ざいませんか。

ての件の討論を行います。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）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

す。

これから、議案第９２号平成２４年度足寄

これで、討論を終わります。

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

これから、議案第８７号平成２４年度足寄

定についての件を採決いたします。

町国民健康保険病院事業会計決算認定につい
ての件を採決します。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
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）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第９２号平成２４年度足

全員の起立です。

寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

したがって、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

認定についての件は、認定することに決定を
いたしました。

いての件は、認定することに決定をいたしま
した。

これより、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

これより、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の

ての件の討論を行います。討論はございませ
んか。

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）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

討論なしと認めま

す。

す。

これで、討論を終わります。

これで、討論を終わります。

これから、議案第９３号平成２４年度足寄

これから、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を

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい
ての件を採決します。

採決します。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

全員の起立です。

したがって、議案第９３号平成２４年度足

したがって、議案第９１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

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての件

いての件は、認定することに決定をいたしま

は、認定することに決定をいたしました。

した。

これより、議案第９２号平成２４年度足寄

これより、議案第９４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

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

定についての件の討論を行います。討論はご

についての件の討論を行います。討論はござ
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いませんか。

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）

（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なしと認めま

す。

○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。

これで、討論を終わります。

これから、議案第９４号平成２４年度足寄

これから、議案第９６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

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

の件を採決します。

業特別会計歳入歳出決算認定についての件を

この決算に対する委員長の報告は、認定す

採決します。

るものです。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

るものです。

ることに賛成の方は起立願います。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

ることに賛成の方は起立願います。

全員の起立です。

（賛成者起立）

したがって、議案第９４号平成２４年度足

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

したがって、議案第９６号平成２４年度足

定についての件は、認定することに決定をい

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

たしました。

事業特別会計歳入歳出決算認定についての件

これより、議案第９５号平成２４年度足寄

は、認定することに決定をいたしました。

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

これより、議案第９７号平成２４年度足寄

ての件の討論を行います。討論はございませ

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

んか。

定の件の討論を行います。討論はございませ
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

んか。

討論なしと認めま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わります。

討論なしと認めま

す。

これから、議案第９５号平成２４年度足寄

これで、討論を終わります。

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい
ての件を採決します。

これから、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

この決算に対する委員長の報告は、認定す

定についての件を採決します。

るものです。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

るものです。

ることに賛成の方は起立願います。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

ることに賛成の方は起立願います。

全員の起立です。

（賛成者起立）

したがって、議案第９５号平成２４年度足

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

したがって、議案第９７号平成２４年度足

いての件は、認定することに決定をいたしま

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

した。

認定についての件は、認定することに決定を

これより、議案第９６号平成２４年度足寄

いたしました。

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

これより、議案第９８号平成２４年度足寄

業特別会計歳入歳出決算認定についての件の

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
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についての件の討論を行います。討論はござ

のもと、足寄町第５次総合計画に基づき、実

いませんか。

施計画の見直しを毎年度行い、各種事業を推

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

進しております。

討論なしと認めま

す。

平成２４年度の事業実績は、資料１のとお
りで、継続事業では、土地区画整理事業、ま

これで、討論を終わります。

ちづくり交付金事業、高齢者複合施設整備事

これから、議案第９８号平成２４年度足寄

業、農業担い手育成支援事業などの継続事業

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

のほか、国保病院人工透析病棟新築事業、足

についての件を採決します。

寄中学校校舎・屋体改築事業、教職員住宅等

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

施設整備事業、パークゴルフ場整備事業、足
寄農協の農産物処理加工施設整備等への支

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

援、中小企業特別融資事業の貸付金増額等を
行いました。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

実績見込みに対する実績の割合は、総事業

全員の起立です。

費で７９.６６％と低い執行率となっており

したがって、議案第９８号平成２４年度足

ますが、その要因としては、地デジ難視地区

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

対策事業の約５億６,０００万円を平成２５

定についての件は、認定することに決定をい

年度に繰り越したことによるものでございま

たしました。

す。
平成２５年度の実績見込みは、資料２のと
◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第１７

おりで、土地区画整理事業などの継続事業の
行政報

告を行います。

業、地デジ難視地区対策事業、公営住宅建設

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

事業、螺湾保育所移転事業、足寄高校生海外
派遣事業、ＴＭＲセンターの整備に支援を行

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

ほか、十勝圏消防救急無線デジタル化整備事

う強い農業づくり事業等を計上しておりま
議長のお許しをい

す。

ただきましたので、６件の行政報告を申し上
げます。

地デジ難視地区対策事業の昨年度からの繰
り越し、公営住宅建設事業の繰り上げ、十勝

まず、足寄町第５次総合計画の平成２４年

圏消防救急無線デジタル化整備事業の新規計

度実績、平成２５年度実績見込み及び平成２

上等を行った結果、計画に対する事業実績見

６年度以降の実施計画、次期計画策定に関す

込みの割合は、総事業費で１３８.１３％と

る基本的な考え方等についてでございます。

なっております。

足寄町第５次総合計画の平成２４年度実

次に、平成２６年度実施計画と、平成２７

績、平成２５年度実績見込み及び平成２６年

年度と平成２８年度の実施計画計上予定事

度実施計画、さらに平成２７年度と２８年度

業、さらに第６次総合計画策定方針につきま

実施計画計上予定事業と、第６次総合計画策

しては、去る１１月１５日開催の足寄町総合

定方針について御報告をいたします。

開発審議会に諮問し、資料３・実施計画、資

総合計画は、平成２３年の地方自治法改正
により市町村の策定義務はなくなりました

料５・策定方針のとおり答申をいただきまし
た。

が、本町のまちづくりを進めていく上で指針

通常、実施計画は、向こう３年間の計画に

となる中長期的な計画は必要であるとの認識

ついて答申をいただくものでありますが、第
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５次総合計画が平成２６年度までの計画であ

平成２５年度からの継続事業で、高機能消防

ることから、本来であれば、本年度に答申を

指令センターは平成２６年度に予算化し、翌

いただくのは平成２６年度１年分の実施計画

年度に繰り越して整備を行う予定となってお

となります。

ります。

しかしながら、行政の継続性、施設や設備

足寄町防災行政無線施設整備事業は、本年

等の老朽度を見据えた計画的な改修や更新の

度基本設計を行っておりますが、デジタル化

見込み、現在の住民ニーズを反映した事業実

にあわせて防災無線が聞こえないという世帯

施の必要性等についても考慮し、平成２６年

等への対応を行うもので、国庫補助金の採択

度計画のみならず、現時点において平成２７

が予定どおり進むことを前提として、平成２

年度と平成２８年度に計上することが適切と

７年度と２８年度に整備費を計上いたしまし

考えられる事業についても審議会にお示し

た。

し、答申をいただきました。

豊栄橋橋梁工事は、北海道の事業主体で工

あわせて、次期計画の策定準備を町長選挙
後の平成２７年度から始めたのでは、行政事

事が進められており、平成２７年度の供用開
始を予定しております。

務が停滞する可能性があることから、次期計

橋梁長寿命化修繕事業は、安全性確保と修

画策定に関する基本的な考え方、計画の体系

繕費用縮減のために、平成２６年度から国の

や策定手順を足寄町第５次総合計画策定方針

補助を受けて計画的に橋梁の修繕や改修等を

としてまとめ、答申をいただきました。

行うものであります。

計画体系は現計画と同様、基本構想、基本

公営住宅建設事業は、役場北側に建設中の

計画、実施計画で構成し、さまざまな方法で

高齢者複合施設に隣接して５２戸を整備する

住民意見を反映することとし、平成２６年度

計画で、平成２６年度に実施設計、平成２７

中に素案をまとめ、町長選挙後の平成２７年

年度以降に順次建設する計画としておりま

度に改めて総合計画のあり方を含めて再検討

す。

を行い、完成を目指すスケジュールとしてお
ります。

下水終末処理場長寿命化計画策定事業は、
平成１２年度に供用開始をした処理場の安定

実施計画の概要を申し上げますと、平成２

稼働と処理経費や修繕経費の縮減を図るため

６年度総事業費が３２億３,１９４万２,００

に、現施設の老朽度調査や改修計画の策定を

０円となっており、財源内訳は国庫支出金が

平成２６年度と２７年度の２カ年で行い、平

６億５,２１８万５,０００円、道支出金が１

成２８年度から機械機器の更新を行うことと

億５,０６１万１,０００円、地方債が１３億

しております。

１,９５０万円、その他財源が４億７,７０１

児童館移転事業では、現在の中央児童館と

万９,０００円、一般財源が６億３,２６２万

下愛冠児童館を統合して、足寄小学校近くに

７,０００円となっております。

ある足寄町剣道場を改修することとして、平

また、平成２７年度と平成２８年度の実施
計画計上予定事業の総額は、それぞれ２３億

成２６年度耐震調査と設計、平成２７年度に
改修工事を行う計画といたしました。

８,６８６万８,０００円と２１億４,７１７
万３,０００円となっております。

高齢者複合施設整備事業では、平成２６年
度にグループホームと老人アパート等を整備

計上事業のうち、新規事業や大型事業につ
きまして御説明をいたします。

する計画で、それら施設を足寄町社会福祉協
議会に指定管理者制度により管理していただ

十勝圏消防救急無線デジタル化整備事業と

く計画としております。

十勝圏高機能消防指令センター整備事業は、

医師住宅整備事業では、老朽化した国保病

消防広域化に関連したもので、デジタル化は

院院長住宅の建てかえ費用を計上しておりま
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す。

経費で最大の効果となるよう、柔軟な考えを

学校給食施設整備事業は、本年度に実施設

持って行財政運営を進めていかなければなら

計を終え、平成２６年度の完成を予定してお

ないものと考えておりますので、御理解を賜

ります。

りますようお願い申し上げ、御報告といたし

足寄高校生海外研修事業は、引き続き実施
を予定しており、校舎等施設整備事業、教職
員住宅等施設整備事業にあっては、計画的に
建物の改修を進める計画をしております。

ます。
次に、地上デジタル放送の難視地区対策に
ついてでございます。
町内の地上デジタル放送難視地区対策につ

総合体育館修繕・トレーニング機器更新事

きましては、総務省北海道総合通信局や放送

業では、平成２７年度に床改修、２８年度に

事業者とともに、広大な中山間地域に住宅が

トレーニング機器更新を予定しております。

点在している足寄町に適した難視世帯の解消

里見が丘公園再整備事業では、現在、どの

策の検討を行い、総務省北海道地域テレビ受

ような整備が必要か検討を進めており、公園

信者支援センターによる高性能等アンテナ対

全体の再整備を平成２６年度から数年かけて

策と、足寄町が国の支援を受けて実施する無

行う予定としております。

線または有線による共聴施設の整備を、電波

農業担い手育成支援事業は、事業の継続を

強度、地形、住宅密集度等、各地域の特性に

予定しておりますが、中山間地域等直接支払

応じて計画的に整備を進めてまいりました。

交付金は、平成２６年度が最終年度となって

町が整備をすることとなった共聴施設の整

おります。

備が本年９月に完了し、デジサポ北海道が進

道営草地整備事業は、大規模草地育成牧場

めている高性能等アンテナ対策につきまして

と町内生産者の草地や水道施設の整備を北海

も、本年１０月に全世帯の対応方針が決定

道が事業主体となって一体的に整備をするも

し、町内全ての難視対策の見通しが立ちまし

のであります。

たので、これまでの整備状況と今後の予定な

水源林基幹作業道整備事業は、本年度に引

どにつきまして御報告をいたします。

き続き独立行政法人森林総合研究所の全額負

本町における地デジ化につきましては、Ｎ

担により、分収造林を行う山林の基幹林道の

ＨＫ２波が平成２０年１０月から、民放４波

整備を行うものであります。

が同年１２月から、中矢の足寄中継局からデ

ＯＡ化推進事業では、総合行政システムク

ジタル波による本放送を開始いたしました。

ラウド化といたしまして、現庁舎に設置して

デジタル放送は、一定レベル以下の電波強

いるサーバー等が保守可能年限を超え機器更

度では全く視聴できなくなることから、対策

新が必要となることから、総費用の低減が図

が必要な新たな難視世帯が最終的に２８８世

られるクラウド型業務システムに移行するた

帯発生いたしました。

めの費用等を計上いたしました。

なお、アナログ放送は平成２３年７月に終

国・地方ともに厳しい財政状況が続いてお

了したことから、それまでに難視対策が完了

り、消費税の増税、エネルギー政策の見直し

しなかった世帯に対しては、衛星によるセー

等もあって、今後の経済状況や財政的な見通

フティネットということで、ＮＨＫ２波と民

しを立てることが非常に困難であり、今後の

放４波のキー局の地上波デジタル放送を、衛

状況によっては今回の計画を大きく修正する

星放送により視聴いただく仕組みにより、暫

必要が生ずる可能性もありますが、引き続き

定的に視聴していただきました。

行財政運営の簡素効率化と情報収集を進め、

全ての国民がテレビ放送を視聴可能な環境

国や北海道からの補助金、有利な地方債を活

にすることは、国及び放送事業者の責務であ

用し、状況を的確に見きわめた上で、最小の

りますが、放送事業者による新たな中継局等
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の整備は困難とのことから、平成２２年度に

機能指令センター整備にかかわる１０年間の

芽登、喜登牛及び稲牛地区の約８９世帯を対

必要経費等を試算いたしました、財政シミュ

象とした無線共聴施設を、平成２４年度には

レーションの結果を御報告し、本年９月の第

白糸、柏倉及び向陽地区の約５１世帯を対象

３回定例会では、十勝圏広域消防運営計画骨

とした無線共聴施設を、本年９月までに鷲

子案をお示しいたしました。

府、大誉地、螺湾、上螺湾、上足寄及び茂足

その後、消防署長会議のもとに設置した専

寄の９５世帯を対象とした有線共聴施設を整

門部会を中心に、十勝圏広域消防運営計画素

備いたしました。

案の作成作業が進められ、１１月６日開催の

高性能等アンテナ対策の対象となる世帯は
最終的に６１世帯となり、デジサポ北海道が

市町村長会議において、その内容が確認され
ましたので、御報告をいたします。

戸別に対策工事を進めており、これまで４８

運営計画素案は、別冊資料１のとおり、本

世帯の対策工事を終え、今後、８世帯は今年

編と資料編で構成されており、全体の要点を

中に、５世帯は来年雪解け後に対策工事を完

まとめた概要版が資料２のとおりとなってお

了させる予定との報告を受けております。

ります。

また、テレビ東京系列のＴＶｈ足寄中継局

計画の全体構成は、９月にお示しした骨子

の整備にあっては、帯広等の基幹中継局から

案から変更はなく、第１章

の電波を受けて再送信する足寄中継局クラス

状と課題、第２章

の整備は、国や自治体から１００％の支援が

章

なければ、現在の経営状況では自力整備は困

する事項、第４章

難であるとのことから、町が支援を行い、本

互間の連携の確保に関する事項の４部構成と

年１月から本放送を開始いたしました。

なっております。

十勝圏消防の現

広域化による効果、第３

広域化後の消防の円滑な運営の確保に関
防災等に係る関係機関相

なお、本町にはＮＨＫ共聴施設が西町の２

今後、各市町村議会における御意見等を踏

施設のほか、郊南、大誉地、螺湾及び上足寄

まえ、１２月中に運営計画素案の概要を町民

の合計６施設あって、およそ６００世帯が加

の皆様にお示しし、あわせてパブリックコメ

入されておりますが、いずれの施設もＮＨＫ

ント・意見公募を行って、住民から御意見な

と各共聴施設組合により平成２２年度に地デ

どをお聞きし、必要な修正を行って本年度末

ジ化のための改修工事が完了しております。

の完成を目指すこととしております。

本町が整備した共聴施設は、受信設備が６

また、消防救急無線デジタル化の進捗状況

カ所、無線共聴施設の送信設備が１１カ所、

でありますが、管内５消防事務組合等が帯広

光ケーブルの総延長が携帯電話伝送路を含め

市に委託をして事務を進めており、１１月上

約１５０キロあり、これら施設を町が一般財

旬に実施設計が完了し、デジタル無線設備の

源により維持管理をしなければならず、今後

整備費と各市町村の負担予定額の積算が完了

の施設維持が大きな負担となることから、地

いたしました。

デジ難視対策施設の維持管理費の市町村負担

本年度に予算化することで財政上有利な起

を国が責任を持って財政措置するよう、引き

債の活用が見込めることから、今定例会にお

続き要望してまいりますので、御理解賜りま

いて池北三町行政事務組合消防負担金９,４

すようお願い申し上げ、報告といたします。

３９万９,０００円の補正額の中で、共通波

次に、消防広域化の経過と検討状況につき

などの整備費用及び施工監理費の本町負担予

まして御報告をいたします。

定合計１億２０７万９,０００円を計上し、

十勝における消防の広域化につきまして

その全額を翌年度に繰り越しする補正予算を

は、本年６月の第２回定例会において、本部

提案させていただいておりますので、御理解

運営経費並びに消防救急無線デジタル化と高

を賜りますようお願い申し上げ、御報告とい
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たします。

螺湾基幹集落センターの老朽化に伴い、螺

次に、足寄ヘリポートの廃止について御報
告いたします。

湾保育所の移転先について協議を進めてきた
ところですが、今般、螺湾小学校内に移転す

道内初の公共用ヘリポートとして建設され

ることで保護者会、ＰＴＡ、自治会等の関係

ました足寄ヘリポートは、観光や企業誘致、

者との協議が調いましたので、御報告をいた

防災対策など、地域の振興・活性化につなが

します。

るものとして、平成２年４月２４日、中矢１
９８番地において開港いたしました。

保育所を螺湾小学校へ移転する計画は、地
域の保育・教育の一体的基幹施設と位置づけ

開港当初は、利用促進を兼ねた、ふるさと

し、幼児は小学生に支えられることによる自

遊覧飛行の実施のほか、東京都に本社を置く

立心の育成を、小学生は年下の幼児と恒常的

株式会社アルファーアビエイションが事業用

にかかわり、面倒を見たり優しく接すること

パイロットを養成する教習所を開校するなど

で共感性の育成につながっていくものと期待

の利用がありましたが、平成５年の年間３９

しており、校長先生を初め教職員、保護者会

２回の離着陸回数をピークに減少の一途をた

及び小学校ＰＴＡの皆さんと管理運営等の詳

どり、近年では年間２０から３０回程度まで

細についてさらに検討を深めていきたいと考

減少しております。

えております。

ヘリポートの収支につきましては、開港当

なお、来年４月に供用開始を予定してお

初、施設管理に伴う委託料等の支出と、離着

り、現在、教育委員会において文部科学大臣

陸料及び施設利用料等の収入においてバラン

への校舎財産処分承認申請の手続を進めてお

スがとれておりましたが、近年では離着陸回

ります。

数の減少などにより、毎年、支出が収入を上

次に、保育所の移転に伴う小学校の改修計

回っている状況であります。また、開港以来

画の概要ですが、一つに、２階の図工室を改

２３年が経過し、施設の老朽化などによる大

修し、１、２年生の教室とすること。二つ目

幅な修繕の必要性が、東京航空局の定期監査

に、現１、２年生教室を保育室とし、床材や

において指摘されており、今後、航空法に基

断熱工事等の改修を行うこと。３点目とし

づいて施設を維持していくためには、補修や

て、玄関、廊下、トイレ、体育館、校庭は小

維持管理にかかわる多額の経費が必要になる

学校と共用で使用し、１階トイレに幼児用の

ものと想定されております。

便座を設置すること。４点目として、その

これらの点について総合的に検討し、足寄

他、手洗い所などを整備し、幼児が安心・安

ヘリポートの廃止について東京航空局など関

全に利用できるよう改修をすることとしてお

係機関と協議を進めてきた結果、平成２６年

ります。

４月３日をもって廃止することといたしまし

なお、移転にかかわる改修事業費として総

た。今後につきましては、必要に応じて臨時

額１,１０５万７,０００円を今定例会に補正

離着陸場として活用をしていく予定でありま

予算として計上させていただきますので、御

す。

理解を賜りますようお願い申し上げ、御報告

なお、今定例会において、足寄ヘリポート
の設置及び管理に関する条例を廃止する条例
を提案させていただきますので、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。

次に、十勝メディカルネットワークについ
て御報告いたします。
現在、十勝管内の拠点となる医療機関と地
域の病院や診療所などの連携強化を目的に、

次に、螺湾保育所の螺湾小学校への移転に
ついてでございます。

といたします。

インターネットを利用した専用システムの運
用が進められております。
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このシステムは、診療情報を提供する公開
型医療機関と、これを利用する参照型医療機

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開いたします。

関が、それぞれ端末の専用ソフトを使ってイ
ンターネット上のデータセンターに接続し、

◎

報告第２１号

情報をやりとりするもので、薬の処方、注

○議長（吉田敏男君）

射、血液などの検査結果、ＣＴやエックス線

２１号予定価格１,０００万円以上の工事又

の画像情報などを閲覧することができ、これ

は製造の請負契約の締結についての件を議題

によって検査や処置、投薬の重複を防ぐ効果

といたします。

などが期待できるものであります。

日程第１８

報告第

本件について、報告を求めます。

診療情報を利用する手順は、参照側の医療

総務課長

渡辺俊一君。

機関を患者さんが受診した際、患者さんの同

○総務課長（渡辺俊一君）

意を得て公開側に依頼し、原則３０分以内に

なりました報告第２１号予定価格１,０００

該当患者さんの情報を参照できるようになり

万円以上の工事又は製造の請負契約の締結に

ます。

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

ただいま議案と

公開型は、帯広厚生病院、帯広協会病院、

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規定

北斗病院、帯広第一病院、国立帯広病院、開

により、次のとおり報告するものでございま

西病院の６医療機関で、参照型は十勝管内全

す。

域の病院、診療所など約６０の医療機関等が

平成２５年８月２４日から１１月３０日ま

参加する予定となっており、平成２６年３月

での間で、足寄町議会総合条例第１２条第１

からの運用開始に向け、足寄町国民健康保険

項第１号により報告する工事または製造の請

病院も参照型医療機関として十勝メディカル

負は、２ページから３ページにございます別

ネットワークに登録し、診療情報の共有を図

紙のとおり１６件でございます。

ることといたしました。

以上のとおり御報告申し上げます。

なお、十勝メディカルネットワーク事業

○議長（吉田敏男君）

ただいまの報告に対

は、国の地域医療再生基金から約１億５,０

し、質疑を行います。質疑はございません

００万円の補助を受けて導入の準備が進めら

か。

れており、参照型医療機関にあっては、端末

（「なし」と呼ぶ者あり）

機器導入経費の２分の１が補助されることか

○議長（吉田敏男君）

ら、端末機器整備費としてパソコン等購入費

す。

質疑なしと認めま

用５７万円を今定例会において補正予算とし

これで、質疑を終わります。

て提案させていただきました。

これをもって、報告を終わります。

今後も足寄町国民健康保険病院の診療体制
のさらなる充実を図るため一層の努力をして

◎

議案第１００号

まいりますので、御理解を賜りますようお願

○議長（吉田敏男君）

い申し上げ、御報告といたします。

１００号足寄町土地開発基金条例の一部を改

以上、行政報告とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

議案第

正する条例の件を議題といたします。

これで、行政報告を

終わります。

日程第１９

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

ここで、暫時休憩をいたします。

総務課長

１１時５分から再開をいたします。

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

午前１０時５２分

休憩

なりました議案第１００号足寄町土地開発基

午前１１時０５分

再開

金条例の一部を改正する条例につきまして、
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提案理由の御説明を申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

足寄町土地開発基金が保有しておりました
足寄町北２条４丁目４１番地等の土地、合計

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

５,７２１平方メートルを本年度高齢者等複

これで、質疑を終わります。

合施設整備事業に伴い一般会計で買い戻した

これから、討論を行います。討論はござい

ため、土地開発基金が保有する現金が増加い

ませんか。

たしましたが、当面、土地開発基金で先行取

（「なし」と呼ぶ者あり）

得する予定もないことから、基金の額を減額

○議長（吉田敏男君）

する改正をお願いするものでございます。

す。

討論なしと認めま

改正条文の内容について申し上げます。

これで、討論を終わります。

足寄町土地開発基金条例の一部を改正する

これから、議案第１００号足寄町土地開発

条例。

基金条例の一部を改正する条例の件を採決し

足寄町土地開発基金条例の一部を次のよう
に改正する。

ます。
この採決は、起立によって行います。

第２条第１項中７,０８８万８,０００円を
５,３５８万３,０００円に改めるものでござ

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。

います。

（賛成者起立）

現在、基金で保有する額は、土地として保

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

有する額が４,１５７万９,９７５円、現金と

したがって、議案第１００号足寄町土地開

して保有する額が２,９３７万２,９１８円、

発基金条例の一部を改正する条例の件は、原

合計で７,０９５万２,８９３円となってござ

案のとおり可決されました。

います。
今回、基金で保有する額を減額する改正を

◎

議案第１０１号

お願いしているところでございまして、条例

○議長（吉田敏男君）

改正後は、土地として保有する額は現在と同

１０１号足寄町税条例の一部を改正する条例

額で４,１５７万９,９７５円、現金として保

の件を議題といたします。

有する額は１,７３７万円を減額いたしまし
て１,２００万２,９１８円となり、合計で
５,３５８万２,８９３円とするものでござい
ます。
から施行することとしてございます。

す。
住民課長

寺地優君。
優君）

ただいま議題に

なりました議案第１０１号足寄町税条例の一
部を改正する条例について、提案理由の説明

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

を申し上げます。
本条例の改正につきましては、平成２５年

なお、５ページに新旧対照表を添付してお
りますので、御参照をお願いいたします。
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）

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま

○住民課長（寺地

附則といたしまして、この条例は公布の日

日程第２０

３月３０日の地方税法の改正に伴い、地方税
法施行令の一部を改正する政令及び地方税法
施行規則の一部を改正する省令が平成２５年
６月１２日に公布されたことから、本条例の

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

改正を行うものでございます。
次に、今回の地方税法の改正の主な内容に

これから、質疑を行います。質疑はござい

ついて御説明させていただきます。

ませんか。

議案書は６ページから１６ページまでに
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なっております。

る仮特別徴収税額等については、今までの仮

本条例の改正につきましては、１点目は納

特別徴収税額は前年度の１０月から３月の特

税義務者が町外へ転出した場合も特別徴収を

別徴収税額とされており、年税額が前年度よ

継続することができることとする改正です。

り大きく変動すると、本徴収税額と仮徴収税

２点目は、年金所得者に係る特別徴収税額

額に差が生じ、翌年度以降も不均衡が発生

の算定方法の見直しによるものです。

し、平準化することが困難で、本徴収税額と

３点目は、上場株式等の配当所得等の分離

仮徴収税額の乖離が続くこととなっておりま

課税について、特定公社債の利子が対象に追

した。今回の改正で、仮徴収税額が前年度の

加されたことによる改正です。

年税額の２分の１に相当する額となりました

４点目は、株式等に係る譲渡所得の分離課

ことから、年税額が２年連続することで、同

税について、一般株式等と上場株式等の分離

額の場合においては平準化が図られるもので

課税とする改正により、上場株式等に係る譲

ございます。

渡所得等の条文を新たに設けるものでござい
ます。

続きまして、附則第６条、居住用財産の買
いかえ等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰

５点目は、特定管理株式等に係る譲渡所得

越控除と、附則６条の２、特定居住用財産の

等の課税の特例、特定口座所得計算の特例、

譲渡損失の損益通算及び繰越控除。

源泉徴収選択口座内配当にかかわる特例、上

議案９ページをお開きください。

場株式等に係る譲渡の損益通算及び繰越控

附則７の４、寄附金税額控除における特例

除、特定中小会社の株式に係る繰越控除及び

控除額の特例については、引用条例の改正に

譲渡所得等の課税の特例、先物取引の差金等

より、附則２０条の２の第１項を附則２０条

損失の繰越控除、保険金に係る課税の特例の

の第１項に、株式等を一般株式等に変更し、

規定を法律改正により削除するものです。

新たに設ける附則１９条の２第１項、上場株

この改正を受けて、本町の条例の改正の内
容について御説明申し上げます。

式等に係る譲渡所得等を加えるものです。
附則１６条の３、上場株式等に係る配当所

提案の各条項の説明を省略させていただ

得に係る町民税の課税の特例については、譲

き、改正の主な内容について、議案の８ペー

渡株式に係る配当所得の分離課税で、特定公

ジからの新旧対照表で条例を御説明させてい

社債、国債、地方債だとかと上場公社債など

ただきます。議案の８ページの新旧対照表を

を言いますけれども、その利息が対象に追加

ごらんください。

されたことにより、条文では利子所得を加え

まず、第４７条の２、公的年金等に係る所

るとともに、税の取り扱い細目を第２項に移

得に係る町民税の特別徴収についてでありま

し、第３項の配当所得を配当所得等に変更し

す。

たものでございます。

条文内に「初日の属する年の」を加えると
ともに、（１）であります「当該年度の初日

続きまして、議案書の１０ページをお開き
ください。

の属する年の１月１日以後引き続き町内の区

附則第１９条、株式等に係る譲渡所得等に

域内に住所を有する者でない者」を削除し、

係る個人の町民税の課税の特例については、

（２）、（３）をそれぞれ繰り上げるもの

株式等に係る譲渡所得等の分離課税が一般株

で、（１）の削除により、特別徴収対象年金

式等と上場株式等に分けられたことから、附

所得者の除外規定の見直しを行い、町外へ転

則第１９条では一般株式等に係る譲渡所得に

出した場合も継続して特別徴収が行われるよ

係る個人の町民税の課税の特例の条文の整備

うにするものでございます。

を行い、附則第１９条の２、特定管理株式等

続きまして、第４７条の５、年金所得に係

が価値を失った場合の株式に係る譲渡所得等
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の課税の特例の内容を、新たに上場株式等に

の条例は、平成２８年１月１日から施行す

係る譲渡株式等に係る個人の町民税の課税の

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

特例の取り扱いに係る内容へ条文のすべてを

各号に定める日から施行する。

改めるものでございます。

１、第４７条の２第１項及び第４７条の５

続きまして、議案の１１ページの改正前を
ごらんください。

第１項の改正規定並びに次条の第２項の規定
については、平成２８年１０月１日から。

附則第１９条の４、特定口座を有する場合

２、附則第６条の第４項、第６条の２第４

の町民税の所得計算の特例、附則第１９条の

項、第７の４、第１６条の３及び第１９条か

５、源泉徴収選択口座内配当に係る所得計算

ら第２０条の５までの改正規定並びに次条の

の特例、附則第１９条の６、上場株式に係る

第３項の規定については、平成２９年１月１

譲渡損失の損益通算及び繰越控除、同じく議

日からになります。

案１２ページの附則第２０条、特例中小会社

経過措置であります。第２条です。

が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等

平成２８年１月１日前に発行された旧租税

及び譲渡所得等の課税の特例、同じく議案１

特別措置法第４１条１２第７項に規定する割

３ページの附則第２０条の３、先物取引の差

引債について支払いを受けるべき償還差益に

金等決済に係る損失の繰越控除、同じく議案

対して課する個人の町民税については、なお

１５ページの附則第２０条の５、保険料に係

従前の例によります。

る個人の町民税の課税の特例については、法
令改正により削除するものです。

二つ目、この条例による改正後の町税条例
第４７条の２及び４７条の５の規定は、平成

続きまして、議案１３ページにお戻りくだ
さい。

２８年１０月１日以降の地方税法第３１７条
の２第１項に規定する公的年金等に係る所得

改正後の欄をごらんいただきたいと思いま
す。

に係る個人の町民税の特別徴収について適用
し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個

附則２０条の２、先物取引に係る雑所得等
に係る個人の町民税の課税の特例について

人の町民税の特別徴収については、なお従前
の例によります。

は、第２０条に繰り上げるとともに、引用条

三つ目です。新条例附則第６条、第６条の

例の改正により、附則２０条の２の第１項を

２、第７条の４、第１６条の３及び第１９条

附則２０条の第１項に変更するもので、内容

から第２０条の２までの規定中の個人の町民

に変更はございません。

税に関する部分は、平成２９年以降の年度分

続きまして、議案の１４ページの改正後を
ごらんください。

の個人の町民税について適用し、平成２８年
度までの個人の町民税は、なお従前の例によ

附則２０条の４、条約適用利子等及び条約

ります。

適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ

については、第２０条の２に繰り上げるとと

らせていただきます。よろしく御審議のほど

もに、引用条例の改正により、附則２０条の

をお願いいたします。

４第１項を附則２０条の２第１項とし、附則

以上でございます。

２０条の４の第３項を附則２０条の２の第３

○議長（吉田敏男君）

項に変更するもので、内容に変更はございま

理由の説明を終わります。

せん。

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

次に、議案の７ページにお戻りください。

ませんか。

附則となっております。

（「なし」と呼ぶ者あり）

施行期日でありますけれども、第１条、こ

○議長（吉田敏男君）
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質疑なしと認めま

す。

成３０年３月３１日までの期間に延長されま

これで、質疑を終わります。

したことから、本条例の改正を行うものでご

これから、討論を行います。討論はござい

ざいます。

ませんか。

次に、今回の地方税の改正の主な内容につ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

いて御説明申し上げます。

討論なしと認めま

す。

提案の各条項の説明を省略させていただ
き、改正の主な内容については議案１７ペー

これで、討論を終わります。

ジの新旧対照表で条例を御説明させていただ

これから、議案第１０１号足寄町税条例の

きます。議案１７ページの新旧対照表をお開

一部を改正する条例の件を採決します。

きください。

この表決は、起立によって行います。

第２条、課税の免除の対象については、課

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。

前の第２条にありました適用を受ける固定資

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

税の免除の範囲を特例適用の範囲に改め、従
産の取得額に、新たに適用期間の平成２７年

全員の起立です。

３月３１日までの間と、第３条にありました

したがって、議案第１０１号足寄町税条例

課税免除に係る引用条例文を加え、特例適用

の一部を改正する条例の件は、原案のとおり

の範囲として条文をまとめ、整理するもので

可決されました。

ございます。
第３条、課税の免除につきましては、前条

◎

議案第１０２号

○議長（吉田敏男君）

日程第２１

で特例適用の範囲を定めたことから、免除の
議案第

１０２号過疎地域における固定資産税の課税
の特例に関する条例の一部を改正する条例の
件を議題といたします。

ざいます。
第５条、課税免除の期間については、地方
税課税免除または不均一課税に伴う減収補塡

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
住民課長

期間を定める条文に内容を整理するものでご

の措置が平成２７年３月３１日までの３カ年
間延長されましたが、引用法令の過疎地域自

寺地優君。

○住民課長（寺地

優君）

立促進特別措置法が５カ年間延長となってお
ただいま議題と

り、減収補塡措置が行われる期間の課税免除

なりました議案第１０２号過疎地域における

となる新設または増築家屋の整備対象期間の

固定資産税の課税の特例に関する条例の一部

平成２７年３月３１日までの免除の期間と固

を改正する条例について、提案理由の説明を

定資産税が課されることとなった年度から３

申し上げます。

カ年間を、それぞれ第２条と第３条に整理し

過疎地域自立促進特別措置法第３１条によ
る地方公共団体が過疎地域内において製造の

たことで、第５条の課税免除の期間の条文を
削除するものでございます。

業、情報通信技術利用事業もしくは旅館業に

次に、１６ページをごらんください。

要する施設の新設もしくは増設した者の固定

附則となります。

資産税の課税免除に係る不均一課税に伴う減

この条例は、公布の日から施行します。

収補塡措置の適用となる整備対象期間が、総

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ

務省令第３８条において課税免除になる新設
及び増設家屋の整備対象期間が平成２７年３

らせていただきます。
よろしく御審議をお願いいたします。

月３１日までの３年間延長され、固定資産税

○議長（吉田敏男君）

を課せることとなった年度から３カ年間の平

理由の説明を終わります。
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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。

も・子育て会議を設置し、会議の組織及び運
営に関し必要な事項を定めるものでございま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。

質疑なしと認めま

す。

条例の内容でございます。
足寄町子ども・子育て会議条例。

これで、質疑を終わります。

第１条は、子ども・子育て支援法第７７条

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

の規定に基づき、足寄町子ども・子育て会議
を置くとする設置規定でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第２条は、所掌事務について規定しており

討論なしと認めま

す。

ますが、法第７７条第１項各号に掲げる事務
について御説明いたします。

これで、討論を終わります。

１点目ですが、幼稚園や保育所、幼保連携

これから、議案第１０２号過疎地域におけ
る固定資産税の課税の特例に関する条例の一
部を改正する条例の件を採決します。

型認定こども園など、教育・保育施設の利用
定員の設定について意見を述べること。
２点目として、家庭的保育や事業所内保育

この表決は、起立によって行います。

等、地域型保育事業の利用定員の設定につい

本件は、原案のとおり決定することに賛成

て意見を述べること。

の方は起立願います。

３点目は、子ども・子育て支援事業計画の

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

策定または変更について意見を述べること。

全員の起立です。

したがって、議案第１０２号過疎地域にお
ける固定資産税の課税の特例に関する条例の
一部を改正する条例の件は、原案のとおり可
決されました。

４点目として、子ども・子育て支援に関す
る施策の推進に関して必要な事項や実施状況
を調査、審議すること。
以上、４点の事務を処理する規定でござい
ます。
第３条の組織については、委員１５人以内

◎

議案第１０３号

○議長（吉田敏男君）

日程第２２

をもって組織すること。
議案第

第２項において、委員は公募による者、子

１０３号足寄町子ども・子育て会議条例の制

供の保護者、子ども・子育て支援に関する関

定についての件を議題といたします。

係団体から推薦を受けた者、学識経験を有す

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
福祉課長

る者、その他町長が必要と認める者のうちか
ら町長が委嘱する規定でございます。

櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

第４条は委員の任期について、第５条は会
ただいま議題と

長及び副会長について、第６条は会議につい

なりました議案第１０３号足寄町子ども・子

て、第７条は部会について、第８条は庶務に

育て会議条例の制定について、御説明申し上

ついて、第９条は委任規定について、それぞ

げます。

れ規定しております。

本条例の制定でございますが、子ども・子
育て支援法（平成２４年法律第６５号）の第

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。

７７条の規定において、市町村は条例で定め

以上でございますが、本町としましては、

るところにより審議会その他の合議制の機関

本条例制定後、平成２７年度から５カ年の足

を置くよう努めるものとするとされたことか

寄町子ども・子育て支援事業計画の策定に着

ら、本町における合議制の機関として子ど

手する予定でおります。
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策定に当たっては、現に子育てを行ってい

（「なし」と呼ぶ者あり）

る保護者を初め、保育所運営など子育て支援

○議長（吉田敏男君）

に携わる関係者から要望や意見等をお聞き

す。

討論なしと認めま

し、本町の実情に合った計画づくりを進めて

これで、討論を終わります。

いきたいと考えておりますので、御審議のほ

これから、議案第１０３号足寄町子ども・

どをよろしくお願い申し上げ、提案理由の御

子育て会議条例の制定についての件を採決い

説明とさせていただきます。

たします。

よろしくお願いいたします。
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

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。

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

７番。

全員の起立です。

したがって、議案第１０３号足寄町子ど

○７番（田利正文君）

３条ですが、例えば

帯広市などであれば、保育労組なんていう保

も・子育て会議条例の制定についての件は、
原案のとおり可決されました。

育の現場で働く労働者の組織があります。そ
ういうところの代表が入るべきだというふう

◎

議案第１０４号

な思いがあったものですから、足寄の場合は

○議長（吉田敏男君）

ここの３条の（３）のところに当たるかなと

１０４号足寄町国民健康保険税条例の一部を

思うのですけれども、現場の労働者が参加で

改正する条例の件を議題といたします。

きる体制があるのかどうか、ちょっとお聞き
したいと思います。
○議長（吉田敏男君）

日程第２３

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

住民課長

寺地優君。

○住民課長（寺地

優君）

ただいま議題と

なりました議案第１０４号足寄町国民健康保

帯広市など都市部の地域においては、民間
の幼稚園とか保育所等がありまして、事業所
の人にも参画していただいてやっているとい
うことでございます。

険税条例の一部を改正する条例について、提
案理由の御説明を申し上げます。
本条例の改正につきましては、平成２５年
３月３０日の地方税法の改正に伴い、地方税

足寄町におきましては、直営、市町村が運

法施行令の一部を改正する政令及び地方税法

営しておりますので、実際に従事している者

施行規則の一部を改正する省令が平成２５年

は事務局としてこの会議に参画していく予定

６月１２日に公布されたことから、本条の改

でおりますので、この構成員の中には入れな

正を行うものでございます。

いものとしてございますので、御理解いただ
きたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

次に、今回の地方税法の改正の主な内容に
ついて御説明申し上げます。

他に質疑はございま

せんか。

議案は１９ページから２１ページまでにな
ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

本条例の改正につきましては、１点目は上

これで、質疑を終わ

ります。

特定公社債の利子が対象に追加されたことに

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

場株式等の配当所得等の分離課税について、
よる改正です。
２点目は、株式等に係る譲渡所得等の分離

― 19 ―

課税を一般株式と上場株式等の分離課税とす

附則第８項、上場株式等に係る譲渡損失の

る改正により、上場株式等に係る譲渡所得等

損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税

の条文を新たに設けるものでございます。

の課税の特例の扱い、附則第９項の特定中小

３点目は、上場株式等に係る譲渡損失の損

会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控

益通算及び繰越控除、特定中小会社が発行し

除等に係る国民健康保険税の課税の特例、同

た株式に係る譲渡損失の繰越控除等、先物取

じく議案２１ページの附則第１１項、先物取

引の差金等決済に係る損失の繰越控除の課税

引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る

の特例と、東日本大震災に係る被災居住用財

国民健康保険税の課税の特例、附則第１５項

産の引き継ぎに係る譲渡期限の延長の特例の

の東日本大震災に係る被災住宅用財産の敷地

規定を、法令改正により削除するものでござ

に係る譲渡期限の延長の特例につきまして

います。

は、法令の改正により規定を削除するもので

この改正を受けて、本町の税条例の改正内
容について御説明申し上げます。

ございます。
議案２０ページにお戻りいただきまして、

提案の各条項の説明を省略させていただ
き、改正の主な内容について、議案２０ペー

改正後の２０ページ、２１ページをごらんい
ただきたいと思います。

ジからの新旧対照表で御説明させていただき

続きまして、附則第８、第９、第１１項の

ます。議案の２０ページの新旧対照表をごら

削除により、附則第１０項を附則８項へ、附

んください。

則第１２項を附則第９項へ、附則第１３項を

附則第３項、上場株式等に係る配当所得に

附則第１１項へ、附則第１４項につきまして

係る国民健康保険税の課税の特例について

は、附則第３項で上場株式等に係る配当所得

は、上場株式に係る配当所得等の分離課税で

等の分離課税で特定公社債の利子が対象に追

特定公社債、国債、地方債等々でございます

加されたことにより、条文の配当所得を利子

けれども、その利子が対象に追加されたこと

所得、配当所得に変更し、附則第１４項へ改

により、条文の配当所得を配当所得等に変更

めるものでございます。

するものでございます。

続きまして、議案１９ページにお戻りくだ

附則第６条、株式等に係る譲渡所得等に係

さい。

る個人の国民健康保険税の課税の特例につい

附則となります。

ては、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が

施行期日でありますけれども、第１条、こ

一般株式等と上場株式等に分けられたことか

の条例は、平成２９年１月１日から施行いた

ら、附則第６項は一般株式等に係る譲渡所得

します。

等に係る個人の国民健康保険税の課税の特例

適用区分でございます。第２条、この条例

の条文とし、株式等を一般株式等に変更し整

に係る改正後の足寄町国民健康保険税条例の

理を行います。

規定は、平成２９年度の国民健康保険税につ

附則第７項につきましては、上場株式等に
係る譲渡損失の損失通算及び繰越控除に係る
国民健康保険税の課税の特例の内容を、新た
に上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の

いて適用し、平成２８年までの国民健康保険
税については従前の例によります。
以上をもちまして、提案理由の説明を終わ
らせていただきます。

国民健康保険税の課税の特例の取り扱いに係

よろしく御審議のほうをお願いいたしま

る内容へ条文の全てを改めるものでございま

す。

す。

○議長（吉田敏男君）

次に、議案の２０ページの改正前をごらん
ください。

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
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ませんか。

また、開港以来２３年を経過し施設の老朽

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

化が進み、東京航空局の定期検査では大幅な

質疑なしと認めま

す。

修繕の必要性が指摘されており、今後、航空
法に基づき施設を維持していくためには、修

これで、質疑を終わります。

繕や維持管理に多額の経費が必要になるもの

これから、討論を行います。討論はござい

と想定されております。

ませんか。

このため、利用の減少、維持管理経費の増

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

大などを総合的に検討し、東京航空局など関

討論なしと認めま

す。

係機関と協議を進めてきた結果、平成２６年
４月３日をもって廃止をしたいと考えており

これで、討論を終わります。

ますことから、足寄ヘリポートの設置及び管

これから、議案第１０４号足寄町国民健康

理に関する条例の廃止をお願いするものでご

保険税条例の一部を改正する条例の件を採決
します。

ざいます。
条文について、御説明申し上げます。

この表決は、起立によって行います。

足寄ヘリポートの設置及び管理に関する条

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。

足寄ヘリポートの設置及び管理に関する条

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

例を廃止する条例。
例は、廃止する。

全員の起立です。

したがって、議案第１０４号足寄町国民健
康保険税条例の一部を改正する条例の件は、
原案のとおり可決されました。

附則といたしまして、この条例は、平成２
６年４月３日から施行することとしておりま
す。
以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

◎

議案第１０５号

○議長（吉田敏男君）

日程第２４

御審議のほどをよろしくお願い申し上げま
議案第

す。

１０５号足寄ヘリポートの設置及び管理に関

○議長（吉田敏男君）

する条例を廃止する条例の件を議題といたし

理由の説明を終わります。

ます。

これから、質疑を行います。質疑はござい

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

ませんか。
１０番。

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

○１０番（後藤次雄君）

廃止については問

ただいま議題と

題ないのですけれども、ただ、きょうの行政

なりました議案第１０５号足寄ヘリポートの

報告の中で、必要に応じて臨時着陸場として

設置及び管理に関する条例を廃止する条例に

活用していく予定と書いてあるのですけれど

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

も、これは例えば廃止した場合、必要に応じ

足寄ヘリポートにつきましては、行政報告

て許可するのでしょうけれども、許可はどこ

のとおり、観光や企業誘致、防災対策など地

でするのですか。足寄町がするのか、東京航

域の振興活性化につながるものとして平成２

空局に申請して許可をもらうのか、その辺を

年に開港いたしましたが、離着陸回数は平成

ちょっと。

５年の年間３９２回をピークに減少の一途を

○議長（吉田敏男君）

たどり、近年では年間２０回から３０回程度

○総務課長（渡辺俊一君）

まで減少しております。

す。
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答弁、総務課長。
お答えいたしま

必要に応じてということで、今回、ヘリ

が言ったとおりに加えて、今の状況を含めて

ポートについては廃止をしたいというふうに

廃止になりましたということは、私は理解を

考えておりますけれども、廃止した後、そこ

しておりますけれども、後段で総務課長が最

の場所で場外離着陸場ということで国土交通

後に御答弁なさったようなことにつきまし

大臣の許可をいただければ、またその必要な

て、住民周知というのはどのようにするの

期間、臨時のヘリポートとして使うことがで

か、お聞きをしたい。特に災害関係のときと

きることになってございます。

か、緊急時のことを含めてですね。その１点

それで、許可につきましては、国土交通大

です。

臣が許可をするということになってございま

○議長（吉田敏男君）

すけれども、ここの十勝を管轄する事務所に

○総務課長（渡辺俊一君）

つきましては、釧路に釧路航空事務所、空港

いうことについては、考えてございません。

事務所……。ちょっと名前をはっきり覚えて

ヘリポートを使ってヘリコプターを飛ばす

はいないのですけれども、釧路に事務所がご

とかという事態については、住民の方たち、

ざいまして、そこに申請をするということに

一般の方たちがそれを使ってというようなこ

なるということでございます。

とはなかなか考えられないというぐあいに

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。
特に住民周知と

思っておりますので、基本的には町ですと
１０番。

○１０番（後藤次雄君）

か、消防ですとか、そういう機関が内容を十

それで、例えば今

分承知していればいいのかなというぐあいに

まで野鼠の駆除のための薬剤なんかまいてい

考えております。そういうことで、住民周知

ますよね。それは民間ですよね。民間でやっ

のところについては、特に考えてはおりませ

ていますよね。

んでした。

それと、航空自衛隊なんかでも緊急で着陸

以上でございます。

するときも、それは足寄町役場のほうに申請

○議長（吉田敏男君）

６番。

するのか、それとも、総務課長が言ったみた

○６番（前田秀夫君）

大変申しわけござい

いに国土交通省に申請するのか、その辺はど

ません、何度も。

うなのですか。
○議長（吉田敏男君）

では、具体的にいろいろ先ほどの１０番議
答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

員さんの問いに対して回答がございましたけ

緊急に救助だと

れども、今後、町はどのように関与していく

か、それから医療関係だとかで、緊急に着陸

のか、全く関与していかないのか。あの敷地

をしなければならないという場合について

の問題はどうなっていくのかを含めて、もう

は、特に許可は必要となってございませんの

一度お聞きしたい。

で、必要になった場合、緊急には着陸だとか

○議長（吉田敏男君）

はできるということになってございます。

○総務課長（渡辺俊一君）

○議長（吉田敏男君）

ございますけれども、今、先ほど行政報告の

○１０番（後藤次雄君）

１０番。

答弁、総務課長。
あそこの敷地で

何で質問したかと

中にもありましたアルファーアビエイション

いうと、廃止しておきながら、まだあそこを

という会社が格納庫を所有して、その場所に

飛んでいるのでないかという話が、やっぱり

ございます。アルファーアビエイションにも

住民から出てくると思うのですよ。それで、

今回のヘリポートの廃止についていろいろと

今ちょっと聞いてみたわけです。わかりまし

協議をしてきましたけれども、アルファーア

た。

ビエイションとしては、また別な形で使うこ

○議長（吉田敏男君）

６番。

とも検討していきたいというようなことを言

○６番（前田秀夫君）

今、１０番議員さん

われておりました。そういったことで、この
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後、もしかするとアルファーアビエイション

（「なし」と呼ぶ者あり）

のほうで何か活用を考えてくるようなことも

○議長（吉田敏男君）

考えられるのかなというように考えておりま

す。

す。

異議なしと認めま

したがって、請願第２号平成２６年度畜産

それから、当面、ヘリポートを廃止した後

物価格決定等に関する請願書の件は、総務産

は普通財産として管理をしていくということ

業常任委員会に付託し、会期中の審査とする

で、町としては適正な管理をしていかなけれ

ことに決定をいたしました。

ばならないというように考えているところで
ございます。

◎

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

散会宣告

○議長（吉田敏男君）
他に質疑はございま

せんか。

以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。
本日は、これで散会をいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次回の会議は、１２月１１日午前１０時よ

これで、質疑を終わ

ります。

り開会をいたします。
大変御苦労さまです。

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１０５号足寄ヘリポート
の設置及び管理に関する条例を廃止する条例
の件を採決します。
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。

したがって、議案第１０５号足寄ヘリポー
トの設置及び管理に関する条例を廃止する条
例の件は、原案のとおり可決されました。
◎

請願第２号

○議長（吉田敏男君）

日程第２５

請願第

２号平成２６年度畜産物価格決定等に関する
請願書の件を議題といたします。
ただいま議題になっております請願第２号
平成２６年度畜産物価格決定等に関する請願
書の件は、総務産業常任委員会に付託し、会
期中の審査とすることにしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
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午前１１時５８分

散会

