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午前１０時００分

開会

れは、かねてから懸念材料ということで足寄
町にとっても大変大きな問題だということ

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

で、ＴＰＰ交渉の行方であります。今現在、

全員の出席でござい

シンガポールでしょうか、閣僚の交渉という

ます。ただいまから、平成２６年第１回足寄

ことのようであります。大変難航していると

町議会臨時会を開会をいたします。

いう報告は受けておりますけれども、しか
し、その中では担当大臣の甘利大臣が、とり

◎

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

わけアメリカが要求しておる牛肉、これはも

町長安久津勝彦君か

ら、招集の御挨拶がございます。
町長

れども、撤廃という言い方はしていませんけ

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

う足寄町にとっては大変なことでありますけ
ど、関税率の引き下げというカードを切るや

議長のお許しをい

の報告もされております。今回はまとまらな

ただきましたので、第１回臨時議会の招集に

いのではないのかということでありますけれ

際して一言御挨拶を申し上げます。

ども、いずれにしましてもこの先の推移を見

まず、既に新聞報道等で御案内のとおり、

守っていかなければいけないというふうに

足寄高校の今年度の入試にかかる出願状況の

思っておりますし、これは、農業関係団体を

新聞報道がございました。２９名の出願とい

含めて従来どおり、もう脱退すべしという姿

うことで、大変厳しい内容となっておりま

勢は私は変わらないというふうに思っていま

す。この間、一クラスになった場合、すなわ

すので、そんなことでまた情報収集に努めて

ち４０名以下の入学の場合については、次年

いきたいというふうに思っているところでご

度の募集が基本的には一間口の募集になって

ざいます。

しまうということで、この間、道教委への要

さて、本日予定しております案件でござい

請等々を含めてやってきたわけでありますけ

ますけれども、このうち、議長のお許しをい

れども、正直申し上げて４０名という、もっ

ただいた後、行政報告を２件予定しておりま

と言えば４０名、４１名のラインよりも大幅

す。それから、議案といたしましては、規約

に下回る２９名という、ある意味私にとって

並びに条例改正にかかわる案件が２件、それ

はショッキングな報道でございました。今

から各会計の２５年度の補正予算６件予定し

後、足寄高校の存続について、これは大変大

てございます。

きな問題でありますから、今後の展開をどう

よろしく御審議のほどを申し上げまして、

していくのかということについて極めて重い

開会に当たっての御挨拶とさせていただきま

状況になってしまったなというふうに思って

す。

おります。地元足寄町にとっては、高校の存
在というのは極めて大きなものがありますか

◎

開議宣告

ら、考えられる手、ありとあらゆる方策を講

○議長（吉田敏男君）

じていかなければいけないというふうには

議を開きます。

思っておりますけれども、率直に言ってなか
なか大変厳しい状況になってしまったと、そ

これから、本日の会

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

んな思いであります。今後、また、議員各位
におかれましてもいろいろな御指導、御提言

◎

会議録署名議員の指名

等もいただければということをお願いを申し

○議長（吉田敏男君）

上げておきたいというふうに思います。

名議員の指名を行います。

それと、もう１点懸念材料であります。こ
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日程第１

会議録署

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

１８４条の規定によって、９番井脇昌美君、

げます。

１０番後藤次雄君を指名をいたします。

まず、還付加算金の未払いについてでござ
います。

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

町税などの還付加算金の一部について、未

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

払いがあることが判明いたしましたので、御
報告を申し上げます。

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

町税などの過納金の還付加算金について、
本

税金の納付日の翌日から起算すべきところ

日開催されました第１回臨時会に伴う、議会

を、納付後の確定申告時における税務署から

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

の通知を起点にした基準日で算定するという

会期は、本日１日限りであります。

誤りによる他自治体の還付加算金未払い報道

本日は、町長から行政報告を受けた後に議

を受け調査した結果、本町においても平成２

案第１号から議案第８号までを即決で審議い

０年度から平成２４年度分において３８件、

たします。

２５人、合計で１５万１,８００円の還付加

以上で、議会運営委員会の協議結果の報告
を終わらせていただきます。

算金の未払いがあることが判明いたしまし
た。

なお、本日の本会議終了後に全員協議会を

未払いの内訳は、町民税が３２件、１９

開催いたしますので、よろしくお願いいたし

人 、 １ ３万 ８ ,２０ ０ 円、 固 定資 産 税が ４

ます。

件、４人、１万円、国民健康保険税が２件、

○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。

２人、３,６００円となっており、該当する
皆様におわびを申し上げるとともに、速やか
に還付加算金の支払いを行わせていただきま

◎

会期決定の件

○議長（吉田敏男君）

日程第２

す。
会期決定

今後は、法令の再確認と内容の周知徹底を

の件を議題といたします。

図り、チェック体制を強化することで再発防

お諮りをいたします。

止に努める所存でございますので、御理解を

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

賜りますようお願い申し上げ、御報告といた

思います。これに御異議ございませんか。

します。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

不手際、大変申しわけございませんでし

異議なしと認めま

た。

す。

次に、株式会社あしょろ農産公社の解散に

したがって、会期は、本日１日間に決定を

ついてでございます。

いたしました。

株式会社あしょろ農産公社の解散につい
て、御報告を申し上げます。
◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

株式会社あしょろ農産公社は、平成２５年
行政報告

を行います。

て、１０月末日で製造部門及び販売部門を中

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

止をし、解散に向けた事務処理を行うことが
承認されたことから、昨年１０月の第５回臨

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

１０月１１日の第１回臨時株主総会におい

時会において行政報告をさせていただいたと
議長のお許しをい

ころであります。

ただきましたので、２件の行政報告を申し上
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平成２６年２月６日に第２回臨時株主総会

が開催され、平成２５年４月１日から１２月

害程度区分判定審査会共同設置規約の変更に

３１日までの第２２期仮決算報告及び解散に

ついて、議会の議決をお願いするものでござ

ついて承認がされました。なお、仮決算によ

います。

る出資金の残は、出資金３,０００万円に対

変更の内容について御説明申し上げます。

し１,０００万円程度の見込みとなっており

十勝東北部障害程度区分判定審査会共同設

ます。また、清算人として新津賀庸氏を選任

置規約（平成１８年規約第２号）の一部を次

し、承認がされました。

のように変更する。

今後は清算人と町が連携をし、３月末まで
に清算事務処理を進め、第３回臨時株主総会

題名中「障害程度区分」を「障害支援区
分」に改める。

を開催し、最終決算報告を行った後、清算結

第１条中、「障害者自立支援法」を「障害

了登記申請、抹消登記等を行い、解散に伴う

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

諸手続きのすべてが完了することとなりま

るための法律」に改める。

す。

第２条中、「障害程度区分」を「障害支援

平成５年２月１日の設立から２０年間、足

区分」に改める。

寄町の畜産振興と観光振興の一端を担ってま
いりましたが、本年をもって長い歴史の幕を

附則として、この規約は、平成２６年４月
１日から施行するものでございます。

閉じることとなりました。

以上でございますが、右欄に新旧対照表を

これまで皆様からいただきました御指導と

添付しておりますので、御審議のほどよろし

多大なる御協力に深く感謝を申し上げ、株式

くお願い申し上げます。

会社あしょろ農産公社の解散についての御報

○議長（吉田敏男君）

告といたします。

理由の説明を終わります。

○議長（吉田敏男君）

これで、行政報告を

終わります。

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。
（「なし」と呼ぶ者あり）

◎

議案第１号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

○議長（吉田敏男君）
議案第１

質疑なしと認めま

す。

号十勝東北部障害程度区分判定審査会共同設

これで質疑を終わります。

置規約の変更についての件を議題といたしま

これから、討論を行います。討論はござい

す。

ませんか。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
福祉課長

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

討論なしと認めま

す。
ただいま議題と

これで、討論を終わります。

なりました議案第１号十勝東北部障害程度区

これから、議案第１号十勝東北部障害程度

分判定審査会共同設置規約の変更について、

区分判定審査会共同設置規約の変更について

提案理由を御説明申し上げます。

の件を採決をします。

本規約の変更でございますが、障害者の日

この表決は、起立によって行います。

常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律が改正されたことに伴い、地方自治法

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。

（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７
第２項の規定により、足寄町と本別町、陸別

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

町の３町で組織しております、十勝東北部障
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全員の起立です。

したがって、議案第１号十勝東北部障害程

度区分判定審査会共同設置規約の変更につい

う形なのかということをお聞きしたいと思い

ての件は、原案のとおり可決されました。

ます。
○議長（吉田敏男君）

◎

議案第２号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

ここで、暫時休憩を

いたします。
議案第２

午前１０時１９分

休憩

号足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

午前１０時２３分

再開

の一部を改正する条例の件を議題といたしま

○議長（吉田敏男君）

す。

再開をいたします。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

答弁、住民課長。
○住民課長（寺地

住民課長

寺地優君。

○住民課長（寺地

休憩を閉じ、会議を

優君）

ただいまの御質

問について、御答弁させていただきます。

優君）

ただいま議題と

４００リットルにつきましては、昭和６２

なりました議案第２号足寄町廃棄物の処理及

年４月１日に池北三町事務組合のほうでし尿

び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

処理を行ったときに、平均の便槽の大きさと

ついての提案理由の説明を申し上げます。

いうことで４００リットルを決めさせていた

本条例の改正につきましては、平成２６年

だいています。以降、そのまま４００リット

４月１日からの消費税が５％から８％に引き

ルを据え置いておりますので、このときの基

上げられることに伴い、し尿処理手数料につ

準をそのまま継続させていただいているとい

いて消費税転換対策特別措置法に基づき引き

うことになっております。

上げられる消費税分を料金の引き上げとして
改正を行うものでございます。
次に、改正内容でありますが、議案書３
ページの新旧対照表をごらんください。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番。

○８番（熊澤芳潔君）

そうしたら、６２年

の改定後はそのままということですので、現

足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

在、下水道等も完備されていて事業主から見

の別表にあります、し尿処理手数料の基本料

れば大変なことなのかなという部分も出てく

金１,７９０円を１,８４０円に、４００リッ

ると思いますけれども、その点については事

トルを超える１リットル当たりの超過料金を

業主の方とは協議をしながら進めているとい

４円４７銭を４円６０銭に、それぞれ引き上

うことでございますか。よろしくお願いしま

げる改正でございます。

す。

附則として、この条例は平成２６年４月１
日から施行するものでございます。

○議長（吉田敏男君）
○副町長（田中幸壽君）

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ

お答えをいたしま

す。

らせていただきます。

まず、今回の値上げ、料金改定に当たりま

よろしく御審議のほどをお願いいたしま
す。

しては、ベースは消費税のアップということ
でありますけれども、当然地元の収集業者等

○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。

はそういった部分の打ち合わせはやっており
ます。

これから質疑を行います。質疑はございま
せんか。
８番

答弁、副町長。

下水道の関係でありますけれども、これは
下水道、今私どもの町は継続中といいます

熊澤君。

○８番（熊澤芳潔君）

か、ハードの整備中でありますけれども、将
基本料金の４００

来この下水道が一定程度処理区域に下水道が

リットルという根拠については、何かどうい

完備された段階で、一定の収集量というのは
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値上げをしていくと。これ、よその町も同様

ますので、そのときに議論をいただきたいと

でありますけれども。要するに、下水道設備

いうふうに思っております。

をして、それに接続をしないということであ

以上でござます。

れば、基本的には二重設備になるわけであり

○議長（吉田敏男君）

７番

ますけれども、当然その普及率を上げるため

○７番（田利正文君）

今回のではないです

にし尿くみ取りの部分については、下水道に

けれども、消費税が５％から８％に上がる。

つないでいただきたいということで、そう

それを、いわば上乗せするという形になると

いった促進をするということもあって、料金

いうふうに理解していいのですね。

は今後値上げの方向で行くということが、こ

○議長（吉田敏男君）

れは上級官庁を含めて、そういった指導にな

（「なし」と呼ぶ者あり）

相談をさせていただきたいというふうに思い

○議長（吉田敏男君）

ます。

ます。

以上でございます。
他に質疑はございま

ませんか。
７番

田利君。

○７番（田利正文君）

これで質疑を終わり

これから、討論を行います。討論はござい

せんか。
７番

よろしいですか。

他に質疑はございませんか。

ておりますので、その辺は充分処理業者とも

○議長（吉田敏男君）

田利君。

田利君。

○７番（田利正文君）

額としては微々たる

今、副町長の答弁で

ものかもしれませんけれども、前言で私が言

ちょっと触れられたのですけれども、下水道

いましたように、くみ取りをしなければなら

が普及すると最終的には料金が上げるという

ない、あるいは完備しても下水につなげな

ことになると。そうなると、下水道が完備さ

い、あるいはつながないという人がいる中

れてもつながない人がいると。もちろん、つ

で、多少といえども消費税が上がることに

なげない人がいるのではないかというふうに

よってまたこれが上がっていくということ

私は思うのですけれども。つまり、収入の面

は、やっぱり大変なのかなという思いがあり

でですとか、それから持ち家が古くていつま

ますので、反対をしたいと思います。

でそこで暮らせるのかわからないということ

○議長（吉田敏男君）

も含めて、何十万もあるいはかけてできない

ざいませんか。

というふうに判断している人もいるのではな

（「なし」と呼ぶ者あり）

いかという思いがあるのですけれども、その

○議長（吉田敏男君）

辺の実態というのでしょうか、状況というの

んか。

はどうなのでしょうか。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

他に、反対討論はご

賛成討論ございませ

（「なし」と呼ぶ者あり）
答弁、町長。

○議長（吉田敏男君）

今の副町長がお答

これで、討論を終わ

ります。

えしたのは、下水道を整備をするというの

これから、議案第２号足寄町廃棄物の処理

は、整備区域というのはちゃんと定めて事業

及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

認可ももらっているわけでありますから、こ

の件を採決をいたします。

れは法律上でいきますと、つないでいただく

この表決は、起立によって行います。

のが原則ということになります。しかし、そ

本件は、原案のとおり決定することに賛成

ういう中にあって、何らかの事情でつなげな

の方は起立願います。

いだとか、そういうことは当然出てくるのだ

（賛成者起立）

ろうというふうに思っています。それは、そ

○議長（吉田敏男君）

の時点で当然議会にも提案をさせていただき

でございます。
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７番議員以外、起立

したがって、議案第２号足寄町廃棄物の処
理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

費、光熱水費合わせて１７万２,０００円を
計上いたしました。

例の件は、原案のとおり可決されました。

次に、歳入について御説明申し上げます。
８ページをお願いいたします。

◎

議案第３号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

８ページ、第１４款国庫支出金におきまし
議案第３

て、障害者総合支援事業費国庫補助金といた

号平成２５年度足寄町一般会計補正予算（第

しまして４６万９,０００円を計上いたしま

１１号）の件を議題といたします。

した。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

第１７款寄附金におきまして、総務寄附金
といたしまして５万円を計上いたしました。

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

２ページをお願いいたします。
ただいま議題と

第２表、繰越明許費補正といたしまして、

なりました、議案第３号平成２５年度足寄町

追加１件、変更１件をお願いいたしました。

一般会計補正予算（第１１号）につきまし

３ページをお願いいたします。

て、提案理由の御説明を申し上げます。

第３表、債務負担行為補正といたしまし

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

て、平成２６年度当初より業務開始を必要と

５１万９,０００円を追加し、歳入歳出予算

する複写機使用料など追加３２件、変更１件

の総額を歳入歳出それぞれ１０４億６,７７

の債務負担行為をお願いするものでございま

７万９,０００円とするものでございます。

す。

歳出から御説明申し上げます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

１０ページをお願いいたします。

ます。

第２款総務費におきまして、この間いただ

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま

きました寄附金と、今回の補正予算の財源調

す。

整のため、財政調整基金積立金といたしまし

○議長（吉田敏男君）

て、３８８万円を減額いたしました。

理由の説明を終わります。

これをもって、提案

第３款民生費、第１項社会福祉費におきま

これから、議案第３号平成２５年度足寄町

して、障害者福祉システム改修業務の委託料

一般会計補正予算（第１１号）の件の質疑を

といたしまして９３万９,０００円を計上い

行います。

たしました。障害者介護給付費、自立支援医

１０ページをお開きください。

療費といたしまして、合わせて扶助費２４３

歳出から始めます。款で進めます。

万６,０００円を計上いたしました。

第２款総務費、質疑はございませんか。

第２項老人福祉費におきまして、介護保険

（「なし」と呼ぶ者あり）

特別会計操出金を、第３項児童福祉費におき

○議長（吉田敏男君）

まして、子ども・子育て会議運営経費といた

はございませんか。

しまして委員報酬、費用弁償をそれぞれ計上
いたしました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第４款衛生費におきまして、十勝環境複合

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

１２ページをお願いいたします。

第４款衛生費、質疑

はございませんか。

事務組合し尿負担金といたしまして２９万
４,０００円を計上いたしました。

第３款民生費、質疑

１２ページ、第６款

農林水産業費、質疑はございませんか。

第６款農林水産業費におきまして、畜産物
処理加工施設運営経費といたしまして、燃料

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
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歳出総括ございませ

んか。

◎
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

議案第４号

○議長（吉田敏男君）

次に、８ページ。歳

入に入ります。

日程第７

議案第４

号平成２５年度足寄町簡易水道特別会計補正
予算（第１号）の件を議題といたします。

歳入一括で行います。質疑はございません
か。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

建設課長

歳入総括ございませ

んか。

阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）

ただいま議題と

なりました、議案第４号平成２５年度足寄町
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

簡易水道特別会計補正予算（第１号）につい

２ページにお戻りく

て、提案理由の御説明を申し上げます。

ださい。

１６ページをお願いいたします。

第２表、繰越明許費補正、追加１件、変更
１件。質疑はございませんか。

第１表、債務負担行為として、１件をお願
いするものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

内容といたしましては、平成２６年度当初

３ページから４ペー

ジ。

から業務開始を必要とする簡易水道６施設の
施設維持検針等業務委託の債務負担行為の設

第３表、債務負担行為補正、追加３２件、

定をお願いするものでございます。

変更１件。質疑はございませんか。

以上のとおり提案申し上げますので、御審

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

議賜りますようお願い申し上げます。

全体に対する総括ご

ざいませんか。

○議長（吉田敏男君）

理由の説明を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

これから、議案第４号平成２５年度足寄町

これで質疑を終わり

ます。

簡易水道特別会計補正予算（第１号）の件の
質疑を行います。

これから、討論を行います。

１６ページ。

討論はございませんか。

第１表、債務負担行為１件、質疑はござい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ませんか。

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３号平成２５年度足寄町

か。

一般会計補正予算（第１１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

これから、討論を行います。

の方は起立願います。

討論はございませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

総括ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

全員の起立です。

○議長（吉田敏男君）

したがって、議案第３号平成２５年度足寄

討論なしと認めま

す。

町一般会計補正予算（第１１号）の件は、原

これで、討論を終わります。

案のとおり可決されました。

これから、議案第４号平成２５年度足寄町
簡易水道特別会計補正予算（第１号）の件を
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採決をします。

介護保険特別会計補正予算（第３号）の件の

この表決は、起立によって行います。

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。

歳入歳出一括で行います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

２２ページ。
質疑はございませんか。

全員の起立です。

したがって、議案第４号平成２５年度足寄
町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の件

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
か。

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）

◎

議案第５号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

これで質疑を終わり

ます。
議案第５

号平成２５年度足寄町介護保険特別会計補正

これから、討論を行います。
討論はございませんか。

予算（第３号）の件を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま
す。
福祉課長

総括ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。
櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

これで、討論を終わります。
ただいま議題と

これから、議案第５号平成２５年度足寄町

なりました、議案第５号平成２５年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第３号）の件を

介護保険特別会計補正予算（第３号）につき

採決をします。

まして、提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
９９万９,０００円を追加し、歳入歳出予算

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。

の総額を、歳入歳出それぞれ９億５,０１６
万４,０００円とするものでございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

歳出から御説明申し上げます。

したがって、議案第５号平成２５年度足寄

２２ページをお開きください。

町介護保険特別会計補正予算（第３号）の件

第１款総務費といたしまして、消費税の引

は、原案のとおり可決されました。

き上げに伴う介護保険システム改修業務とし
て、委託料９９万９,０００円を計上いたし
ました。

◎

議案第６号

○議長（吉田敏男君）

日程第９

議案第６

次に、歳入でございますが、第３款国庫支

号平成２５年度足寄町介護サービス事業特別

出金において事業費補助金、第６款繰入金に

会計補正予算（第２号）の件を議題といたし

おきまして事務費繰入金を、それぞれ計上い

ます。

たしました。

本件について、提案理由の説明を求めま

以上で、提案理由の御説明とさせていただ
います。

福祉課長

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）

す。
櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

ただいま議題と

なりました、議案第６号平成２５年度足寄町
これをもって、提案

理由の説明を終わります。

介護サービス事業特別会計補正予算（第２
号）につきまして、提案理由を御説明を申し

これから、議案第５号平成２５年度足寄町

上げます。
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２６ページをお開きください。

７号平成２５年度足寄町上水道事業会計補正

第１表債務負担行為でございますが、平成

予算（第２号）の件を議題といたします。

２６年度開始当初から特別養護老人ホームの
事業運営に必要な３件の業務委託について、
債務負担行為の設定をお願いするものでござ
います。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
建設課長

阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）

ただいま議題と

以上のとおり提案を申し上げますので、御

なりました、議案第７号平成２５年度足寄町

審議のほどをよろしくお願い申し上げます。

上水道事業会計補正予算（第２号）につい

○議長（吉田敏男君）

て、提案理由の御説明を申し上げます。

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

第２条関係でございますが、予算第８条の

これから、議案第６号平成２５年度足寄町

次に第９条として債務負担行為を加え、平成

介護サービス事業特別会計補正予算（第２

２６年度当初から業務開始を必要とする施設

号）の件の質疑を行います。

維持検針等業務委託について、債務負担行為

２６ページ。

の設定をお願いするものでございます。

第１表債務負担行為、３件、質疑はござい
ませんか。

以上のとおり提案申し上げますので、御審
議賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。

総括ございません

か。

○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。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第７号平成２５年度足寄町

これで質疑を終わり

ます。

上水道事業会計補正予算（第２号）の件の質
疑を行います。

これから、討論を行います。

第２条債務負担行為、第９条の追加。質疑

討論はございませんか。

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）

総括ございません

か。

これで、討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これから、議案第６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２
号）の件を採決をいたします。

○議長（吉田敏男君）
ます。

これから、討論を行います。

この表決は、起立によって行います。

討論はございませんか。

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）
○議長（吉田敏男君）

これで質疑を終わり

討論なしと認めま

す。

全員の起立です。

これで、討論を終わります。

したがって、議案第６号平成２５年度足寄

これから、議案第７号平成２５年度足寄町

町介護サービス事業特別会計補正予算（第２

上水道事業会計補正予算（第２号）の件を採

号）の件は、原案のとおり可決されました。

決をいたします。
この表決は、起立によって行います。

◎

議案第７号

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

本件は、原案のとおり決定することに賛成
議案第

の方は起立願います。
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（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７号平成２５年度足寄

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

町上水道事業会計補正予算（第２号）の件

これで、討論を終わります。

は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第８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３

◎

議案第８号

○議長（吉田敏男君）

号）の件を採決をします。

日程第１１

議案第

８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３号）の件を議題といた

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。

します。

（賛成者起立）

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第８号平成２５年度足寄

病院事務長

對馬邦彦君。

○病院事務長（對馬邦彦君）

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３
ただいま議題

号）の件は、原案のとおり可決されました。

となりました、議案第８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３

◎

閉会宣告

号）について、提案理由を御説明申し上げま

○議長（吉田敏男君）

す。

時会に付議されました案件の審議は、全部終

第２条関係でございますが、予算第１１条

これをもって、本臨

了をいたしました。

の次に第１２条として債務負担行為を加え、

これで、本日の会議を閉じます。

平成２６年４月１日から業務開始を必要とす

平成２６年第１回足寄町議会臨時会を閉会

る夜間警備業務等委託など、２件の債務負担

をいたします。

行為の設定をお願いいたしております。

午前１０時５４分

以上のとおり提案申し上げますので、御審
議賜りますよう、よろしくお願いいたしま
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、議案第８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３
号）の件の質疑を行います。
第２条債務負担行為、第１２条の追加。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）

総括ございません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで質疑を終わり

ます。
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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閉会

