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◎議事日程
日程第

１

議案第１０６号

平成２５年度足寄町一般会計補正予算（第９号）＜Ｐ３〜
Ｐ１８＞

日程第

２

議案第１０７号

平成２５年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第４号）＜Ｐ３〜Ｐ１８＞

日程第

３

議案第１０８号

平成２５年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第
２号）＜Ｐ３〜Ｐ１８＞

日程第

４

議案第１０９号

平成２５年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）
＜Ｐ３〜Ｐ１８＞

日程第

５

議案第１１０号

平成２５年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整
理事業特別会計補正予算（第３号）＜Ｐ３〜Ｐ１８＞

日程第

６

議案第１１１号

平成２５年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算
（第１号）＜Ｐ３〜Ｐ１８＞

日程第

７

議案第１１２号

平成２５年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第
２号）＜Ｐ３〜Ｐ１８＞

日程第

８

議案第１１３号

平成２５年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算
（第２号）＜Ｐ３〜Ｐ１８＞

追加日程第

１

議案第１１４号

平成２５年度足寄町一般会計補正予算（第１０号）＜Ｐ１
８〜Ｐ１９＞

追加日程第

２

意見案第７号

高規格幹線道路整備促進に関する意見書＜Ｐ１９＞

追加日程第

３

意見案第８号

平成２６年度畜産物価格決定等に関する要望意見書＜Ｐ１
９〜Ｐ２０＞

追加日程第

４

意見案第９号

中国による防空識別圏の設定の即時撤回を求める意見書＜
Ｐ２０＞

追加日程第

５

所管事務調査期限の延期について
（総務産業常任委員会）＜Ｐ２０＞

追加日程第

６

閉会中継続調査申出書
（文教厚生常任委員会・広報広聴常任委員会・議会運営委
員会）＜Ｐ２０〜Ｐ２１＞
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午前１０時００分

開議

ます。
議案第１０６号平成２５年度足寄町一般会

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

計補正予算（第９号）について、御説明を申

おはようございま

し上げます。

す。全員の出席でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

これから、本日の会議を開きます。

億９９７万７,０００円を追加し、歳入歳出

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０４億

です。

６,７２４万７,０００円とするものでござい
ます。
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

歳出の主な事項から御説明を申し上げま

議会運営委員会委員

す。１６ページをお願いいたします。

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

１６ページ、第２款総務費第１項総務管理

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

費第２目基金積立金におきまして、この間い
１

ただきました寄附金と今回の補正予算の財源

２月１１日に開催されました第４回定例会に

調整のため、財政調整基金積立金といたしま

伴う議会運営委員会の協議の結果を報告しま

して１億２,９１８万３,０００円を計上いた

す。

しました。

本日１２月１２日は、議案第１０６号から

第１４目企画振興費におきまして、住環境

議案第１１３号までの平成２５年度補正予算

整備補助金といたしまして３００万円、ふる

の提案説明を受けた後、即決で審議いたしま

さと銀河線の代替バスであります十勝バス帯

す。

広陸別線に対する地域間幹線系統路線維持費

以上で報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

補助金といたしまして４３７万６,０００円

これにて、議会運営

をそれぞれ計上いたしました。

委員会委員長の報告を終わります。

２０ページをお願いいたします。
２０ページ、第３款民生費第１項社会福祉

◎

議案第１０６号〜議案第１１３号

○議長（吉田敏男君）

日程第１

費第１目社会福祉総務費第２０節扶助費にお

議案第１

０６号平成２５年度足寄町一般会計補正予算
（第９号）の件から、日程第８

きまして、冬の生活支援対策費といたしまし
て３００万円を計上いたしました。

議案第１１

２２ページをお願いいたします。

３号平成２５年度足寄町国民健康保険病院事

２２ページ、第５目後期高齢者医療費第１

業会計補正予算（第２号）までの８件を一括

９節負担金補助及び交付金におきまして、療

議題といたします。

養給付費負担金といたしまして１,３１２万

本件について、提案理由の説明を求めま

９,０００円を減額いたしました。

す。

２４ページをお願いいたします。

町長、安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

２４ページ、第３項児童福祉費第４目へき
ただいま議題とな

地保育所費第１５節工事請負費におきまし

りました、議案第１０６号平成２５年度足寄

て、行政報告いたしました螺湾保育所が螺湾

町一般会計補正予算（第９号）から議案第１

小学校へ移転するための経費について、螺湾

１３号平成２５年度足寄町国民健康保険病院

保育所新設、螺湾小学校改修工事といたしま

事業会計補正予算（第２号）まで、一括提案

して１,１０５万７,０００円を計上をいたし

理由を御説明申し上げます。

ました。

補正予算つづり１ページをお願いをいたし
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２６ページをお願いいたします。

２６ページ、第４款衛生費第４項病院費第
１目病院費におきまして、国民健康保険病院

て ３ ２ ２万 ４ ,００ ０ 円を 減 額い た しま し
た。

対策費といたしまして救急医療確保経費負担

第３目温水プール運営費第１５節工事請負

金など、合わせて８８０万４,０００円を減

費におきまして、温水プール下水道切替工事

額いたしました。

といたしまして６００万６,０００円を減額

第６款農林水産費第１項農業費第５目農地

いたしました。

費におきまして、農業体質強化基盤整備促進
事業補助金といたしまして４２２万７,００

以上で歳出を終わり、次に歳入について申
し上げます。

０円を減額いたしました。

８ページにお戻りください。

２８ページをお願いいたします。

８ページ、第１款町税におきまして、個人

２８ページ、第２項林業費第１目林業振興
費におきまして、森林整備地域活動支援交付

町民税といたしまして１,９３４万７,０００
円を計上いたしました。

金といたしまして４００万円を減額いたしま
した。

第１４款国庫支出金におきまして、地域の
元気臨時交付金といたしまして、臨時地方道

第３目町有林管理費におきまして、森林整

土地区画整理街路分として、合わせまして

備事業の手数料といたしまして２,０３６万

９,３９４万４,０００円、中学校分として

６,０００円を減額いたしました。

１,４９０万円を計上し、それぞれ町単独事

第４目水源林造林事業費第１５節工事請負

業の財源として充当をいたしました。

費におきまして、作業道整備工事といたしま

１０ページをお願いいたします。

して３,９５５万９,０００円を減額いたしま

１０ページ、第１５款道支出金におきまし

した。

て、それぞれ事業費見合いの補助金、交付金

第１６節原材料費におきまして、造林用苗
木といたしまして１,８３３万５,０００円を

等を計上、さらには減額をいたしておりま
す。

計上いたしました。

１２ページをお願いいたします。

３０ページをお願いいたします。

１２ページ、第１７款寄附金におきまし

３０ページ、第８款土木費第１項土木管理

て、この間、高橋サチ子様、原安正様、沼田

費におきまして、地籍調査事業といたしまし

信二様からいただきました寄附金をそれぞれ

て、委託料など合わせて１,３６７万９,００

計上をいたしました。原安正様からいただき

０円を減額いたしました。

ました寄附金につきましては高齢者等複合施

３４ページをお願いいたします。

設整備事業に充当させていただきました。ま

３４ページ、第９款消防費におきまして、

た、高橋サチ子様、沼田信二様からいただき

池北三町行政事務組合消防負担金といたしま

ました寄附金につきましては、歳出で御説明

して９,４３９万９,０００円を計上いたしま

いたしましたが、財政調整基金積立金として

した。

計上をさせていただきました。

第１０款教育費第２項小学校費第１目学校

第２０款諸収入第５項雑入第４目水源林造

管理費第１５節工事請負費におきまして、螺

林事業収入におきまして、２,１５２万４,０

湾小学校教員住宅改修工事といたしまして４

００円を減額いたしました。

８６万２,０００円を計上いたしました。

１４ページをお願いいたします。

３８ページをお願いいたします。

１４ページ、第２１款町債第１項町債第１

３８ページ、第５項保健体育費第２目総合

目土木債におきまして、地方道路等整備事業

体育館運営費第１５節工事請負費におきまし

債といたしまして１,８００万円を減額いた

て、総合体育館下水道切替工事といたしまし

しました。
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第３目過疎対策事業債におきまして、西足

４６ページ、第３款療養給付費等交付金に

寄浄水場内排水管改修事業債、高齢者等総合

おきまして、１,０５８万５,０００円を計上

支援事業債など、増額、減額合わせて３,８

いたしました。

７０万円を計上をいたしております。

第８款繰入金におきまして、財政安定化支

第４目緊急防災減災事業債におきまして、

援事業繰入金といたしまして２１９万１,０

消防施設整備事業債といたしまして１億４６

００円を、一般会計繰入金といたしまして４

０万円を計上いたしました。

１５万円を計上いたしました。

以上が歳入の主な事項でございます。

次に、５５ページをお願いをいたします。

４ページへお戻りください。

５５ページ、議案第１０８号平成２５年度

４ページ、第２表におきまして、繰越明許
費４件をお願いをいたしております。また、

足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第
２号）について、御説明申し上げます。

第３表地方債補正、廃止１件、変更２件をお
願いいたしました。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１
０４万１,０００円を追加し、歳入歳出予算

以上で、平成２５年度足寄町一般会計補正
予算（第９号）の説明を終わらせていただき

の総額を歳入歳出それぞれ４億１,３６４万
２,０００円とするものでございます。

ます。

歳出から申し上げます。

次に、特別会計について御説明を申し上げ

６４ページをお願いいたします。

ます。

６４ページ、第２款事業費におきまして、

４１ページをお願いいたします。

人事異動による該当職員の変更等により給

４１ページ、議案第１０７号平成２５年度

料・職員手当等をそれぞれ減額いたしまし

足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

た。

（第４号）について、御説明を申し上げま
す。

第１５節工事請負費におきまして、下水道
管渠新設工事といたしまして９５７万３,０

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

００円を計上いたしました。

１,６２５万２,０００円を追加し、歳入歳出

歳入について御説明申し上げます。

予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億２,７

６２ページへお戻りください。

０ ３ 万９ ,０ ０ ０円 と する も ので ご ざい ま

６２ページ、第３款国庫支出金におきまし

す。

て、公共下水道事業国庫補助金といたしまし

歳出から御説明申し上げます。

て８００万円を計上いたしました。

５０ページをお願いいたします。

第４款繰入金におきまして、一般会計繰入

５０ページ、第２款保険給付費第２項高額
療養費第１目一般被保険者高額療養費におき

金といたしまして６２５万９,０００円を減
額いたしました。

まして、高額療養給付費負担金といたしまし

５６ページへお戻りください。

て ４ ０８ 万 １, ００ ０ 円を 計 上い た しま し

５６ページ、第２表繰越明許費１件をお願

た。

いいたしました。

第３款後期高齢者支援金等第１項後期高齢

５７ページをお願いいたします。

者支援金等第１目後期高齢者支援金におきま
して、後期高齢者支援金負担金といたしまし

５７ページ、第３表地方債補正変更１件を
お願いをいたしました。

て１,０４６万５,０００円を計上をいたしま

次に、６７ページをお願いいたします。

した。

６７ページ、議案第１０９号平成２５年度

次に、歳入について御説明申し上げます。

足寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）

４６ページへお戻りください。

について、御説明を申し上げます。
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歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

万７,０００円とするものでございます。

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

補正予算の内容につきましては、事業の執

出それぞれ９億４,９１６万５,０００円とす

行残による減額などが主なものでございます

るものでございます。

ので、説明を省略をさせていただきます。

補正予算の内容につきましては、特に説明

次に、９３ページをお願いいたします。

すべき事項がございませんので省略をさせて
いただきます。

９３ページ、議案第１１２号平成２５年度
足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

次に、７５ページをお願いいたします。

２号）について、御説明申し上げます。

７５ページ、議案第１１０号平成２５年度

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

０７万１,０００円を追加し、歳入歳出予算

理事業特別会計補正予算（第３号）につい

の総額を歳入歳出それぞれ１億７３９万

て、御説明申し上げます。

６,０００円とするものでございます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

９８ページをお願いいたします。

５９０万７,０００円を減額し、歳入歳出予

歳出でございますが、第２款後期高齢者医

算の総額を歳入歳出それぞれ２億１,３９８

療広域連合納付金におきまして、保険料等負

万円とするものでございます。

担金といたしまして６８０万２,０００円を

歳出から説明を申し上げます。

計上いたしました。

８２ページをお願いいたします。

次に、歳入でございますが、第１款後期高

８２ページ、第２款事業費におきまして、
人事異動による該当職員の変更により、給

齢者医療保険料におきまして、５７９万
２,０００円を計上いたしました。

料・職員手当等をそれぞれ減額いたしまし
た。

次に、企業会計について御説明申し上げま
す。

歳入について申し上げます。

１０１ページをお願いいたします。

８０ページへお戻りください。

１０１ページ、議案第１１３号平成２５年

８０ページ、第４款繰入金におきまして、

度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

一般会計繰入金といたしまして６,１２３万

（第２号）について、御説明申し上げます。

７,０００円を計上いたしました。

収益的収入及び支出の総額から３,８７２

第７款町債におきまして、地方道路等整備

万２,０００円を減額し、収益的収入及び支

事業債といたしまして６,７１０万円を減額

出の総額をそれぞれ１１億８,８２７万１,０

いたしました。町債を廃止し、国からの地域

００円とするものでございます。

の元気臨時交付金を財源として一般会計から

次に、資本的収入及び支出の総額に資本的

繰り入れするものでございます。

収入額４２万７,０００円、資本的支出額５

７６ページへお戻りください。

７万円をそれぞれ追加をいたしまして、資本

７６ページ、第２表地方債補正、廃止１件

的収入の総額を８,４０５万２,０００円に、

をお願いいたしました。

資本的支出の総額を１億５９２万９,０００

次に、８５ページをお願いいたします。

円とするものでございます。

８５ページ、議案第１１１号平成２５年度

資本的収入額が資本的支出額に対しまして

足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

不足する額２,１８７万７,０００円は、過年

（第１号）について、御説明申し上げます。

度分損益勘定留保資金で補填するものでござ

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

います。

１１２万１,０００円を減額し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ２億９,８３５

補正予算の主な内容について申し上げま
す。
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１０６ページをお願いいたします。

○議長（吉田敏男君）

１０６ページ、収益的収入及び支出でござ

ページ、第２款総務費、質疑はございません

いますが、支出から申し上げます。第１款病

１６ページから２０

か。

院事業費第１項医業費用第１目給与費におき

（「なし」と呼ぶ者あり）

まして、給料、手当、法定福利費をそれぞれ

○議長（吉田敏男君）

減額をいたしました。

ページ、第３款民生費、質疑はございません

収入について申し上げます。第１款病院事

２０ページから２４

か。

業収益第１項医業収益におきまして、一般入

７番。

院収益、一般外来収益、救急医療確保経費に

○７番（田利正文君）

対する一般会計負担金をそれぞれ減額いたし

節の扶助費のところですけれど、特別母子、

ました。

それから遺族年金、重度心身障害年金がマイ

第３款の民生費２０

第２項医業外収益におきまして、不採算地

ナスになっています。それの簡単な説明と、

区病院運営経費に対する一般会計負担金の減

それから冬の生活支援対策費、３００世帯対

額などをいたしました。

象となっていますが、３００世帯の住環境の

１０８ページをお願いいたします。

状況というのでしょうか、それがもしおわか

１０８ページ、資本的収入及び支出でござ

りであれば若干お知らせしてほしいと思いま

いますが、行政報告いたしました十勝メディ

す。それから、下の新体系定着支援事業給付

カルネットワーク事業に伴います予算を計上

費についてもちょっと説明をお願いしたいと

をいたしました。

思います。

１０２ページへお戻りください。

○議長（吉田敏男君）

１０２ページ、第４条におきまして、議会

○福祉課長（櫻井光雄君）

の議決を経なければ流用することができない

答弁、福祉課長。
お答えいたしま

す。

経費中、職員給与費から４,０５９万４,００

特別母子遺児年金、重度心身障害者年金は

０円を減額し、当該経費の総額を７億２,４

既に交付金が交付されておりまして、その執

３２万３,０００円に変更をお願いするもの

行残を減額をさせていただきました。

でございます。

冬の生活支援対策費につきましては、住環

以上で、議案第１０６号平成２５年度足寄
町一般会計補正予算（第９号）から議案第１

境の調査をしているかという御質問でありま
すけれども、住環境は調べておりません。

１３号平成２５年度足寄町国民健康保険病院

それから、新体系定着支援事業給付金、こ

事業会計補正予算（第２号）までの説明とさ

れにつきましては、障害者自立支援対策臨時

せていただきます。

特例交付金特別対策事業というのが平成２４

御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ
ます。

年度で終了しておりまして、平成２５年３月
分の給付金の部分を本年度、２５年度でお支

○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。

払いをさせていただいておりまして、その残
額を減額させていただくものでございます。

これから、議案第１０６号平成２５年度足

以上です。

寄町一般会計補正予算（第９号）の件の質疑

○議長（吉田敏男君）

７番。

を行います。

○７番（田利正文君）

執行残ということは

１６ページをお開きください。

対象者が減ったというふうに捉えていいので

歳出から始めます。款で進めます。

しょうか。

第１款議会費、質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）
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当初予算で計上

している部分につきましては若干多目に見さ

５日現在の価格が１００円を超えているとい

せていただいておりますけれども、それぞれ

うことで、臨時議会で補正予算を組ませてい

基準日において対象になっている方等々全員

ただきまして支給をさせていただいておりま

に交付させていただいて、その余りがこう

す。このときにつきましては、高齢者世帯が

いった形になっているということでございま

４０世帯、身体障害者世帯７世帯、母子世帯

す。

が７世帯の合計５４世帯が申請されまして、

○議長（吉田敏男君）

他に、民生費、質疑

はございませんか。

１万円の商品券を交付させていただきまし
て、支出総額は５４万円となっております。

８番。
○８番（熊澤芳潔君）

以上でございます。
社会福祉総務費の民

生費でございますけれども、冬の生活支援対

○議長（吉田敏男君）
か。

策事業費３００万円についてお聞きをいたし
ます。

（発言する者あり）
○議長（吉田敏男君）

この事業につきましては、ことしは特に４
月からの値上げ等で生活環境が厳しくなった

答弁漏れありません

利用率についてとい

うことです。対象者に対して何人ということ
でしょう。

わけでございまして、事業につきましては評

若干休憩をいたします。

価するわけでございますけれども。この事業

午前１０時３３分

休憩

につきましては何年か続いているわけでござ

午前１０時３７分

再開

いますけれども、その実績についてお聞きし

○議長（吉田敏男君）

たいと思いますけれども、世帯数は行政では

再開をいたします。

把握していると思いますので、申請者は何人

福祉課長、答弁。

休憩を閉じ、会議を

なのか、また何人が利用したのかどうか、ま

○福祉課長（櫻井光雄君）

たもし１００％利用しないとすれば、その原

す。

因といいますか、内容についてはどういう内

お答えいたしま

平成２０年度におきましては、１５０世帯

容なのかをまずお聞きしたいと思います。

を予定しておりまして、実際に交付されたの

○議長（吉田敏男君）

は６６世帯であります。平成２４年度、昨年

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

度におきましても、１５０世帯を予定してい
ましたけれども、５４世帯という実績となっ

過去の実績についての御質問かと思いま

ております。

す。この事業につきましては、平成２０年度

実際に交付申請、助成の申請がされなかっ

と昨年、平成２４年度、過去２回実施をして

た理由でございますけれども、私ども税情報

おります。

のほうから情報をいただいておりまして、収

平成２０年度の灯油価格が高騰していまし

入制限の中でお一人８０万円以下の収入の方

て、このときには１２０円を超えている価格

を対象とされております。そのほかに、税の

でございまして、このときには対象者は、高

申告をされる、課税の申告対象のならない遺

齢者世帯につきましては５０世帯に、そして

族年金、あるいは障害者年金、これらを受け

身体障害者世帯につきましては８世帯、母子

ている方については、その収入状況をお示し

世帯につきましては８世帯の６６世帯に交付

をしていただいた上で、その上で対象になる

されておりまして、このときは１世帯当たり

かどうかということで判断をさせていただい

２万円を支給しておりまして、１３２万円の

ております。結果、税の申告をされて収入が

支出となっています。

８０万円以下の方であっても、遺族年金です

昨年でございますけれども、昨年は１月１

とか障害者年金、あるいはその他の収入が
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あって要件に該当しなかったものと思ってお

ては、それぞれ回っていただきながら該当者

ります。

の発掘といいますか、対象者をきちんと把握

予算に対する支給率でございますけれど
も、平成２０年度におきましては４４％、平

するように努めをさせていただいておりま
す。

成２４年度におきましては３６％の執行率と
なっております。
そういったことで、今年度におきましては

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番。

○８番（熊澤芳潔君）

わかりました。

要件を緩和させていただきまして、まずは遺

いずれにしても、このことには秘密保護法

族年金、あるいは障害者年金をお受けされて

みたいな形で大変なのかなと思いますので、

いる方についても、その部分は収入要件から

民生委員さんも必要不可欠な部分もあります

外させていただいて、あくまでも収入１００

けれども、やはり町直接、やはりこういう事

万円以下ということで、２０万円を上げさせ

業につきましては文書をもってやらないとや

ていただきました。そういったことで、本年

はりいろいろな漏れが出るのかなという気が

度におきましては、高齢者世帯を２６０世

いたしますので、そこら辺のことはそういう

帯、身体障害者世帯を２０世帯、母子世帯を

ことで十分に本人に行き渡るような形でお願

２０世帯ということで、３００世帯を対象に

いをしたいと思います。

制度設計をさせていただいております。

次に、１万円の金額につきましてお伺いい

以上でございます。

たします。

○議長（吉田敏男君）

８番。

○８番（熊澤芳潔君）

何となくわかったよ

品、また公共料金、また介護保険の値上げと

うなあれですけれども。いずれにしまして

いうことで、高齢者等が多いかと思いますの

も、私、心配しているのは、執行率を見まし

で、また灯油につきましては、先ほど言いま

ても４４％、３６％、ことしは３００世帯と

したように１０４円ということでございまし

いうことでございますけれども、町民の皆様

て、２００９年１２月には約７０円だったの

に申請の段階で十分に本人に行き渡っている

ですけれども、ことしは１０４円ということ

のか、この事業が。行き渡っているのかどう

で大幅な値上げでございます。それから、収

かということが心配のことなのですけれど

入につきましては、こちらにつきましては年

も。

金または生活保護費の引き下げということで

先ほど言いましたように、４月から食料

この申請のことにつきましては、自己申告

ダブルパンチを受けたような状態で、生活に

か、それとも町のほうからきちんと文書を

は大変困窮しているというような形に値する

もって知らせているのか、そこら辺のことに

のかなという気がいたしますので。

ついてお聞きしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

次に、収入につきまして、若干またデータ

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

的にちょっとお伺いしたいのですけれども、

住民への周知方

この収入ですけれども、分析できるかどうか

法ですけれども、昨年の場合は各自治会宛て

ちょっとお聞きしたいのですけれども、収入

に回覧文書で周知をさせていただきました。

が１００万円以下ということでございますの

また民生委員さんにお集まりをいただいて、

で、では収入が３０万円以下の世帯が何世帯

この制度の趣旨を説明させていただいて、該

なのか、また３０万円以上５０万円世帯が何

当する、私どもそういった低所得者等の名簿

世帯なのか、５０万円以上７０万円以下の世

もつくらせていただいておりますから、そう

帯が何人なのか、７０万円以上１００万円以

いったものを情報を民生委員さんにもお伝え

下の世帯が何人なのか。なぜ聞くのかといい

しながら、該当になるような人の部分につい

ますと、１万円の金額についてのちょっと参

― 9 ―

考にしたいために、できればお聞きしたいと

も税情報でいう収入が１００万円以下の方は

思います。

全て対象としましょうという、こういうこと

○議長（吉田敏男君）

福祉課長、答弁。

○福祉課長（櫻井光雄君）

なのですよ。

今、御質問が

それともう一つ議員が言われている、高齢

あった件については、改めてデータを収入金

者の方も含めて、収入の階層によっては当然

額別にコンピューター上で出していただくし

その困窮度も違うと。これはそのとおりだと

かなくて、調べておりませんので御容赦をい

いうふうに思っているのですけれども、た

ただきたいなと思います。

だ、制度設計上、これを事細かくやるという

○議長（吉田敏男君）

のは極めて難しいことだなというふうに思っ

今のお答えでよろし

いですか。

ているのですよ。ですから一応基本的には収

８番。

入ということにしていますけれども、ひょっ

○８番（熊澤芳潔君）

私、なぜこれを聞く

としたら中には、収入はゼロだけれども蓄え

かといいますと、高齢者の方で１００万円以

がたくさんあるという方もいらっしゃるのだ

下となりますと、恐らく１００万円ではなく

と思うのです。でも、そういったことは細か

て６０万円から７０万円の方が多いのかなと

くというのは、これは正直言って不可能に近

いう気がします。その金額であるとすれば、

いことだなというふうに思っているのです。

この生活支援対策ということについて値する

そこで制度設計上、これは我が町だけではあ

のかどうかなと。まだまだやはり温かい手を

りませんけれども、それぞれこういう対策を

差し伸べる必要があるのではないかなという

打っているところについては、一番大前提と

気がするのですけれども、そこら辺のことに

なる制度設計のもと、これはあくまでも収入

ついてはどうでしょうかね。

基準でいきましょうと。あとはそれぞれの町

○議長（吉田敏男君）

村の考え方で、先ほどから説明しているとお

○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。
この支援対策の制

り、この部分はどうするだとか、除外しよう

度といいますか、制度設計上の問題になるの

だとか、いやこれも入れようだとか、そうい

ですよね。先程来から福祉課長が説明してい

うことがあるものですから、そのようなこと

るとおり、大前提の基準というのを収入に置

でぜひ御理解をいただきたいなというふうに

きましょうと。この収入についても従来は、

思います。

税情報でいきますと収入というのは先ほどか

以上でございます。

ら言っているとおり遺族年金だとか障害者年

○議長（吉田敏男君）

８番。

金は含まれないのですよ。ですから、これは

○８番（熊澤芳潔君）

わかりました。そう

一応こういうことで従来は８０万円以下の世

いう細かいことまである程度根拠としてやっ

帯については基本的には該当させますよと。

ておられるということであれば、若干わかり

福祉課のほうでもその他の収入というのは

ますけれども。

ちょっと情報としてはありませんから、ただ

ただ、いずれにしましても、ことしは特別

し書きでそういったことも含めて、こういう

な年であったのかなと私は気がします。それ

別な収入のある方については該当しない場合

で今後に向けて、やはりこれだけ３００世帯

もありますよというような、だから非常に難

もそういった方がいるということは大変なこ

しかったのです、今までが。そこのところを

とだなというふうに思いますので、なおより

今年度からは、まず８０万円を１００万円に

よい事業の内容として見ていただけるような

引き上げて、そしてそういった、これまでは

形で進めていただきたいということでお願い

除外していたものはそれはもうお構いなし

申し上げて終わります。

と。平たく言いますと。ですから、あくまで

○議長（吉田敏男君）
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他に、第３款民生

費、ございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ページ、第１０款教育費、質疑はございませ

次に、２４ページか

んか。

ら２６ページ。第４款衛生費、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）

３４ページから３８

歳出総括ございませ

んか。

次に、第５款労働

費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

７番。

８ページにお戻りく

ださい。

○７番（田利正文君）

５款のところの単身

歳入に入ります。８ページから１５ペー

者住宅管理費とありますが、この単身者住宅

ジ、歳入一括で行います。質疑はございませ

というのは町職員の単身者のための町の住宅

んか。

でいいのでしょうか。そうであれば、どこに

９番。

何ぼあるのかというのを、僕、知りたいので

○９番（井脇昌美君）

すけれども。

けれども、かなり町民の人が関心を結構持っ

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

小さなことなのです

ていることで。実は生産物売払収入と、木苺

単身者勤労者住

の件ですね。以前にも新聞にもいろいろなこ

宅、これについては町職員が入る職員の住宅

とで問われて、また聞くところによると、町

ではございません。小学校の東側に３棟ござ

長との懇談会の中でも一般の町民から質疑も

います単身者の勤労者の住宅ということでご

出たようなのですけれども、今回の樹木の売

ざいます。

り払い収入、金額的にはこの金額云々でこれ

以上でございます。

は理解するのですけれど、木苺の売却収入、

○議長（吉田敏男君）

７番。

これも理解するところなのですけれども、一

○７番（田利正文君）

一般町民が入る単身

体この木苺の生産、また土地と樹木の売り払

者の住宅という意味ですね。わかりました。

い等も含めて、どの辺、町として維持を今後

○議長（吉田敏男君）

考えているのか、ちょっと一連のあれを細か

他に、労働費、質疑

はございませんか。

く必要ないですから、今の現況も含めて説明

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

していただきたいのです。

次に、２６ページか

○議長（吉田敏男君）

ら２８ページ、第６款農林水産業費、質疑は

○副町長（田中幸壽君）

ございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

お答えをいたしま

木苺のここでは歳入の売払収入でございま

次に、第７款商工

費、質疑はございませんか。

すけれども、ちょっと長くなりますけれど
も、若干、木苺畑の沿革についてから説明を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

答弁、副町長。

させていただきますけれども、もともとは樹

３０ページから３４

芸樹木園地ということで、これは昭和４８年

ページ、第８款土木費、質疑はございません

に条例で定めておりますけれども、観賞用の

か。

樹芸樹木の育成を目的として樹芸樹木園地事
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

業ということで、自然休養村事業ということ

第９款消防費、質疑

はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

で具体的にはそういった事業で整備をしてお
ります、４８年から。現実には平成１０年に
この樹芸樹木園地事業というのは中止をした
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わけでございます。ただ、樹芸樹木園地の生

いうことで、とりあえず雑木整理をしようと

産は中止をしたけども、今現在、冒頭申し上

いうことで、そういった作業をしております

げた条例はそのまま残っているわけで、この

けれども、そういった中で十勝管内の企業の

条例がなぜ残ったかというと、補助事業等々

方から一定の提案がされました。というの

の耐用年数の関係等々で条例廃止ができな

は、今現在ある０.４ヘクタールの木苺畑を

かったということでございます。

数年かけて４.６ヘクタール全体に拡大をし

それとはまたもう一つあるのが、木苺栽培

て木苺栽培をしたいと。さらには、栽培の木

の関係でございますけれども、全体で樹芸樹

苺をどう利用、利活用なのですけれども、基

木園地というのは４.６ヘクタールぐらいの

本的には自社で製品開発をして販売をする。

面積を保有しております。その中に０.４ヘ

さらには、今、既に苺ジャム等の生産はして

クタールの木苺畑というのがございまして、

いるようでありますけれども、畑の拡張に

平成２年にこの栽培というのは始まったとい

伴って、場合によっては大手の乳業業者とタ

う経過になっておりまして、今現在続いてい

イアップして木苺ヨーグルト等の生産をした

るということであります。この間、木苺に関

いとか、あそこの施設というのは、畑敷地だ

しては、平成４年から平成１３年度までは木

けではなくて、倉庫ですとか温泉、これは耐

苺のリキュールを生産といいますか、リ

用年数は確かに過ぎているのですけれども、

キュール愛冠という名称で、こういったリ

そういったものも将来利活用して現地販売を

キュール酒を販売をしておりました。さら

したり、花の栽培をしたり、そういった企画

に、平成１４年から１７年までなのですけれ

書が出されました、実は。それで、今、検討

ども、木苺を使ってワインを販売していた

しているところでありますけれども、３月ま

と、そういった歴史的経過がございます。そ

でに向けて来年度予算といいますか、来年の

ういった部分で木苺畑だけは継続をしてきた

３月定例議会までに一定の内部検討をして、

ところであります。

行政としての方向づけを議会に対してもお示

ところが、最終的に平成１７年に、木苺の
リキュールについては１３年、ワインについ

しをしたいということで、今、作業中であり
ます。

ては１７年ですから、それ以降は一般会計の

４ .６ ヘ クタ ール の 町有 地 、遊 休 財産 に

総務で管理をしていたわけですけれども、木

なっておりますので、私どもとしては、その

苺の管理も平成１６年に中止をしておりま

事業者が事業を展開することによって雇用の

す。それ以降、平成１８年になって町内の民

促進であり、さらに木苺でこの間リキュール

間の事業者のほうから木苺の購入等々があっ

酒とかワインとかいろいろやってきたのです

たものですから、１８年間から２年間休んだ

けれども、それ以上の効果が出せるというこ

のですけれども、１８年から、言葉悪いです

とであれば、十分この企画書というのは検討

けれども、細々と木苺畑０.４ヘクタールを

に値するのだろうということで、前向きに受

維持しているというのが現状であります。

けとめておりますので、若干時間かかります

ここに来て、園地が事業を中止をしてもう

けれども、来年年明けには議会のほうにも一

１５年たちますので、４.６ヘクタールの総

定程度方向性を明らかにして、一定の議論を

面積を有していますけれども、いわゆる雑木

していただきたいなということで私どもも考

等々が自然的に大きくなって、土地がもう荒

えているところであります。

廃しているということで、いずれにしてもこ

ちょっと経過が長くなって申しわけありま

のままの状態では置けないということで、い

せんけれども、そういったことで、あの木苺

ろいろ内部でも協議をしてきたところであり

を突然やめると、そういったことで考えてい

ますけれども、今現在、雑木を整理をすると

るのではございませんので、もうちょっと生
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産性拡大をしていくというような方向で。た

が、これにつきましては、統計調査を道から

だ、行政が主体的になってやるという方向で

委託金をいただいて、それで統計調査を行っ

はなかなか、この時代背景の中で行政が営利

ているというところでありまして、実際その

を目的にというのはなかなか苦戦をしており

統計調査をやっていただく調査員の方たちの

ますので、そういったことも十分考慮しなが

報酬等、そういうものを支出しております。

ら対応してまいりたいと思いますので、御理

あと若干の事務費というか、需用費等を支出

解のほどよろしくお願いしたいと思います。

しておりまして、そういったものをこの委託

以上でございます。

金の中で賄っているという状況であります。

○議長（吉田敏男君）

９番。

○９番（井脇昌美君）

わかりました。

今回それぞれの統計調査をやって、実際に
かかった経費があるわけですけれども、そう

行政が主体ということには、私はもちろん

いったことで実際歳出のほうでも減額してお

この経過からいったらならないと思います

りますけれども、その収入であるこの委託金

し、町有地のいわば遊休財産としての行政が

についても減額をしているという中身でござ

しっかりとした借地者と、利活用のことは借

います。

地者の考えですから、これは町が一々どうこ

以上でございます。

うということですね。今後、今、０.４ヘク

○議長（吉田敏男君）

７番。

タールの木苺が植栽されている中で、将来的

○７番（田利正文君）

下のセンサスのほう

には全部、遊休地の４.６ヘクタールが借地

は同じですか。

していただけるのであれば、これはもう利に

○議長（吉田敏男君）

かなったありがたいことで、その辺のいわ

○総務課長（渡辺俊一君）

ば、今、樹木が散乱としているという、いろ

同じであります。統計調査の一環というか、

いろな雑草も生えている状態だと思うのです

同じような中身でこの委託金についても減

けれども、そのこともやはり美化につながる

額、それから調査区管理については１,００

ことですから、その辺の契約等をしっかりと

０円の増額というぐあいになっているところ

新しい年度に、そのことを協議していると言

であります。

うものですから、十分その辺も契約の一端に

以上でございます。

きちんと結んでいただいて、そして、いろい

○議長（吉田敏男君）

ろな中で、これ町有地ですから、またそれな

ませんか。

りの値する借地者があらわれるというのは、

７番。

答弁、総務課長。
経済センサスも

他に、質疑はござい

これはある件よろしいことですから、その辺

○７番（田利正文君）

しっかりと協議して進めていただきたいと思

過疎対策のところのバイオマスエネルギーセ

います。

ンター導入可能性調査について、中身につい

○議長（吉田敏男君）

他に、質疑はありま

せんか。
○７番（田利正文君）

て簡単で結構ですが。
○議長（吉田敏男君）

７番。

１５ページの２１款

○経済課長（岩原

答弁、経済課長。

栄君）

バイオマスエネ

１５款ですけれど

ルギーセンター導入可能性調査の内容でござ

も、５節です。工業統計・商業統計調査、そ

いますけれども、現在進めているのは家畜ふ

れから農林業と経済のセンサス、これについ

ん尿をもとにしたメタンガスを発酵したエネ

て若干説明願えますか。

ルギーの活用ということでのバイオマスプラ

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

ントが本町における導入に可能かどうかとい

第１５款道支出

うことの調査でございまして、その調査を本

金の統計調査等道委託金の関係でございます

年度やらせていただいているという内容でご
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ざいます。

をします。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。
収入の総括ございま

せんか。

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。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

それでは、ここで暫

時休憩をいたします。１１時２０分スタート
といたします。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１０６号平成２５年度
足寄町一般会計補正予算（第９号）の件は、

午前１１時０８分

休憩

午前１１時１９分

再開

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

原案のとおり可決されました。
４１ページをお開きください。
これから、議案第１０７号平成２５年度足
寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

８番熊澤芳潔君から先ほどの質疑中の発言
の訂正の申し出がありましたので、これを許
します。

４号）の件の質疑を行います。
４６ページから５３ページ、歳入歳出一括
で行います。質疑はございませんか。

８番。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○８番（熊澤芳潔君）

先ほどの再質問の中

で秘密保護法という言葉を発したと思います

○議長（吉田敏男君）
か。

けれども、個人情報保護法の言葉でございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

すのでよろしく対応をお願いいたします。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

ります。

次に、４ページにお

戻りください。

総括、ございません

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

第２表繰越明許費４件、質疑はございませ

ませんか。

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）

第３表地方債補正、

討論なしと認めま

す。

廃止１件、変更２件、質疑はございません

これで、討論を終わります。

か。

これから、議案第１０７号平成２５年度足
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

全体に対する総括は

ございませんか。

この表決は、起立によって行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

４号）の件の採決をします。
本件は、原案のとおり決定することに賛成

これで、質疑を終わ

の方は起立願います。

ります。

（賛成者起立）

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

全員の起立です。

したがって、議案第１０７号平成２５年度

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

討論なしと認めま

す。

（第４号）の件は、原案のとおり可決されま
した。

これで、討論を終わります。

５５ページをお開きください。

これから、議案第１０６号平成２５年度足

これから、議案第１０８号平成２５年度足

寄町一般会計補正予算（第９号）の件を採決

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第２
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号）の件の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

６２ページから６５ページ、歳入歳出一括
で行います。質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）
か。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

５６ページにお戻り

ください。

○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。

第２表繰越明許費１件、質疑はございませ
んか。

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）

（「なし」と呼ぶ者あり）

５７ページ、第３表

地方債補正、変更１件、質疑はございません
か。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。
これで、討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これから、議案第１０９号平成２５年度足

総括、ございません

か。

寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）の
件を採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

これで、質疑を終わ

ります。

本件は、原案のとおり決定するに賛成の方
は起立願います。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１０９号平成２５年度

討論なしと認めま

す。

足寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）
の件は、原案のとおり可決されました。

これで、討論を終わります。

７５ページをお開きください。

これから、議案第１０８号平成２５年度足

これから、議案第１１０号平成２５年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

号）の件を採決をします。

事業特別会計補正予算（第３号）の件の質疑

この表決は、起立によって行います。

を行います。

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。

８０ページから８３ページ、歳入歳出一括
で行います。質疑はございませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

全員の起立です。

したがって、議案第１０８号平成２５年度
足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

○議長（吉田敏男君）

ください。第２表地方債補正、廃止１件、質
疑はございませんか。

２号）の件は、原案のとおり可決されまし
た。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

６７ページをお開きください。

総括、ございません

か。

これから、議案第１０９号平成２５年度足

（「なし」と呼ぶ者あり）

寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）の

○議長（吉田敏男君）

件の質疑を行います。

ります。

７２ページ、歳入歳出一括で行います。質
疑はございませんか。

７６ページにお戻り

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
ませんか。
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（「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

す。

全員の起立です。

したがって、議案第１１１号平成２５年度
足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

これで、討論を終わります。

（第１号）の件は、原案のとおり可決されま

これから、議案第１１０号平成２５年度足

した。

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

９３ページをお開きください。

事業特別会計補正予算（第３号）の件を採決

これから、議案第１１２号平成２５年度足

をします。

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

この表決は、起立によって行います。

号）の件の質疑を行います。

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。

９８ページ、歳入歳出一括で行います。質
疑はございませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

全員の起立です。

したがって、議案第１１０号平成２５年度

○議長（吉田敏男君）
か。

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

（「なし」と呼ぶ者あり）

理事業特別会計補正予算（第３号）の件は原

○議長（吉田敏男君）

案のとおり可決されました。

ります。

８５ページをお開きください。

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

これから、議案第１１１号平成２５年度足

ませんか。

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
１号）の件の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

９０ページ、歳入歳出一括で行います。質
疑はございませんか。

討論なしと認めま

す。
これで、討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

これから、議案第１１２号平成２５年度足

総括、ございません

か。

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）の件を採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

これで、質疑を終わ

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、討論を行います。討論はござい
ませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１１２号平成２５年度

討論なしと認めま

す。

足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第
２号）の件は、原案のとおり可決されまし

これで、討論を終わります。

た。

これから、議案第１１１号平成２５年度足
寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
１号）の件を採決をします。

２号）の件の質疑を行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
（賛成者起立）

これから、議案第１１３号平成２５年度足
寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

この表決は、起立によって行います。
の方は起立願います。

１０１ページをお開きください。

１０６ページから１０８ページ、収益的収
入及び支出一括で行います。質疑はございま
せんか。
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９番。
○９番（井脇昌美君）

で出てくるのかなというクエスチョンマーク
この十勝メディカル

なのですけれど、近々総合病院の厚生病院が

ネットワークという、町長の行政報告にも出

移転しますね。その移転で恐らくその自治体

されました。これは本当に評価するところで

は助成も考えてそういうことでこの会がある

もあるのです。そこの中で、この費用は端末

のだけれどと。だから、このメディカルネッ

専用のソフトのパソコンの費用だという説明

トワークに協力加盟したことが、そのことも

をしていただいて、このことにはあれなので

将来的に先のことですけれど、助成も含めた

すけれども。まず、率直に管内で何町村ぐら

中で発生するのか、そういうことも考えられ

い、これ加盟しているのですか。

るのかと、そういうことをお聞きしたいので

○議長（吉田敏男君）

す、実は。そのことが加盟することによって

答弁、病院事務長。

○国民健康保険病院事務長（對馬邦彦君）

厚生病院の移転等に費用の助成ということも

十勝メディカルネットワークについての御質

考えられるのだけれどどうなのだろう、足寄

問でございますけれども、行政報告のほうに

さんはどうなのですかと問われたから、いや

もあったかと思うのですけれども、十勝管内

全然わかりませんよというお話しまではあれ

６０の医療機関が、今、参画を予定している

したのですけれど、その辺どうですか。

ということでございます。それで、帯広市内

○議長（吉田敏男君）

の６の医療機関がいわゆる公開型ということ

○町長（安久津勝彦君）

で情報提供をいたしまして、十勝管内それ以

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

外のところで６０の医療機関が参照型として

これまで新聞報道されております、厚生病

登録をするということで参画を予定しており

院の移転にかかわる私ども自治体に対する支

ます。

援要請というのは来ておりますけれども、そ

以上でございます。

のこととこのメディカルネットワーク事業は

○議長（吉田敏男君）

９番。

○９番（井脇昌美君）

わかりました。

全く関係がございません。
先ほど事務長がお答えしたとおり、帯広の

そのほうの事務長のおっしゃるのはわかっ

基幹病院といいましょうか、五つの病院を核

たのですけれど、町村ですよ。町村がここに

として、そこでいろいろな検査等々を含めた

何名ぐらい加入しているのですかという、私

情報をやり取りできるというシステムだとい

は問うたような気がするのですけれど。そち

うことでございますので、全くそちらのほう

らの説明もいただいたのはわかります。

とは関係ございません。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

病院事務長、答弁。

他に、収益的収入及

○国民健康保険病院事務長（對馬邦彦君）

び支出、資本的収入及び支出、ほかに質疑あ

お答えします。失礼いたしました。

りませんか。

管内の自治体病院が何町村加入しているか

（「なし」と呼ぶ者あり）

という質問でございますけれども、実際に幾

○議長（吉田敏男君）

つの病院がこれに参画するかというところは

りください。

実際押さえておりません。
○議長（吉田敏男君）

９番。

○９番（井脇昌美君）

わかりました。

１０２ページにお戻

第４条予算第８条に定めた経費、職員給与
費について、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

何を今、聞こうとしているかということ
が、ちょっと考えすぎかもしれないのです

○議長（吉田敏男君）
か。

が、ある自治体の議員からちょっとこの話が
あって、協力する将来的にも関係がこのこと

総括、ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
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これで、質疑を終わ

ります。

らの閉会中継続調査申出書について審議いた

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

します。
以上で、本定例会における議案書等の審議

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

は、本日をもってすべて終了する予定であり

討論なしと認めま

す。

ます。
以上で報告を終わります。

これで、討論を終わります。

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第１１３号平成２５年度足

報告を終わります。

これにて、委員長の

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第
２号）の件を採決をします。

◎

日程追加の議決

この表決は、起立によって行います。

○議長（吉田敏男君）

本件は、原案のとおり決定することに賛成

す。

の方は起立願います。

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

お諮りをいたしま

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

全員の起立です。

程に追加し、審議することにしたいと思いま

したがって、議案第１１３号平成２５年度

す。これに御異議ございませんか。

足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

（第２号）の件は、原案のとおり可決されま

○議長（吉田敏男君）

した。

す。

ここで、暫時休憩をいたします。

異議なしと認めま

したがって、追加議事日程のとおり日程に

休憩中に、議会運営委員会の開催をお願い
をいたします。

追加し、審議することに決定をいたしまし
た。

昼食の時間に入りますので、１時再開とい
たします。

◎

議案第１１４号

午前１１時３８分

休憩

○議長（吉田敏男君）

午後

再開

第１１４号平成２５年度足寄町一般会計補正

１時００分

追加日程第１

議案

予算（第１０号）の件を議題といたします。
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

本件について、提案理由の説明を求めま

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

町長

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

す。
安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

ただいま議題とな

りました議案第１１４号平成２５年度足寄町
高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

一般会計補正予算（第１０号）について、提
た

だいま開催されました議会運営委員会の協議
の結果を報告します。

案理由を御説明申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１
万３,０００円を追加をし、歳入歳出予算の

これより、本日の日程に追加し、議案第１
１４号と、意見書案第７号から意見書案第９
号までを即決で審議いたします。

総額を歳入歳出それぞれ１０４億６,７２６
万円とするものでございます。
６ページをお願いします。補正予算の内容

次に、総務産業常任委員会からの所管事務

でございますが、足寄町農業協同組合が農業

調査期限の延期について、文教厚生常任委員

者に貸し付けをする畜産経営改善緊急支援資

会、広報広聴常任委員会、議会運営委員会か

金利子補給費にかかわる補正でございます。
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この関連で２ページへお戻りいただきたい

◎

意見書案第７号

というふうに思います。この関連で、第２表

○議長（吉田敏男君）

において、債務負担行為補正、追加１件とい

書案第７号高規格幹線道路整備促進に関する

うことでお願いをいたしました。

意見書の件を議題といたします。

追加日程第２

意見

以上で、提案理由の説明とさせていただき

本件につきましては、条例第６５条第３項

ますので、よろしく御審議を賜りますようお

の規定によりまして、提案理由の説明を省略

願いを申し上げます。

をいたします。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

これから、議案第１１４号平成２５年度足

（「なし」と呼ぶ者あり）

寄町一般会計補正予算（第１０号）の件の質

○議長（吉田敏男君）

疑を行います。

す。

質疑なしと認めま

６ページをお開きください。

これで、質疑を終わります。

歳入歳出一括で行います。質疑はございま

これから、討論を行います。討論はござい

せんか。

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）

２ページにお戻りく

ださい。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

第２表債務負担行為補正、追加１件、質疑
はございませんか。

これから、意見書案第７号高規格幹線道路

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

整備促進に関する意見書の件を採決をしま

全体に対する総括、

ございませんか。

す。
この表決は、起立によって行います。

（「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。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

これから、討論を行

の方は起立願います。

います。討論はございませんか。

（賛成者起立）

（「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

す。

８番は反対ですね。

起立、多数です。
したがって、意見書案第７号高規格幹線道

これで、討論を終わります。

路整備促進に関する意見書の件は、原案のと

これから、議案第１１４号平成２５年度足

おり可決されました。

寄町一般会計補正予算（第１０号）の件を採
決をします。

◎

意見書案第８号

この表決は、起立によって行います。

○議長（吉田敏男君）

本件は、原案のとおり決定することに賛成

書案第８号平成２６年度畜産物価格決定等に

の方は起立願います。

意見

関する要望意見書の件を議題といたします。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

追加日程第３

本件につきましては、条例第６５条第３項

全員の起立です。

したがって、議案第１１４号平成２５年度
足寄町一般会計補正予算（第１０号）の件
は、原案のとおり可決されました。

の規定により、提案理由の説明を省略をいた
します。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

― 19 ―

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

識別圏の設定の即時撤回を求める意見書の件
を採決をします。

これで、質疑を終わります。

この表決は、起立によって行います。

これから、討論を行います。討論はござい

本件は、原案のとおり決定することに賛成

ませんか。

の方は起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

討論なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、意見書案第９号中国による防

これで、討論を終わります。

空識別圏の設定の即時撤回を求める意見書の

これから、意見書案第８号平成２６年度畜

件は、原案のとおり可決されました。

産物価格決定等に関する要望意見書の件を採
決をします。

◎

所管事務調査期限の延期

この表決は、起立によって行います。

○議長（吉田敏男君）

本件は、原案のとおり決定することに賛成

務調査期限の延期についての件を議題といた

の方は起立願います。

所管事

します。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

追加日程５

総務産業常任委員会に付託中の所管事務調

全員の起立です。

したがって、意見書案第８号平成２６年度
畜産物価格決定等に関する要望意見書の件
は、原案のとおり可決されました。

査については、調査が終わらないので、同委
員会から次期定例会まで期限を延期されたい
との要求がありました。
お諮りをいたします。
委員会の要求のとおり、期限を延期するこ

◎

意見書案第９号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第４

とに御異議ありませんか。
意見

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

書案第９号中国による防空識別圏の設定の即

○議長（吉田敏男君）

時撤回を求める意見書の件を議題といたしま

す。

す。

異議なしと認めま

したがって、総務産業常任委員会に付託中

本件につきましては、条例第６５条第３項

の所管事務調査について、調査の期限を委員

の規定により、提案理由の説明を省略をいた

会の要求のとおり次期定例会まで延期するこ

したいと思います。

とに決定をいたしました。

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

◎

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

閉会中継続調査申出書

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

追加日程６

閉会中

の継続調査申し出の件を議題といたします。
文教厚生常任委員会、広報広聴常任委員会

これで、質疑を終わります。

及び議会運営委員会の委員長から、総合条例

これから、討論を行います。討論はござい

第１３６条の規定によって、お手元に配付い

ませんか。

たしましたとおり、閉会中の継続調査の申し

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

出があります。

討論なしと認めま

す。

お諮りをいたします。
委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調

これで、討論を終わります。

査とすることに御異議ございませんか。

これから、意見書案第９号中国による防空
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、委員長の申し出のとおり、閉
会中の継続調査とすることに決定をいたしま
した。
◎

会期中閉会の議決

○議長（吉田敏男君）

お諮りをいたしま

す。
本定例会の会議に付された事件は、全て終
了をいたしました。
したがって、総合条例第２８条の規定に
よって、本日で閉会をしたいと思います。こ
れに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、本定例会は、本日で閉会する
ことに決定をいたしました。
◎

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

これで、本日の会議

を閉じます。
平成２５年第４回足寄町議会定例会を閉会
いたします。
午後

１時１３分

閉会
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