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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＜Ｐ３＞

日程第

２

会期の決定について＜Ｐ３〜Ｐ４＞

日程第

３

諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞

日程第

４

報告第１号

日程第

５

行政報告（町長・教育委員長）＜Ｐ４〜Ｐ６＞

日程第

６

行政執行方針（町長・教育委員長・農業委員会会長）＜Ｐ６〜Ｐ１７＞

日程第

７

報告第２号

総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ４＞

予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約の締
結について＜Ｐ１７＞

日程第

８

報告第３号

足寄町水道事業の業務に関する予定価格１,０００万円以上
の工事又は製造の請負契約の締結について＜Ｐ１７＞

日程第

９

議案第９号

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について＜Ｐ１８
〜Ｐ１９＞

日程第１０

議案第１０号

町道路線の変更について＜Ｐ１９＞

日程第１１

議案第１１号

町道路線の廃止について＜Ｐ１９〜Ｐ２０＞

日程第１２

議案第１２号

字の区域の変更について＜Ｐ２０〜Ｐ２１＞

日程第１３

議案第１３号

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例＜Ｐ２１〜Ｐ２２＞

日程第１４

議案第１４号

足寄町へき地保育所条例の一部を改正する条例＜Ｐ２２〜Ｐ
２３＞

日程第１５

議案第１５号

足寄町公の施設条例の一部を改正する条例＜Ｐ２３〜Ｐ２
４＞

日程第１６

議案第１６号

足寄町営大規模草地育成牧場の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例＜Ｐ２４〜Ｐ２５＞

日程第１７

議案第１７号

足寄町自然休養村樹芸樹木園地の設置及び管理に関する条例
を廃止する条例＜Ｐ２５〜Ｐ２６＞

日程第１８

議案第１８号

足寄町道路占有料徴収条例の一部を改正する条例＜Ｐ２６＞

日程第１９

議案第１９号

足寄町公園条例の一部を改正する条例＜Ｐ２６〜Ｐ２７＞

日程第２０

議案第２０号

足寄町公共下水道条例の一部を改正する条例＜Ｐ２７〜Ｐ２
８＞

日程第２１

議題第２１号

足寄町普通河川管理条例の一部を改正する条例＜Ｐ２８〜Ｐ
２９＞
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午前１０時００分

開会

受けます。
次に、議案第９号から議案第２１号までを

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

即決で審議いたします。

全員の出席でござい

ます。

１６日の日曜日に、一般質問などを行いま
す。

ただいまから、平成２６年第１回足寄町定
例会を開会をいたします。

１７日以降の審議予定については、一般質
問者の人数などにより流動的でありますの
で、今後の議会運営委員会において協議し、

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

皆様に御報告いたしますので、御了承願いま

これから、本日の会

す。

議を開きます。

議案第２２号から議案第３１号までの補正

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

予算案は、後日、提案説明を受けた後、即決
で審議いたします。
また、議案第３２号から議案第４１号まで

◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

の新年度予算案については、後日、提案説明
会議録署

名議員の指名を行います。

を受けた後、予算審査特別委員会を設置し、
会期中の審査といたします。

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

以上で報告を終わらせていただきます。

１８４条の規定によって、１１番川上初太郎

○議長（吉田敏男君）

君、１２番島田政典君を指名をいたします。

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）

日程第２

会期決定

の件を議題といたします。

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

これにて、議会運営

お諮りをいたします。
３

本定例会の会期は、本日から３月１９日ま

月４日に開催されました第１回定例会に伴う

での１５日間にしたいと思います。

議会運営委員会の協議の結果を報告いたしま

これに御異議ございませんか。

す。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

会期は、本日３月５日から３月１９日まで
の１５日間とし、このうち、６日から１５日

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

までの１０日間は休会となります。

したがって、会期は、本日から３月１９日

次に、審議予定について報告します。

までの１５日間に決定をいたしました。

本日３月５日は、議長の諸般の報告、総務
産業常任委員会から所管事務調査の報告を行

なお、１５日間のうち、６日から１５日ま
での１０日間は休会にしたいと思います。

います。

これに御異議ございませんか。

次に、町長、教育委員長からの行政報告を

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

受けた後、町長、教育委員長、農業委員会会

○議長（吉田敏男君）

長からの行政執行方針を受けます。

す。

次に、議案等の審議方法について申し上げ
ます。

異議なしと認めま

よって、１０日間は休会に決定をいたしま
した。

最初に、報告第２号、報告第３号の報告を
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なお、今定例会における一般質問通告書の

提出期限は３月７日、金曜日の午後４時まで

に６０歳から６５歳へ引き上げられることに

でありますので、よろしくお願いをしたいと

伴い、無収入期間が発生しないよう国家公務

思います。

員の雇用と年金の接続を図るとともに、人事

３月１６日の日曜日は、執行機関の協力を

の新陳代謝を図り、組織活力を維持しつつ職

得て日曜議会を開催し、一般質問を行いま

員の能力を十分活用していくため、当面、定

す。

年退職する職員が公的年金の支給対象年齢に
達するまでの間、再任用を希望する職員につ
◎

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

いては、原則再任用することなどが内容と
諸般の報

告を行います。

なっており、これに伴い地方公務員の雇用と
年金の接続についても、地方の実情に応じて

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付
のとおりです。

必要な措置を講ずるよう、同月付けで国から
通知が発出されたところであります。

これで諸般の報告を終わります。

本町における再任用制度については、平成
１４年４月１日に足寄町職員の再任用に関す

◎

報告第１号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

る条例が制定され、これまで運用されてきて
報告第１

おりますが、国からの通知に基づき、定年退

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

職をする職員が再任用を希望する場合は、地

いての件を議題といたします。

方公務員法の規定により、当該職員が年金支

別紙配付のとおりです。

給開始年齢に達するまで、常勤務を要する職

ただいまの報告に対し、質疑を行います。

に原則再任用することといたしました。

質疑はございませんか。

そのため、今後の町職員の再任用につい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

て、その任用形態や任用方法等制度運用の明

質疑なしと認めま

す。

確化を図る必要があることから、再任用制度
についての運用方針を策定の上、再任用制度

これで報告を終わります。

検討委員会を開催し、具体的な運用方法など
について検討、協議をしており、本年４月１

◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第５

日から新制度のもとでの運用を予定しており
行政報告

ます。

を行います。

なお、再任用職員の採用に当たっては、新

町長から行政報告の申し出がありましたの
で、これを許します。
町長

る観点から、再任用を希望する職員をフルタ

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

規採用職員や職員の年齢別構成の適正化を図
イム職に再任用することが困難である場合、

議長のお許しをい

または当該職員の個別の事情を踏まえて必要

ただきましたので、３件の行政報告を申し上

がある場合にあっては、短時間勤務の職に当

げます。

該職員を再任用することができることとする

まず最初に、町職員の再任用制度について
御報告をいたします。

など、足寄町自律プランに基づく適正な人員
配置となるよう努めてまいりますので、御理

国家公務員の雇用と年金の接続について
は、国において平成２５年３月に閣議決定が

解を賜りますようお願い申し上げ、御報告と
いたします。

されました。

次に、消防広域化の経過と検討状況につき

この閣議決定は、平成２５年度以降、公的

まして御報告をいたします。

年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的
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十勝における消防の広域化につきまして

は、昨年１２月の第４回定例会及び全員協議

し、３回の検討委員会を開催してきました。

会におきまして、十勝圏広域消防運営計画素

その中で、再整備計画区域の課題や問題点、

案及びデジタル無線、高機能指令センターの

再整備の方向性などについて整理が行われ、

整備費用などについて御説明をさせていただ

「豊かな自然環境の活用・健康づくり・観光

き、１２月末には運営計画、素案・概要版を

振興に寄与する里見が丘の森」を整備テーマ

自治会回覧により町民の皆様にお示しして、

に掲げ、一つとして公園施設の長寿命化、二

パブリック・コメントを行いました。

つ目に四季を通じたレクリエーションの場の

十勝の全市町村でパブリック・コメントが

提供、三つ目に出会いの森の自然資源の有効

行われ、足寄町民からの御意見はなかったも

活用、四つ目に公園と市街地のネットワーク

のの、十勝全体では３名から６件の御意見を

化、５点目に住民参加型の公園管理の五つの

いただいており、その結果は資料１のとおり

整備方針が示され、平成２６年２月１７日開

であります。

催の検討会において、本整備方針を里見が丘

素案の修正が必要と考えられる御意見はな
く、素案を修正することなく案として固める

公園再整備基本構想として決定をしたところ
でございます。

ことについて、２月４日開催の副市町村長会
議で確認されました。

本日は、別冊の里見が丘公園再整備基本構
想、概要版を配付させていただきました。

今後、３月末までに各市町村議会からの御

本基本構想に基づき基本計画の策定を行う

意見等を踏まえて運営計画を成案化し、改め

ため、今定例会において、平成２６年度予算

て公表する予定であります。

に関係予算を提案させていただきますので、

なお、平成２８年４月の消防広域化に向け
た今後のスケジュールは資料２のとおりと

御理解を賜りますようお願い申し上げ、御報
告といたします。

なっており、引き続きオール十勝により検

以上、行政報告といたします。

討、協議を進めてまいりますので、御理解を

○議長（吉田敏男君）

賜りますようお願い申し上げ、御報告といた

ら教育行政報告の申し出がありましたので、

します。

これを許します。

次に、里見が丘公園再整備基本構想につい
て報告を申し上げます。

教育委員長

次に、教育委員会か

星崎隆雄君。

○教育委員会委員長（星崎隆雄君）

里見が丘公園を中心として、フラワー園区
域や出会いの森区域を含めた約１１５ｈａの

お許しをいただきましたので、教育委員会か
ら行政報告１点行います。

区域の再整備に向けた基本構想策定について
は、平成２５年度行政執行方針でもお示しを

議長の

パークゴルフ場の無料化について御報告を
いたします。

したところでございますが、役場内に副町長

誰もが気軽に楽しむことができるレクリ

を初めとした関係課長等で構成する足寄町里

エーション・スポーツ、パークゴルフは昭和

見が丘公園再整備検討会を設置するととも

６１年に町民センター横のしらかばコースを

に、再整備に向けた町内の多様な意見の反映

開設以来、これまで約３０年間にわたって町

を図るため、九州大学北海道演習林、足寄町

民に親しまれてきました。

動物化石博物館、足寄少年自然の家、あしょ

以降、足寄町のパークゴルフ人口は年々増

ろ観光協会、体育協会、岐志会の代表者や里

加いたしましたが、足寄町自立プランに基づ

見が丘公園整備を担当した役場職員ＯＢ、教

き使用料を有料化とした平成１８年度から

育委員会、子どもセンター、経済課、総務課

徐々に減少傾向にあります。

の関係職員の合計１１名からなる里見が丘公

また、有料化に伴い、ときわコースに人員

園再整備検討委員会を検討会の下に設置を

を配置し徴収業務を行ってきましたが、徴収
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経費が収入の７割以上を占め、有料化による

酪農を中心とする新規就農者対策、農業後継

費用対効果が低い状態にあります。

者対策など農業振興・足寄町商工会との連携

このため、行政執行方針でも触れさせてい

のもとで、商工会運営事業支援、中小企業特

ただいておりますが、平成２６年度からオー

別融資制度の拡充及び融資保証料の補助など

プンする、ときわ東コースの利用促進とあわ

商工業の振興・足寄町産業振興事業補助金の

せて町民の健康増進やパークゴルフ愛好者の

創設、住環境整備補助金の創設など地域の活

さらなる増加を図るため、全てのパークゴル

性化・公共建築物は木造化することを基本と

フ場の使用料を無料にすることといたしまし

し、カラマツ材の活用など林業の振興・国保

た。

病院院長の提言に基づく医療と介護・保険・

このことから、足寄町公園条例の一部を改

福祉の連携システムの構築と具現化など、福

正する条例案を今定例会に提案させていただ

祉政策の推進・子どもセンターを中心とした

いております。

子供・子育て支援などを行ってまいりまし

なお、栄町の利別川河川敷地にあるアオサ

た。

ギコースは、北海道における河川改修が計画

就任早々、長期化する景気低迷による地方

されていることから、着工までの暫定的な

交付税の大幅削減や政権交代等、激動する諸

コースとして開放しております。現在、工事

情勢のもとで町政執行に当たってまいりまし

の時期は決定されておりませんが、いずれに

たが、足寄町第５次総合計画及び足寄町自立

しても数年のうちに改修工事が行われること

プランに基づき、財政面も含め、着実な成果

から、平成２５年度をもって閉鎖いたします

を上げることができたと自負しているところ

ので、御理解を賜りますようお願い申し上

であります。

げ、御報告といたします。
○議長（吉田敏男君）

町政執行３期の実質最終年となる平成２６

これで行政報告を終

わります。

年度の町政執行に当たっては、さきに述べさ
せていただきました主な取り組みについて、
これまでの成果をもとに初心を忘れることな

◎

行政執行方針

○議長（吉田敏男君）

行政執行

によるまちづくりに邁進してまいります。あ

方針について、町長から行政執行方針を申し

わせて、１市１８町村で共有するフードバ

述べます。

レーとかち、国際戦略総合特区、十勝バイオ

町長

日程第６

く、関係機関・団体との連携、町民との協働

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

マス産業都市構想等の広域連携についても念
議長のお許しをい

ただきましたので、平成２６年第１回足寄町

頭に置きながら、可能性の追求を図ってまい
ります。

議会定例会の開催に当たり、町政執行方針と
主な施策について、所信を申し上げます。

本町にとっても最大の懸念事項であるＴＰ
Ｐ交渉等、不透明な状況も多々ありますが、

平成１５年５月首長就任以降、この町に住
んでいてよかったと思えるまちづくりを基本

町政執行に全力で取り組んでまいる所存であ
ります。

に、この間、１１年、町政執行に当たってま
いりました。

次に、平成２６年度の一般会計、特別会
計、企業会計の予算案に基づき、項目ごとの

重点施策として、基幹産業の振興、高齢者

主な施策を説明申し上げます。

福祉の向上、子育て支援の充実を中心に事業
推進を図ってまいりました。

まずは、地域活性化の推進についてであり
ますが、定住人口の確保と地域経済の活性化

主な取り組みといたしましては、足寄町農

を図るため、新築や増改築、耐震改修等を行

業協同組合との連携のもと、基盤整備・放牧

う町民への支援を目的に、平成２４年度から
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住環境整備補助制度を進めておりますが、平

げとなり、町民の皆様の負担や町内での消費

成２４年度は新築７件で７００万円、増改築

低迷など影響が懸念されることから、町民生

が１４１件で２,４１１万３,０００円で、合

活応援事業の取り組みを行うこととし、足寄

計１４８件で３,１１１万３,０００円の支援

町商工会が実施するプレミアム商品券発行事

を行い、発注額ベースでは２億８,０２２万

業に対し、プレミアム分、１５％等を町民生

７,０００円となっております。

活応援事業補助金として予算措置を行いまし

平成２５年度につきましては、平成２６年

た。

２月２０日現在の申請額ベースで新築５件で

市街地における移動手段の充実と利便性が

５００万円、増改築が２１４件で３,７２５

高く、効率的な公共交通体系づくりを目指

万９,０００円、合計２１９件で４,２２５万

し、市街地循環型コミュニティバスの実証実

９,０００円の支援を行い、発注額ベースで

験運行を昨年９月と本年２月に行いました

は２億８,７３７万円の実績となっており、

が、この運行実績と利用者アンケート、さら

２年間の発注額ベースの合計は５億６,７５

に説明会等でいただいた御意見をもとに、将

９万７,０００円となっております。

来的な持続可能性を考慮した費用対効果の検

本制度の創設をきっかけに多くの町内業者

証等を行い、コミュニティバスの本格運行を

による新増築や改修工事が行われ、地域経済

実施するのか、予約による乗り合いタクシー

の活性化と住環境の改善に非常に効果のある

の運行やタクシー乗車に対して支援を行うな

事業であることから、本年度におきまして

ど、他の方法が妥当なのかの最終判断を盛り

も、平成２５年度の現計予算額並みの４,０

込んだ足寄町地域生活交通ネットワーク計画

００万円の予算措置を行いました。

を策定して、本年６月以降の議会に関係予算

また、平成２５年度同様、住民参加による
まちづくりや住民の主体性が発揮できるまち

を提案させていただき、市街地の移動手段の
確保を図りたいと考えております。

づくり活動を行う町内住民グループ、さらに

次に、自治会活動についてでありますが、

自治会等による自主防災組織結成を支援する

地域の福祉や防犯、交通安全運動、環境整備

ため、１団体３０万円を限度に補助を行うこ

としての花いっぱい運動などの取り組みを通

ととして５団体分の予算措置を行いました。

して、住みよい地域社会づくりやまちづくり

次に、商工観光対策という観点からの施策

の中核となる自治会活動の活性化に努めてま

にもなりますが、ふるさと足寄応援寄附推進

いります。

事業として、本町の特産品を全国に向けてＰ

また、地震や異常気象などによる突発的な

Ｒするとともに、ふるさと足寄応援寄附金の

災害時において、「自らの地域を自らが守

収入増を図るため、一定額以上のふるさと納

る」防災活動として、自主防災組織の組織化

税をされる町外の方に、足寄町の特産品を贈

に向けた取り組みを推進してまいります。

呈する経費と、インターネットを通じて簡単

次に、電算システムのクラウド化について

に寄附の手続ができるシステムの導入経費に

でありますが、現在使用しているサーバー等

必要な予算措置を行いました。

の機器類は、保守可能年限を超え、更新が必

予定では、本年６月からインターネットに

要なことから、本年度内に総費用の低減が図

よる寄附受付を開始し、寄附金の約半額相当

られるクラウド型業務システムに移行するこ

の特産品贈呈を考えており、魅力ある特産品

とといたしました。

をそろえるために、現在、商工会や観光協会

クラウド型については、従来のようにサー

の協力をいただいて準備作業を進めていると

バーを庁舎に置かず、データセンターのサー

ころであります。

バーでシステム管理や計算処理などを行う方

また、本年４月から消費税が８％に引き上

式であり、導入により経費の削減だけでな
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く、災害時の対応など、運用面においても大

議会を中心に関係機関、団体と連携を強化し

きなメリットが期待されます。また、国にお

積極的に取り組んでまいります。

いても社会保障・税番号制度、以下、番号制

次に、林業振興対策についてであります

度と言いますが、この導入を契機とした取り

が、森林・林業を取り巻く状況は、引き続き

組みの推進を図っております。

厳しい状況下にありますが、カラマツ原木が

なお、クラウド化にかかわる関係予算につ
いては、番号制度の導入にかかわるシステム

活発に取り引きされるなど、一部明るい動き
が出てきております。

改修が伴いますことから、改修要件等を精査

植栽においては、カラマツ苗木に不足が生

し、第２回定例会に予算提案をさせていただ

じる情報もあり、北海道と連携する中でその

く予定としております。

対策を講じる必要があると考えております。

次に、新エネルギー利用の推進についてで

将来にわたり森林の恵みを享受できるような

ありますが、全国的に再生可能エネルギー導

取り組みや持続的な森林づくりを行うことが

入の機運が高まっており、本町においてもこ

必要であることから、引き続き対象造林者に

の機を逃さず、地熱を初め、豊富な地域資源

対し、足寄町森林組合との連携のもと、各森

の利活用を、地元事業者と連携をし、推進し

林事業の補助を実施をしてまいります。

てまいります。また、一般住宅への太陽光発

また、平成２５年度に引き続き、森林公有

電システムや木質ペレット燃焼機器導入につ

林化事業を実施し、本町の貴重な財産である

きましては、本年度も継続して補助事業を

木質資源を持続・循環させるとともに森林の

行ってまいります。

持つ公益的機能の維持増進を図ってまいりま

次に、農業振興対策についてであります

す。

が、本年度も農業の持続的発展を支える取り
組みを行ってまいります。

鳥獣被害防止対策につきましては、本町の
野生鳥獣対策事業と北海道が実施する鳥獣被

１点目として、道営草地畜産基盤整備事

害防止緊急捕獲等対策事業を引き続き活用す

業、公共牧場整備により、本年度から公共牧

ることで、狩猟者の有害鳥獣駆除にかかわる

場及び生産者の草地整備等を実施するなど、

経費負担の軽減と駆除頭数の確保を図り、農

自給飼料の生産性向上を図るため、農業基盤

林業被害の縮減に努めてまいります。

の整備を推進いたします。

次に、商工観光対策でありますが、足寄町

２点目として、農業担い手の確保と育成対

商工会運営事業に対する支援と町内中小企業

策でありますが、これまで１４組の方が新規

者の経営安定化に資するため、中小企業特別

就農を実現し、現在２組の方が就農を目指し

融資制度及び融資保証料の補助などの支援対

研修中であります。本年度も引き続き、国の

策を引き続き実施し、金融機関や商工会と連

施策である新規就農総合支援事業と一体的に

携しながら融資制度の活用を図ってまいりま

重点施策として推進してまいります。

す。

３点目として、中山間地域等直接支払制度

なお、さきに述べました住環境整備補助制

について、本年度が第３期対策における最終

度、ふるさと足寄応援寄附推進事業が推進さ

年度となりますが、今後検討される国の新た

れることにより、町内の消費活動の活性化が

な農業・農村施策を注視し、制度の活用に努

図られるものと考えております。

めてまいります。

また、本町観光の情報発信及び拠点施設で

また、本年度から事業名称が変更となった

あります道の駅における集客力の向上に努

多面的機能支援交付金、旧農地・水保全管理

め、あしょろ観光協会など関係者と連携を図

支払交付金及び環境保全型農業直接支援補助

り、にぎわいのある道の駅づくりの推進を図

金交付事業などを活用し、足寄町農業再生協

ります。本年度は、二酸化炭素削減効果の高
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い電気自動車の普及推進に向けた事業とし

用調整や住宅生活を支えるための連携システ

て、道の駅あしょろ銀河ホール２１に電気自

ムについて、その具現化を図ってまいりま

動車用充電機器を設置し、観光客の利便性の

す。

向上を図ります。

腎臓機能障害者の通院支援でありますが、

道内外から多くの観光客が訪れるオンネ

昨年６月から、国民健康保険病院で透析治療

トー周辺施設の管理、環境整備等を行い、観

を開始いたしましたが、病状や身体機能の低

光客入込数の増加を図ってまいります。

下などにより自力通院が困難な患者さんを対

各種イベントにつきましては、足寄ふるさ

象に、相乗りタクシーによる通院支援を今後

と花まつりや足寄ふるさと盆踊り、両国花火

も継続いたします。また、患者輸送バスが運

大会実行委員会への支援、協力をしてまいり

行しない足寄市街地の高齢者や障害者の方々

ます。

への通院支援として、週２回実施しておりま

地場産品開発や起業等創出支援として、平

した電話予約制によるタクシーでの送迎を、

成２５年度に創設した足寄町産業振興事業補

毎週月曜日から金曜日まで拡充することと

助金を、本年度も引き続き実施をいたしま

し、予算措置を行いました。

す。

障害者福祉対策については、昨年、町内の

雇用対策については、北海道が実施する緊

ＮＰＯ法人内に障害者相談支援事業が開設さ

急雇用創出推進事業を初め、十勝東部６町で

れておりますので、引き続き適切な福祉サー

構成するふるさと東十勝通年雇用促進協議会

ビスが継続して利用できるよう取り組んでま

による各種技能講習や技術取得セミナーなど

いります。また、障害を抱えていても住みな

の開催を通じて季節労働者などの雇用促進を

れた地域で安心して暮らしていけるように、

進めてまいります。

就労の場の確保について足寄町社会福祉協議

次に、福祉施策の推進についてであります

会を初め、ＮＰＯ法人ママサポートえぷろん

が、重点施策である医療と介護・保険・福祉

及びＮＰＯ法人障害児・者地域サポートふれ

の連携システムの構築については、現在、高

あい、ＮＰＯ法人よりそい倶楽部などの関係

齢者等複合施設を平成２５年度から２カ年事

機関と連携して調査検討してまいります。

業で整備を進めており、平成２５年度建設の

町民の命と健康を守る取り組みについてで

地域支え合いセンターは既に工事が完了し、

ありますが、国では本年１０月から水痘、成

本年４月１日の開設に向けて準備作業を進め

人用肺炎球菌予防の定期接種を予定しており

ております。

ますが、一方で平成２５年度から定期接種と

本年度は、認知症高齢者グループ・ホーム

なった３ワクチンのうち、子宮頸がん予防ワ

と（仮称）生活支援長屋を建設をし、外構工

クチンについては、積極的な接種の推奨をし

事等を含む事業費の予算措置をいたしまし

ないこととして、今もその方向性が示されて

た。なお、当該施設の管理運営につきまして

おりません。このため、安心安全を第一に、

も、指定管理者に足寄町社会福祉協議会を予

引き続き情報などを的確に把握して対応して

定をし、引き続き介護士やボランティアなど

まいります。また、病気の早期発見、悪化さ

地域のさまざまな人材の確保など、経営基盤

せないための各種健（検）診として、新たに

の強化とあわせた体制整備を図るため、町単

脳ドック検診料の一部助成制度を町単独助成

独補助金及び緊急雇用対策事業委託費の予算

事業として予算措置をいたしました。

計上をいたしました。

子ども・子育て支援対策についてですが、

今後においては、福祉課総合支援相談室を

国では全世代型の社会保障への転換を図ると

軸に医療及び介護サービス事業所などと情報

し、従来の高齢者対策に加え、少子化対策、

を共有し、地域ケア会議などの開催による利

子ども・子育て支援にも、国、地方の消費税
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の増収分を活用していくこととしておりま
す。

供してまいります。
螺湾小学校へ移転する螺湾保育所について

本町においては、平成１９年度から幼保機

は、本年４月からの供用開始を予定しており

能をあわせ持った保育園として、また、国の

ますが、本年度において遊具設置工事の予算

改革に先駆けて家庭的保育制度を導入すると

措置を行いました。

ともに子育て支援センターを設置し、総合的

また、放課後児童対策としては、総合計画

な子育て支援対策を推進してまいりました。

に基づき中央児童館と下愛冠児童館を統合

しかし、子供の出生数は毎年５０人前後に

し、現在の剣道場を改修して新児童館を新設

とどまり、依然として少子化に歯どめがか

することとし、耐震診断、耐震補強を含む実

かっていない現状にあります。このため、子

施設計費の予算措置をいたしました。

育てにかかる経済的負担の軽減を図り、安心

次に、ごみ処理対策についてであります

して子育てができる環境をさらに整備、推進

が、今なお一部において不法投棄や不適切な

していくことといたしました。

処理により、環境への影響が心配される事案

具体的には、現在の保育料の軽減措置は、

が見られることから、適切な処理の徹底に努

同一世帯から２人以上の児童が同時入所の場

めてまいります。ごみの減量化につきまして

合、１人目は全額、２人目は半額、３人目以

も、引き続き資源ごみの集団回収や生ごみ処

降の児童については無料としておりました

理機等の購入に対し助成を行い減量化を図っ

が、本年度からは同時入所にかかわらず、満

てまいります。

１８歳に達する年度末までの子を２人以上扶

現在、保存管理をしておりますＰＣＢを含

養している同一世帯において、２人目が入所

有する高圧コンデンサと安定器等について

している場合は半額、３人目以降の場合は無

は、処理費用の予算措置をいたしましたが、

料とする負担軽減措置に改正をいたします。

ＰＣＢが付着した汚染物については、処理可

この支援対策を新年度の保育園どんぐり入

能年度が未定となっていることから、引き続

所希望児童１４８人、これは、１月末現在で

き適切に保存管理を行ってまいります。

ありますが、この１４８人を対象として、そ

次に、合併処理浄化槽整備についてであり

の保護者の平成２５年度の住民税額等から試

ますが、健康で快適な生活環境の確保と水環

算をした結果、現行制度では１０世帯２１人

境の保全に資するため、下水道整備計画に定

に対し、８１世帯１０１人の児童が対象とな

められた予定処理区域外の区域につきまして

り、保育料ベースで１,０１９万８,０００円

は、平成２０年度から国の補助対象である個

の負担軽減となります。また、僻地３保育所

人設置型浄化槽設置整備事業により整備を進

では２４世帯２８人の入所希望者で、１１８

めておりますが、整備費用が高額になるた

万８,０００円の負担軽減となります。この

め、１０人槽以下の浄化槽については、９割

負担軽減額は、本町の歳入財源の減少に直結

を上限に国の補助に町が上乗せし、引き続き

するものではありますが、子供を産み育てる

整備促進を図ってまいります。

ことに喜びが感じられるよう、保護者への支
援を行ってまいります。

また、し尿処理につきましては、平成１８
年４月から、十勝環境複合事務組合に加入を

児童発達支援については、自閉症などの特

し、帯広市の中島処理場で処理をしておりま

別な支援を要する子供や家族への相談に対応

すが、老朽化のため新たな施設整備が必要と

していくため、４月から新たに１名の専門職

なったことから、国庫補助事業である汚水処

員を増員配置をし、学校及び教育委員会な

理施設共同整備事業を活用をし、十勝川流域

ど、関係機関と連携を密にして、乳幼児期か

下水道浄化センター敷地内にし尿等前処理施

ら小中高校期にわたる切れ目のない支援を提

設を併設し、処理することとなりました。平
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成２６年度に実施設計と用地取得などが行わ

所の交差点バリアフリー化工事を平成２５年

れ、平成２８年度、２９年度の本体建設工事

度補正予算で前倒しして実施いたします。

を経て、平成３０年度の供用開始に向けた施

次に、地籍調査事業についてであります

設整備が開始されることとなっております。

が、平成２３年度着手の西町外１２地区０.

次に、公園管理についてでありますが、平

６２平方キロについては、地籍図、地籍簿作

成２５年度に足寄町里見が丘公園再整備検討

成、認証手続を経て事業完了とし、平成２５

会設置要綱を定め、役場内部の合意形成、並

年度着手の白糸の一部地区２１.７５平方キ

びに関係機関・団体等の外部意見を反映した

ロの基準点測量、細部図根測量を行い、白糸

里見が丘公園再整備基本構想を策定をいたし

の一部地区６.８１平方キロと上利別の一部

ました。今年度においては、この基本構想に

地区４.４０平方キロ及び郊南地区１.１３平

基づき、施設整備の基本計画を初め、出会い

方キロの再調査を本年度に新規地区として着

の森の環境調査やメロディ橋の点検業務など

手をし、土地の位置づけの明確化を進めてま

を行ってまいります。

いります。

また、公園長寿命化計画に基づき、都市公

次に、土木建設工事についてであります

園の遊具修繕や更新、里見が丘公園遊水路や

が、本年度においては町道西町３丁目通、３

園路補修及び総合体育館前便所の解体、自由

丁目１号通、旭栄通、中足寄愛冠線、足寄原

広場横便所の倉庫化、弓道場前便所への

野１号線の道路整備工事と茂喜登牛線、公共

シャッター設置、これは災害時対応などの用

下水道工事区間の舗装補修工事を行い、国道

途変更工事を行います。

２４２号線、これは南４条から北６条まで、

フラワー園再生に向けた芝桜植え込みや展
望台改修については、国の社会資本整備総合
交付金が適用となったことから、３年計画を
１年短縮して整備を図ります。

南４条から北通までの道路照明灯の補修及び
ＬＥＤ化を図ってまいります。
また、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、共
励橋の修繕と開運橋及び藤見橋の調査設計を

野球場前の老朽化した噴水施設、これを総

実施し、生活道路等の整備改善を図ります。

合体育館の温泉水を利用した足湯施設への改

河川管理者である北海道が平成２３年度か

修工事を行うなど、再整備基本計画策定に先

ら着手しております利別川河川改修に伴う豊

駆けた整備を推進し、公園利用者の利便性と

栄橋かけかえ事業の本年度工事に対する道路

安全及び環境衛生の向上を図ります。

管理者分の負担を行います。

さらに、国の平成２５年度補正予算の社会

また、生活道路、通学路等のより安定的な

資本整備総合交付金により、温水プールの屋

除排雪体制の確保と安全安心な冬期交通環境

根防水改修工事と道立少年自然の家に給水し

を確保するため、社会資本整備総合交付金を

ている上水道ポンプ施設の増圧ポンプ更新工

活用をし、除雪トラック、除雪ドーザーの更

事を平成２５年度補正予算で前倒しして実施

新を図ります。

いたします。

国の平成２５年度補正予算の社会資本整備

次に、まちづくり交付金事業、足寄中央地

総合交付金により、町道５１.８キロのひび

区についてでありますが、本年度においては

割れやでこぼこ状況を調査する路面性状調査

南２条通の歩道拡幅工事と南２丁目通１カ所

と南２丁目通外１７路線の道路照明施設点検

の交差点バリアフリー化工事を行い、安心安

を平成２５年度補正予算で前倒しして実施し

全な歩行者空間の確保を図ってまいります。

てまいります。

また、国の平成２５年度補正予算の社会資

次に、公営住宅整備についてであります

本整備総合交付金により、南２丁目通の歩道

が、公営住宅等長寿命化計画に基づき、足寄

拡幅工事と南２丁目通２カ所、南１条通１カ

町地域支え合いセンターの隣接地に建設す
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る、仮称はるにれ団地５２戸のうち１棟６戸

次に、上水道事業会計でありますが、持続

の実施設計及び平成２２年度策定の足寄町公

する水道水を基本理念に、土地区画整理事業

営住宅等長寿命化計画の見直しを行います。

及び道路改良事業に伴う排水管敷設替事業を

国の平成２５年度補正予算の社会資本整備

行い、地域住民に安心安全な水道水の安定的

総合交付金により、下愛冠団地、１棟１２戸

な生活用水の供給とあわせ、水道事業の運営

の屋根、外壁塗装工事を平成２５年度補正予

基盤の強化を図るため、効果的、効率的な維

算で前倒しして実施いたします。

持管理の構築に努めてまいります。

次に、特別会計の公共下水道事業について

次に、足寄町国民健康保険病院事業会計に

でありますが、本年度においても引き続き西

ついてでありますが、町民の皆様が住みなれ

町４丁目から６丁目周辺の下水道管渠整備工

た地域で健康で安心して暮らし続けるため

事を実施し、整備効果の向上を図ります。

に、安定した地域医療の確保は重要でありま

また、下愛冠地区の事業化に向けた認可区

す。地域医療圏における医師や看護師不足が

域拡大を図るための事業変更認可設計を行い

深刻な状況の中、４名の常勤医もそれぞれ３

ます。

年から５年目を迎えることとなり、かかりつ

下水道終末処理場においては、平成２５年

け医としての役割も定着しつつありますが、

度に実施した施設調査をもとに長寿命化計画

今後も医師、看護師の安定確保はもとより、

の策定を行い、適正な維持管理を図ってまい

職員の一層の知識と技術の向上や情報の共有

ります。

を図り、良質な医療の提供と思いやりのある

国の平成２５年度追加及び補正予算の社会

患者対応に努めてまいります。

資本整備総合交付金により、里見が丘公園、

人工透析につきましては、平成２５年６月

西町４丁目から６丁目周辺において、下水道

に患者数１２名で開始いたしましたが、本年

管渠整備工事を平成２５年度補正予算で前倒

１月には陸別町から新たに３名を受け入れ、

しして実施いたします。

現在１９名が人工透析を受けております。透

次に、特別会計の土地区画整理事業につい

析の必要な患者さんは今後も増加が見込ま

てでありますが、国の交付金などの対象事業

れ、４月から新たに１名の臨床工学技士を増

が平成２７年度で終了することから、事業費

員をし、万全の体制で安心して透析を受けて

の精査のための事業実施計画変更や区画道路

いただけるよう努めてまいります。

の新設などによる字界変更に向けた図書作

医師住宅整備事業として、院長住宅の新築

成、境界ぐいの設置、区画道路の整備で支障

予算を計上いたしました。現院長住宅は、昭

となる建物などの移転補償契約締結のための

和５４年建築で３４年経過しており老朽化が

積算や移転補償を行うほか、南７条１丁目の

著しいことから新たに土地を購入し、新築す

区画道路と北５条１丁目の区画道路の整備工

ることといたしました。

事を行います。また、清算金の仮清算につい
ても、引き続き実施してまいります。

なお、本年度の一般会計からの操出金は、
医師住宅整備事業に係る１,８００万円を含

次に、特別会計の介護サービス事業につい

め、約５億１,７７０万円となっており、本

てですが、特別養護老人ホームにおいては、

年度も引き続き病院事業の安定運営を図って

利用者の立場に立ったサービスの提供に努

まいります。

め、家庭的な雰囲気の中でその人らしい暮ら

以上、項目ごとの概要説明を申し上げまし

しを保つことができるユニットケアを引き続

たが、平成２６年度の当初予算編成に当たっ

き行い、利用者の健康保持、安全安心して生

ては、財政の健全化を念頭に置き、緊急性や

活が送れる施設づくりを今後も進めてまいり

必要性、経費の節減等を十分に考慮しながら

ます。

行い、財源につきましては町税、地方交付税
― 12 ―

等においては不透明な部分が多いものの、限

寄町議会定例会の開催に当たり、足寄町教育

られた財源の効率的な配分や国の施策の活用

委員会の所管行政の執行に関する方針につい

により前年度に引き続き財源不足を補う財政

て申し上げます。

調整基金からの繰り入れに頼らない予算編成

最初に、基本姿勢についてです。

を行いました。

子供の健やかな成長と豊かに学び続ける大

また、平成２５年１２月５日に閣議決定さ

人の姿は、時代や社会を超えた共通の願いで

れた好循環実現のための経済対策の実施など

す。今、学校教育では学力や体力の低下、い

のために必要な経費が追加された国の補正予

じめ防止、規範意識の欠如など、教育課題の

算に伴う事業の実施に伴い、平成２６年度事

解決に向け、組織的にスピード感を持って対

業を一部前倒しし、平成２５年度３月補正予

応していくことが求められています。一方、

算に計上をしております。

生涯学習では生涯学習社会の進展に伴う多様

以上、申し上げました内容を主として平成

な学びの保障や学習成果の活用、住民参加型

２６年度の予算を編成いたしました結果、各

の事業展開、指導者の確保や指導体制の確

会計の予算案の規模は、一般会計で９０億

立、家庭教育のあり方などについて実効性の

６,０７１万３,０００円、特別会計、全７会

ある支援策の推進やネットワークづくりの構

計の合計で３１億７,１５８万１,０００円、

築を進めていかなければなりません。

企業会計、全２会計の合計で１７億５,９３

足寄町教育委員会といたしましては、こう

０万２,０００円、全会計合計で１３９億９,

した状況を踏まえ、教育基本法や学校教育

１５９万６,０００円となり、前年度当初予

法、社会教育法、さらには第５次足寄町総合

算と比較いたしますと、その伸び率は一般会

計画や第４次足寄町生涯学習推進計画などを

計で７.４％の増、特別会計で４.７％の増、

基底に捉え、足寄町のよさと課題や町民の自

企業会計総額で１４.８％の増、全会計合計

己実現に視点を当て、家庭、学校、地域、関

で７.６％の増となりました。

係機関・団体、行政が相互理解・連携をしな

景気見通しが不透明な中、今後も健全な財

がら地域の宝である子供たちの健やかな育み

政の堅持に努め、町民の皆様と協働のまちづ

や町民の生きがいとなる学び合いを推進して

くりを進めてまいる所存であります。

まいります。

以上、平成２６年度の行政執行方針を申し
上げました。町議会議員並びに町民の皆様の
一層の御支援と御協力をお願いを申し上げ、
終了とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

て、主な施策を申し上げます。
一つ目は、生きる力を育む学校教育の推進
についてです。

ここで暫時休憩をい

たしたいと存じます。

学習指導要領の基本理念である生きる力を
育成するために、確かな学力、豊かな心、健

１１時１５分から再度始めます。

やかな体のバランスのとれた教育課程の管理

午前１１時００分

休憩

に努め、教育の質の向上を図ってまいりま

午前１１時１５分

再開

す。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

保護者・地域に信頼され、安心して託され
る学校運営に向け、教育委員会が主体性を発

次に、教育委員会から教育行政執行方針を
申し述べます。
教育委員長

以下、学校教育と生涯学習の推進につい

揮し、校長会・教頭会を通して的確な指示や
指導等の徹底を図ってまいります。

星崎隆雄君。

○教育委員長（星崎隆雄君）

また、開かれた学校や特色ある教育づくり
議長のお許し

に資する学校評議員の会議、学校評価、地域

をいただきましたので、平成２６年第１回足

の教育力の活用、地域参観日などを実施して

― 13 ―

まいります。

員を配置した複数教員の指導による、基本と

教育課程の管理につきましては、生涯学習
推進アドバイザーを活用し、点検確認や進行
管理を図ってまります。

なるわざの習得や安全管理の徹底を図ってま
いります。
今日的な教育課題につきましては、食育で

確かな学力に向けた方策といたしまして、

は栄養教諭の効果的な活用を図り、食に関す

加配措置の少人数指導や各学校の具体的な取

る指導を推進するとともに、学校給食の衛

り組み内容の把握、道教委主催事業の活用、

生・安全管理の充実に努めてまいります。ま

長期休業中の学習機会や場の確保、家庭学習

た、学校給食では魅力ある献立を通し、地場

の手引きの配布、家庭との連携に基づいた規

産食材の積極的な活用による、ふるさと給食

則正しい生活と家庭学習の習慣化などの啓発

やリクエスト給食を継続し、安全安心な給食

に取り組んでまいります。

の提供に努めてまいります。

また、全国学力・学習状況調査の実施結果

国際理解教育では、外国語教育の充実を図

を受け、足寄町教育委員会としての学力向上

るため、国際交流員の積極的な活用を図って

推進プランに基づいた学校改善プランを通

まいります。小学校での外国語活動では外国

し、各学校の学力向上を目指した具体的方策

語の音声や基本的な表現になれ親しませなが

や数値目標に対する組織的検証による改善策

らコミュニケーション能力の基礎を、中学校

を教育課程に位置づけてまいります。

の外国語教育では聞くこと、話すこと、読む

さらに、国旗・国歌の実施では、儀式的行

こと、書くことなどのコミュニケーション能

事等において望ましい形での実施を図ってま

力を養い、外国語・異文化理解を深める学習

いります。

活動の充実に努めてまいります。

次に、豊かな心に向けた方策といたしまし

ＩＣＴ教育では、児童生徒が急速に進展し

て、心のノートを活用した道徳教育の重視や

ている情報社会に主体的に対応できる情報活

教育相談の充実、読書活動の推進などに取り

用能力を身につけさせるため、教育活動のさ

組んでまいります。特に、読書につきまして

まざまな場面での効果的活用を図るととも

は、想像力や共感性などの豊かな感性を育む

に、情報モラル教育の徹底にも努めてまいり

学校図書の充実に向け、引き続き蔵書の計画

ます。

的な整備に取り組んでまいります。

環境教育では、足寄中学校の太陽光発電装

また、いじめは誰にでも起こり得る、犯罪
である、教育の問題であるとの基本認識に立

置を活用した環境保全やエネルギー教育を教
育活動に組み入れてまいります。

ち、いじめ防止対策推進法に基づいた各学校

特別支援教育では、個別指導計画や教育支

の基本方針や対策組織を確立し、各種アン

援計画に基づいた教育活動の展開や学習支援

ケートや聞き取りなどの調査を実施し、いじ

員の継続配置など、支援体制の充実に努めて

めを受けた児童・生徒とその保護者の立場に

まいります。

配慮しながら学校と密接に連携し、未然防止

複式教育では、少人数のよさを生かした、

や早期発見、的確な初期対応に努めてまいり

きめ細かな指導計画による個に応じた指導や

ます。

学習効果を高める集合学習と交流学習を支援

そして、健やかな体に向けた方策といたし
まして、教科体育の充実や体力づくり運動の
日常実践化、新体力テストの実施を推進して
まいります。

し、地域環境の特性を生かした複式教育の充
実に努めてまいります。
足寄高等学校の存続に向けた取り組みにつ
きましては、遠距離通学費や入学時及び見学

また、安全面の配慮を要する中学校教科体

旅行時の補助を行うとともに、魅力ある学校

育の武道は、柔道を選択実施し、有段者の教

づくりとしての進学学習や習熟度別学習、部
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活動、検定・模擬試験の自己負担の軽減、Ｐ

☆冒険王」の実施を初め、各種ボランティア

Ｒ活動などの継続支援を進めてまいります。

活動、スポーツ活動、文化・芸術活動の支援

また、第１学年全員の全額公費負担による

や育成に努めるとともに、ネイパルあしょろ

姉妹都市ウェタスキウィン市派遣事業は、継

や九州大学北海道演習林などの地域の教育機

続してまいります。

関との連携に努めてまいります。

さらに、今年度、足寄町社会福祉協議会が

成人教育につきましては、今後のまちづく

予定している介護職員養成のための受講講座

りにとって欠くことのできない重要な課題で

にも支援してまいります。

あることから、情報の提供とリーダー養成の

今後も入学者の二間口維持に向け、教育委

学習機会を充実させるように努めてまいりま

員会といたしまして足寄高校を存続させる会

す。また、ふるさと足寄１００年塾いきがい

と連携し、あらゆる可能性や実効策を検討し

スクールや、学遊校の多様な講座やボラン

ながら存続に向けた取り組みを進めてまいり

ティア活動への積極的な参加など、高齢者の

ます。

生きがいにつながる豊かな学びを支援してま

教育環境の整備につきましては、学校給食

いります。さらに、女性ならではの経験と感

センターが平成２５年度に実施設計を終え、

性による社会参加が求められており、女性の

平成２６年度着工、平成２７年度供用開始に

地域活動を推進する学習機会や情報の提供に

向けて改築整備を進めてまいります。

努めてまいります。

また、小・中学校への給食の提供のほか

国際交流につきましては、姉妹都市のウェ

に、僻地保育所と足寄高等学校に給食提供の

タスキウィン市から引き続き国際交流員を招

計画を進めてまいります。

聘して小・中学校に派遣し、小学校の外国語

二つ目は、豊かに学び続ける生涯学習の推
進についてです。

活動や中学校の英語指導の支援を行うととも
に、小学生や保育園児を対象とした国際理解

笑顔あふれるまちづくり〜まなび、つなが

教室を開催してまいります。

り、支え合いを基本理念とした第４次足寄町

生涯学習の施設につきましては、生涯学習

生涯学習推進計画を踏まえ、生涯学習社会の

推進の拠点施設であります町民センターや生

実現に向けた生涯学習の充実を図ってまいり

涯学習館は、まちづくりや地域づくり、地域

ます。また、主体的な学習活動やその成果を

学習の拠点としての役割を担っていることか

地域づくり、まちづくりに反映していくため

ら、今後も学習機会の提供や文化・スポーツ

の支援を進めてまいります。

活動の充実に努めるとともに、引き続き地域

家庭教育につきましては、子供が最初に接

活動の支援を図ってまいります。

する社会が家庭であることから、家庭教育学

図書室につきましては、蔵書の充実を図

級や子育て支援・学習と交流の会「すくす

り、積極的な読書普及活動を進め、町民が気

く」の充実をさらに図ってまいります。ま

軽に利用できる図書室としての機能や利便性

た、あしょろ子どもセンターなどの子育てに

などの向上をさらに図ってまいります。

携わる関係機関との連携により、家庭教育・
子育て支援の充実に努めてまいります。

また、乳幼児・児童への読み聞かせや、乳
幼児の絵本との出会いと親子の触れ合いなど

青少年教育につきましては、人間形成の基
礎が培われる青少年期には、さまざまな体験

を支援するブックスタート事業を継続して取
り組んでまいります。

活動を通し、自立と共生に富んだ豊かな人材

文化・芸術活動の推進につきましては、各

を育成することが望まれております。そのた

種文化団体等が行う自主的な活動を通して、

め、地域の自然、文化、歴史などの地域素材

すぐれた文化・芸術に触れる機会を提供する

を生かした自然体験活動「すすめ！あしょろ

とともに、地域文化の伝承や創作活動等を支
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援してまいります。

回足寄町議会定例会の開催に当たり、足寄町

文化財につきましては、郷土資料館におい
て町の歴史や発展の資料を数多く保存してい

農業委員会の活動方針について申し上げま
す。

ることから、郷土の歴史や文化継承が学校教

昨年は春先の降雨の影響で生育のおくれが

育や社会教育に有効活用できるよう、情報提

見られ、７月下旬の降雨では小麦の収穫など

供に努めてまいります。

に影響がありました。また、秋の長雨は収穫

足寄動物化石博物館につきましては、指定

のおくれや品質低下を招くなどの影響があ

管理者制度に移行して５年目を迎えておりま

り、畑作関係では一昨年を下回る結果となり

すが、入館者数が増加しており、本町の象徴

ましたが、酪農・畜産関係では販売価格が高

的な学術施設としまして引き続き連携を図っ

めに推移し、全体的には比較的良好な年とな

てまいります。

り、安堵いたしたところであります。本年度

国指定天然記念物オンネトー湯の滝マンガ
ン酸化物生成地につきましては、新たに環境

も豊かな実りの秋を期待するものでありま
す。

省が実施する生態系維持回復事業に参画し、

ＴＰＰ交渉のシンガポール閣僚会議は大筋

有害魚類の根絶と自然環境の回復を目指し、

合意に至らず、２月２５日に閉幕しました。

関係機関との連携を密にしながら、保護と活

アメリカは４月に予定しているオバマ大統領

用の両面について具体的方策を検討してまい

のアジア歴訪までに妥結への道筋を模索との

ります。

新聞報道がされており、甘利ＴＰＰ担当国務

体育・スポーツの振興につきましては、町

大臣が重要５品目の関税の一部譲歩をほのめ

民皆スポーツを目指し、いつでも、どこで

かしたとの報道もあったことから、大幅な譲

も、だれでもスポーツに参加できる機会の拡

歩がされてしまうのではないかとの懸念の声

充や各種スポーツ施設の整備、充実を図って

が上がっています。

まいります。

重要５品目の関税維持が守られず、このＴ

平成２６年度からは、町民の健康増進や体

ＰＰ協定が締結されれば、北海道は農業のみ

力向上を図り、パークゴルフ愛好者のさらな

ならず地域経済が壊滅すると言われておりま

る増加を図るため、全ての町営パークゴルフ

す。農業委員会といたしましても、系統組

場を無料化してまいります。

織、地域自治体、町議会、農業団体等の関係

また、各関係機関・団体の連携のもと、指

機関と連携し、ＴＰＰ交渉での重要５品目の

導者の育成、指導体制の確立を図ってまいり

関税維持を守らせるとともに、安全安心な農

ますとともに、各種スポーツ大会や出前教

産物の生産が可能な制度・政策要求を全国農

室、学校開放事業、総合型地域スポーツクラ

業委員会会長大会や中央要請行動の中で粘り

ブの育成などを通してスポーツの振興と普及

強く展開してまいります。

に努めてまいります。

農業委員会は、農業生産の根幹をなす土地

以上、平成２６年度の教育行政の執行に関
する主な方針について申し上げました。

と人にかかわる重要な農地行政を担う機関と
して、農業者を初め、町及び足寄町農業協同

町民の皆様並びに町議会の皆様の御理解と

組合等関係機関と連携し、安定的かつ生産性

御協力を心からお願い申し上げます。

の高い農業経営を目指す地域農業の確立と活

○議長（吉田敏男君）

力ある農村社会づくりに向けて活動を推進し

次に、農業委員会か

ら活動方針を申し述べます。
農業委員会会長

てまいります。

阿部正則君。

○農業委員会会長（阿部正則君）

農業・農村が持続的に発展していくために
議長のお

は、担い手が将来にわたり意欲と希望を持っ

許しをいただきましたので、平成２６年第１

て営農に取り組める施策の実現が不可欠であ
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ります。

につきましては、２月の農業委員会で協議さ

農地対策については、担い手への集積・集
約化することを目的に農地中間管理事業の推

れたところであります。
町議会議員の皆様の御理解と御協力を心か

進に関する法律が成立いたしました。この新

らお願い申し上げます。

たにつくられた担い手への農地集積・集約化

○議長（吉田敏男君）

を推進する農地中間管理事業への理解を深

を終わります。

これで行政執行方針

め、従来からの農地法及び農業経営基盤強化
促進法の適正執行に努め、関係部局との連携

◎

報告第２号

を密にし、農地の利用調整について迅速な対

○議長（吉田敏男君）

応が図れるよう、認定農業者、後継者、新規

号予定価格１,０００万円以上の工事又は製

就農者に対する支援の取り組みを推進してま

造の請負契約の締結についての件を議題とい

いります。

たします。

次に、農業者年金や家族経営協定の取り組
みについて申し上げます。

報告第２

本件について、報告を求めます。
総務課長

国民年金とあわせ、老後の生活を豊かにす

日程第７

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

るため、農業者年金の加入を促進してまいり

なりました報告第２号予定価格１,０００万

ます。また、受給年齢が近づいてこられた方

円以上の工事又は製造の請負契約の締結につ

のために、年金相談会なども開催していきま

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

す。農業経営において、家族経営協定は一番

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規定

必要とする後継者やパートナーへの啓発を行

により、次のとおり報告するものでございま

い、なかなか普及が進まない状況ではありま

す。

すが、一歩ずつ推進を図ってまいります。

平成２５年１２月１日から平成２６年２月

次に、後継者パートナー対策事業について
申し上げます。

２４日までの間で、足寄町議会総合条例第１
２条第１項第１号により報告する工事又は製

平成２１年度よりパートナー対策委員会を
設置し、婚活ツアー等の事業を開催してまい
りましたが、十勝管内や全道的に婚活事業や

造の請負は、２ページにございます別紙のと
おり４件でございます。
以上のとおり御報告申し上げます。

取り組みが増加し、女性を集めることが非常

○議長（吉田敏男君）

に困難になってきております。さらには、参

し、質疑を行います。

加する青年が固定化しつつあり、従来形式で

質疑はございませんか。

の事業を継続して取り組むことが困難になっ

（「なし」と呼ぶ者あり）

てきております。パートナー対策委員会の一

○議長（吉田敏男君）

員として、一組でも成婚ができるよう機会の

す。

提供に努めてまいります。

ただいまの報告に対

質疑なしと認めま

これをもって、報告を終わります。

次に、情報発信の取り組みについて申し上
げます。

◎

農業委員会だよりを発行し、情報の提供を

報告第３号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

報告第３

図ることや、町ホームページを活用して情報

号足寄町水道事業の業務に関する予定価格

発信する取り組みをさらに進めてまいりま

１,０００万円以上の工事又は製造の請負契

す。

約の締結についての件を議題といたします。

以上、平成２６年度足寄町農業委員会の活
動方針について申し上げましたが、この方針

本件について報告を求めます。
建設課長
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阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）

ただいま議案と

規約の変更は、地方自治法第２８６条第１

なりました報告第３号足寄町水道事業の業務

項により、関係地方公共団体の協議により定

に関する予定価格１,０００万円以上の工事

め、協議については同法第２９０条第１項に

又は製造の請負契約の締結について、提案理

より議会の議決を経なければならないことと

由の御説明を申し上げます。

なっておりますことから、議会の議決をお願

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規定
により、次のとおり報告するものでございま
す。

いするものでございます。
改正する規約の内容について、申し上げま
す。

平成２５年１２月１日から平成２６年２月
２４日までの間で、足寄町議会総合条例第１
２条第１項第２号により報告する工事又は製
造の請負（上水道事業会計分）は、４ページ
にございます別紙のとおり１件でございま
す。

北海道市町村職員退職手当組合規約の一部
を変更する規約。
北海道市町村職員退職手当組合規約の一部
を次のように変更する。
別表（上川）の項中「上川中部消防組合」
を削り、同表（胆振）の項中「伊達・壮瞥学

以上のとおり御報告申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

校給食組合」を削るものでございます。

ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

法第２８６条第１項の規定による総務大臣の

質疑はございませんか。

許可の日から施行することとしてございま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

附則といたしまして、この規約は地方自治

す。

質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。

６ページに新旧対照表を貼付してございま
すので、御参照をお願いいたします。

これをもって、報告を終わります。

以上で提案理由の説明とさせていただきま
す。

◎

議案第９号

○議長（吉田敏男君）

日程第９

御審議のほどをよろしくお願い申し上げま
議案第９

す。

号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

○議長（吉田敏男君）

についての件を議題といたします。

理由の説明を終わります。

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

これから、質疑を行います。
質疑はございませんか。

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
ただいま議題と

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

なりました議案第９号北海道市町村職員退職

す。これで質疑を終わります。

手当組合規約の変更について、提案理由の御

これから、討論を行います。

説明を申し上げます。

討論はございませんか。

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

（「なし」と呼ぶ者あり）

り、北海道市町村職員退職手当組合規約を次

○議長（吉田敏男君）

のとおり変更するものでございます。

す。これで討論を終わります。

討論なしと認めま

北海道市町村職員退職手当組合の組織団体

これから、議案第９号北海道市町村職員退

であります、上川中部消防組合及び伊達・壮

職手当組合規約の変更についての件を採決を

瞥学校給食組合が、平成２６年３月３１日を

します。

もって解散し、脱退することとなり、規約の

この表決は、起立によって行います。

変更が必要となりました。

本件は原案のとおり決定することに賛成の
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方は、起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（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。

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

したがって、議案第９号北海道市町村職員
退職手当組合規約の変更についての件は、原
案のとおり可決されました。

これから、議案第１０号町道路線の変更に
ついての件を採決をします。
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

◎

議案第１０号

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

方は、起立願います。
議案第

１０号町道路線の変更についての件を議題と
いたします。

（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１０号町道路線の変更

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

についての件は、原案のとおり可決されまし
た。

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

◎

議案第１１号

なりました議案第１０号町道路線の変更につ

○議長（吉田敏男君）

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

１１号町道路線の廃止についての件を議題と

道路法第１０条第３項の規定により、路線

点位置を変更するものでございます。終点位

議案第

いたします。

番号６０３、路線名「庁舎北通」を、土地区
画整備事業による道路整備の延長により、終

日程第１１

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。

置を、足寄町北２条４丁目４４番地２から、

○建設課長（阿部智一君）

足寄町北２条４丁目６０番地１に変更するも

なりました議案第１１号町道路線の廃止につ

のでございます。

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

ただいま議題と

参考といたしまして、路線の変更前、変更

道路法第１０条第１項の規定により、路線

後の延長を記載しておりますので、御参照願

番号３４８、路線名「上螺湾原野線」の廃止

います。

をお願いするものでございます。

また、８ページに変更路線の位置図を貼付

本路線は、螺湾市外からオンネトー方面に

してございますので、御参照願いたいと思い

約１９キロの位置に位置する道道モアショロ

ます。

原野足寄停車上線の旧道でありますが、車両

以上で、提案理由の説明とさせていだきま
すので、御審議のほどよろしくお願い申し上
げます。

等の通行がないことから、今回廃止をするこ
とといたしたものでございます。
１０ページに廃止路線の位置図を貼付して

○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。

ございますので、御参照願います。
以上で、提案理由の説明とさせていだきま

これから、質疑を行います。

すので、御審議のほどよろしくお願い申し上

質疑はございませんか。

げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。

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。

これから、討論を行います。

質疑はございませんか。

討論はございませんか。

４番
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木村君。

○４番（木村明雄君）

上螺湾線ということ

◎

議案第１２号

なのですけれども、ここにこの地図では牛舎

○議長（吉田敏男君）

があるということの中で、これ人が住んでい

１２号字の区域の変更についての件を議題と

るのかどうなのか、そしてこれから先に向け

いたします。

て使用するようになっているのかどうなの
か、その辺ちょっとお伺いをしたいと思いま
す。
答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君）

す。
阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）

お答えを申し上

げます。

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま
建設課長

○議長（吉田敏男君）

日程第１２

ただいま議題と

なりました議案第１２号字の区域の変更につ
いて、提案理由の御説明を申し上げます。

１０ページの廃止路線の位置図を見ていた

地方自治法第２６０条第１項の規定によ

だきたいのですが、図面上、今御指摘のとお

り、本町の区域内の字の区域を、別紙変更調

り、牛舎がございまして、この牛舎につきま

書のとおり変更したいので、議会の議決をお

しては路線の起点位置に阿部喜一さんという

願いするものでございます。

方の住宅がございまして、この方の牛舎とい

変更の内容でございますが、平成２３年度

うことで図面上はなっているのですが、ほと

から事業着手しております地籍調査事業西町

んど実態としては使われていないということ

外１２地区におきまして、西町４丁目と５丁

で。町道を廃止いたしましても通行する上で

目、５丁目と６丁目の一部において、現行の

は支障はないのかなというふうに考えている

字界では号室など有効な土地利用を図る上で

ところでございます。

支障となることから、字界の区域の変更を行

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

うものでございます。
他に質疑はございま

せんか。

なお、この字界の区域変更の効力の発生の
日は、国土調査法第１９条第２項の規定によ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

る成果の認証があった日からとしてございま

質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。

１２ページに変更箇所図を貼付してござい

これから、討論を行います。

ますので、御参照願いたいと思います。

討論はございませんか。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

上げます。
○議長（吉田敏男君）

これから、議案第１１号町道路線の廃止に
ついての件を採決をします。

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。

この表決は、起立によって行います。

質疑はございませんか。

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）

質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。

全員の起立です。

これから、討論を行います。

したがって、議案第１１号町道路線の廃止

討論はございませんか。

についての件は、原案のとおり可決されまし
た。

これをもって、提案

（「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。
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これから、議案第１２号字の区域の変更に
ついての件を採決をします。

費用弁償に関する条例の一部を改正する条

この表決は起立によって行います。

例。

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。

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び
費用弁償に関する条例の一部を次のように改

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び

正する。

全員の起立です。

第６条中「議員報酬」の次に「及び期末手

したがって、議案第１２号字の区域の変更
についての件は、原案のとおり可決されまし
た。

当」を加えるものでございます。
第８条を次のように改めることといたしま
して、第８条第１項では、期末手当は６月１

ここで、暫時休憩をいたします。昼食のた
め、１時再開といたします。

日及び１２月１日を基準日といたしまして、
それぞれ在職する者に支給することとしてご

午前１１時５９分

休憩

午後

再開

第２項といたしまして、期末手当の額は基

休憩を閉じ、会議を

準日以前６カ月以内における在職期間に応じ

○議長（吉田敏男君）

１時００分

再開をいたします。

ざいます。

て、次の表に定める割合を乗じて得た額とす
るものでございます。

◎

議案第１３号

○議長（吉田敏男君）

日程第１３

表の内容でございますが、在職期間に応じ
議案第

１３号足寄町特別職の職員の給与並びに旅費
及び費用弁償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。

合をそれぞれ定めてございます。
第３項といたしまして、足寄町議会総合条
例第２３条第２項前段の規定に該当し、基準

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

て、６月１日の場合、１２月１日の場合の割

日以前６カ月以内に９０日以上の長期欠席を
した場合は、期末手当の額に１００分の２０

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

の割合を乗じて得た額を減額することとして
ただいま議題と

ございます。

なりました議案第１３号足寄町特別職の職員

第４項といたしまして、前３項に規定する

の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

以外の支給方法については、一般職員の例に

の一部を改正する条例について、提案理由の

よることとしてございます。

御説明を申し上げます。

附則に次の１項を加えるといたしまして、

本条例の改正につきましては、去る２月１

第２３項平成２６年６月に支給する議会の議

２日、足寄町特別職報酬等審議会を開催し、

員の期末手当の額は、期末手当基礎額に１０

足寄町議会議員報酬等の額について適正であ

０分の５７を乗じて得た額とすることとして

るかを諮問し、慎重に審議をしていただいた

ございます。これは、平成２６年６月の期末

結果、「議員報酬等の改正については現在の

手当に限りの措置となってございます。

経済財政状況、十勝管内町村の状況等を考慮

別表第２中、２７万５,０００円を２７万

すると、適正であると判断する」「議員報酬

８,０００円に、２３万１,０００円を２２万

については、十勝管内町村の中位程度とする

３,０００円に、２２万円を１９万７,０００

ことが望ましい」などの答申をいただきまし

円に、２０万９,０００円を１７万９,０００

たことから、提案をさせていただくものでご

円に、それぞれ改めるものでございます。

ざいます。
改正条文について、申し上げます。

附則といたしまして、この条例は平成２６
年４月１日から施行することとしてございま
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す。

とに御了承をいただきたいと存じます。

１４ページに新旧対照表を貼付してござい

日程第１４

議案第１４号足寄町へき地保

ますので、御参照のほどをよろしくお願いい

育所条例の一部を改正する条例の件を議題と

たします。

いたします。

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

福祉課長

櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

○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。

由を御説明申し上げます。

質疑はございませんか。

このたびの改正につきましては、螺湾保育

（「なし」と呼ぶ者あり）

所の位置並びに保育料の負担軽減を図る本町

質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。

独自の子育て支援に資するため、条例の一部
改正が必要となりましたので、提案するもの

これから、討論を行います。

でございます。

討論はございませんか。

改正の内容ですが、１点目は、条例で規定

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

なりました議案第１４号足寄町へき地保育所
条例の一部を改正する条例について、提案理

これから、質疑を行います。

○議長（吉田敏男君）

ただいま議題と

している螺湾保育所の位置を、現在の螺湾基

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

幹集落センターから螺湾小学校の住所地に改
正するものでございます。

これから、議案第１３号足寄町特別職の職

２点目は、現在保育料の負担軽減措置とし

員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条

て、同一世帯から二人以上の児童が同時入所

例の一部を改正する条例の件を採決をしま

している場合、一人目は保育料の全額を、二

す。

人目は半額、３人目以降の児童については無

この表決は起立によって行います。

料としておりますが、改正に当たっては満１

本件は、原案のとおり決定することに賛成

８歳に達する年度末までの子を二人以上扶養

の方は起立願います。

している場合、同時入所にかかわらず二人目

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

は半額に、３人目以降の保育料は全額無料と

全員の起立です。

し、子育て世代にかかる経済的負担を軽減す

したがって、議案第１３号足寄町特別職の

ることで二人目以降の出生率の向上を目指

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する

し、安心して子供を産み、仕事と子育てので

条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

きる環境を整えることで、少子化対策と本町

おり可決されました。

独自の子育て支援の充実を図るものでござい
ます。

◎

議案第１４号

○議長（吉田敏男君）

それでは、改正条文について御説明させて

この際、報告をいた

します。

いただきます。
足寄町へき地保育所条例の一部を改正する

町長から提出の議案第１４号足寄町へき地
保育所条例の一部を改正する条例の議案中、
一部に誤りがあり、差しかえたい旨、文書を

条例。
足寄町へき地保育所条例の一部を次のよう
に改正する。

もって議長あてに申し出がありましたので、

第２条の表中（螺湾保育所）の項、足寄郡

本件につきましては、さよう申しかえするこ

足寄町螺湾本町６５番地の３を、足寄郡足寄
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町螺湾本町６５番地の５に改める。
第６条第１項ただし書中、「同一世帯から

◎

議案第１５号

２人以上の児童が入所している場合におい

○議長（吉田敏男君）

て、２人目は２分の１の額とし、３人目以降

１５号足寄町公の施設条例の一部を改正する

は無料とする。」を、「満１８歳に達する年

条例の件を議題といたします。

度末までの子を２人以上扶養している場合、
同時入所に関わらず、第２子は２分の１の額
とし、第３子以降は無料とする。」に改め
る。

日程第１５

議案第

本件についての提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

附則といたしまして、この条例は、平成２

なりました議案第１５号足寄町公の施設条例

６年４月１日から施行するものでございま

の一部を改正する条例について、提案理由の

す。

御説明を申し上げます。

なお、次ページに新旧対照表を貼付してお
りますので、御参照願います。

このたびの改正につきましては、公の施設
から螺湾基幹集落センターを削除するもので

以上で、議案第１４号足寄町へき地保育所
条例の一部改正につきましての説明とさせて
いただきます。

ございます。
螺湾基幹集落センターにつきましては、近
隣にございます、農業農村活性化施設らわん

どうぞ御審議のほどをよろしくお願い申し
上げます。

蕗の里への統廃合について検討しておりまし
たが、地域の人たちとも協議を進めてきたと

○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。

ころでございますが、新年度から螺湾基幹集
落センターで開設しておりました、僻地保育

これから、質疑を行います。

所、螺湾保育所が、螺湾小学校へ移転するこ

質疑はございませんか。

ととなりましたことから、螺湾基幹集落セン

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ターを廃止することといたしましたので、公

質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。

の施設から削除するため、条例の改正をお願
いするものでございます。

これから、討論を行います。

改正条文について申し上げます。

討論はございませんか。

足寄町公の施設条例の一部を改正する条

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

例。

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

足寄町公の施設条例の一部を次のように改
正する。

これから、議案第１４号足寄町へき地保育

別表第１中「足寄町螺湾基幹集落セン

所条例の一部を改正する条例の件を採決をし

ター」及び「足寄町螺湾本町６５番地の３」

ます。

を削る。

この表決は起立によって行います。

附則といたしまして、この条例は、平成２

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。

ます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

６年４月１日から施行することとしてござい
１７ページに新旧対照表を貼付してござい

全員の起立です。

ますので、御参照をお願いいたします。

したがって、議案第１４号足寄町へき地保
育所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。

以上で、提案理由の御説明とさせていただ
きます。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
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す。

理者制度によりまして、管理委託を足寄町農

○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。

よる消費税改正に伴いまして、利用料金を改

これから、質疑を行います。

正するものでございます。

質疑はございませんか。

足寄町営大規模草地育成牧場の設置及び管

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

業協同組合にしておりますが、この事業者に

理に関する条例（昭和４４年条例第１１号）

質疑なしと認めま

の一部を次のように改正する。

す。これで質疑を終わります。

改正の内容でございますが、別表を次のよ

これから、討論を行います。

うに改めるとして、別表中の利用料金の改正

討論はございませんか。

を行っています。別表中、授精牛及び授精卵

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

移植牛の利用料金には、入牧期間中の発情看

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

視、捕獲、移植等を含むとしております。
附則といたしまして、この条例の施行期日

これから、議案第１５号足寄町公の施設条
例の一部を改正する条例の件を採決をしま
す。

を平成２６年４月１日から施行することとし
ております。
なお、条例改正の新旧対照表を１９ページ

この表決は起立によって行います。

に貼付しておりますので、御参照をお願い申

本件は、原案のとおり決定することに賛成

し上げます。

の方は起立願います。

以上のとおり、提案理由の御説明とさせて

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

いただきますので、御審議のほど、よろしく

全員の起立です。

お願い申し上げます。

したがって、議案第１５号足寄町公の施設
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。

○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。

◎

議案第１６号

○議長（吉田敏男君）

日程第１６

（「なし」と呼ぶ者あり）
議案第

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

１６号足寄町営大規模草地育成牧場の設置及

す。これで質疑を終わります。

び管理に関する条例の一部を改正する条例の

これから、討論を行います。

件を議題といたします。

討論はございませんか。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
経済課長

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

岩原

栄君。

○経済課長（岩原

栄君）

討論なしと認めま

す。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１６号足寄町営大規模草

なりました議案第１６号足寄町営大規模草地

地育成牧場の設置及び管理に関する条例の一

育成牧場の設置及び管理に関する条例の一部

部を改正する条例の件を採決をします。

を改正する条例につきまして、提案理由の御

この表決は起立によって行います。

説明を申し上げます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

本条例の改正につきましては、消費税法等

の方は起立願います。

の改正に伴う税率の改正によりまして、利用
料金の改正を行うものでございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

現在、足寄町営大規模草地牧場は、指定管

全員の起立です。

したがって、議案第１６号足寄町営大規模
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草地育成牧場の設置及び管理に関する条例の

理由の説明を終わります。

一部を改正する条例の件は、原案のとおり可

これから、質疑を行います。

決されました。

質疑はございませんか。
８番

◎

議案第１７号

○議長（吉田敏男君）

日程第１７

熊澤君。

○８番（熊澤芳潔君）

廃止については、こ

議案第

れはこれでいいのかなとは思いますけれど

１７号足寄町自然休養村樹芸樹木園地の設置

も、ただ、今後において、この樹木園がどう

及び管理に関する条例を廃止する条例の件を

いう方向性になっていくのか、また、決まっ

議題といたします。

ているのであれば、その内容について、

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

ちょっとお聞きしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）
ただいま議題と

お答えいたしま

す。

なりました議案第１７号足寄町自然休養村樹

樹芸樹木園地につきましては、今回廃止を

芸樹木園地の設置及び管理に関する条例を廃

させていただくということで。実質的には、

止する条例について、提案理由の御説明を申

事業は平成１０年に終わっておりますので、

し上げます。

その後、施設を維持管理をしてきたという状

本条例は、昭和４６年に指定を受けました

況でございます。

雌阿寒山麓足寄自然休養村計画の一環として

今後につきましては、昨年１２月の第４回

昭和４８年度から実施しておりました、樹芸

定例会でも少しお話をさせていただいており

樹木園地事業を推進するため、樹芸樹木園地

ますが、木苺を今後栽培、そして加工、販売

の設置と管理について定めた条例でございま

というようなことを計画している町外の業者

す。

の方がいらっしゃいまして、新年度からその

樹芸樹木園地事業につきましては、平成１

方にその土地を樹芸樹木園地の跡地をお貸し

０年度に終了をしておりますが、整備した一

をして、その事業を進めていただくというよ

部の施設の耐用年数が経過していなかったこ

うなことで予定してございます。

とから条例を廃止しておりませんでした。

以上でございます。

現在、既に施設の耐用年数が経過をしてい
ることから、条例の廃止をお願いするもので

○議長（吉田敏男君）
ませんか。

ございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

条文について申し上げます。

○議長（吉田敏男君）

足寄町自然休養村樹芸樹木園地の設置及び

ます。

管理に関する条例を廃止する条例。

これで質疑を終わり

これから、討論を行います。

足寄町自然休養村樹芸樹木園地の設置及び

討論はございませんか。

管理に関する条例は廃止する。

（「なし」と呼ぶ者あり）

附則といたしまして、この条例は、公布の
日から施行することとしてございます。

○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。

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

これから、議案第１７号足寄町自然休養村
樹芸樹木園地の設置及び管理に関する条例を

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）

他に、質疑はござい

廃止する条例の件を採決をします。
この表決は起立によって行います。

これをもって、提案

本件は、原案のとおり決定することに賛成
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の方は起立願います。

を平成２６年４月１日から施行するといたし

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

てございます。

全員の起立です。

なお、条例改正の新旧対照表を２４ページ

したがって、議案第１７号足寄町自然休養
村樹芸樹木園地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。

に貼付してございますので、御参照願いま
す。
以上で、提案理由の説明とさせていただき
ますので、御審議のほど、よろしくお願い申
し上げます。

◎

議案第１８号

○議長（吉田敏男君）

日程第１８

○議長（吉田敏男君）
議案第

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

１８号足寄町道路占用料徴収条例の一部を改

これから、質疑を行います。

正する条例の件を議題といたします。

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。
建設課長

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）

質疑なしと認めま

す。これで質疑を終わります。
ただいま議題と

なりました議案第１８号足寄町道路占用料徴

これから、討論を行います。
討論はございませんか。

収条例の一部を改正する条例の提案理由につ

（「なし」と呼ぶ者あり）

きまして、提案理由の御説明を申し上げま

○議長（吉田敏男君）

す。

す。これで討論を終わります。

討論なしと認めま

本条例の改正につきましては、消費税法等

これから、議案第１８号足寄町道路占用料

の改正に伴う税率の改正を行うものでござい

徴収条例の一部を改正する条例の件を採決を

ますが、今後においても消費税率の改正が予

します。

定されておりますことから、消費税率の改正

この表決は起立によって行います。

ごとに条例改正を要しない改正を行うもので

本件は、原案のとおり決定することに賛成

ございます。また、国の基準を準用しており

の方は起立願います。

ます占用料について、その算出根拠の所在地
区分が３区分から５区分に細分化されるとと

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

もに、平成２５年度の固定資産税評価額の評

したがって、議案第１８号足寄町道路占用

価を基にして占用料を改正する道路法施行令

料徴収条例の一部を改正する条例の件は、原

が改正されたことから、国に準じて占用料の

案のとおり可決されました。

改正を行うものでございます。
改正の内容でございますが、第２条ただし

◎

議案第１９号

書中「１００分の１０５を乗じて得た額」を

○議長（吉田敏男君）

「、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

１９号足寄町公園条例の一部を改正する条例

に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地

の件を議題といたします。

方税法（昭和２５年法律第２３６号）に定め
る地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた
額」に改める。
の全面改正を行ったところでございます。

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
建設課長

別表２を次のように改めるとして、占用料

日程第１９

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１９号足寄町公園条例の一

附則といたしまして、この条例の施行期日

部を改正する条例につきまして、提案理由の
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御説明を申し上げます。

以上のとおり、提案させていただきますの

本条例の改正につきましては、４点ござい

で、御審議のほどをよろしくお願い申し上げ

まして、まず１点目といたしまして、消費税

ます。

法等の改正に伴う消費税率の改正を行うもの

○議長（吉田敏男君）

でございますが、今後においても消費税率の

理由の説明を終わります。

これをもって、提案

改正が予定されておりますことから、消費税

これから、質疑を行います。

率の改正ごとに条例改正を要しない改正を行

質疑はございませんか。

うものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

２点目といたしまして、公園種別において

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

街区公園と総合公園にある里見が丘公園を総

す。これで質疑を終わります。

合公園に統合して一体的に管理するための改

討論を行います。

正でございます。

これから、

討論はございませんか。

３点目といたしましては、平成２５年度に

（「なし」と呼ぶ者あり）

開設をいたしました４施設を公園に追加する

○議長（吉田敏男君）

ものでございます。

す。これで討論を終わります。

４点目でございますが、教育委員会からの
行政報告にもありましたが、パークゴルフ場

討論なしと認めま

これから、議案第１９号足寄町公園条例の
一部を改正する条例の件を採決をします。

の使用料を無料とする改正を行うものでござ

この表決は起立によって行います。

います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

改正の内容でございますが、新旧対照表に

の方は起立願います。

よりまして御説明をさせていただきたいとい
うふうに思います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

まず、２７ページをお願いいたします。

全員の起立です。

したがって、議案第１９号足寄町公園条例

第１０条第１項中「１００分の１０５を乗
じて得た額」を「、消費税法（昭和６３年法

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。

律第１０８号）に定める消費税の税率を乗じ
て得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２

◎

議案第２０号

３６号）に定める地方消費税の税率を乗じて

○議長（吉田敏男君）

得た額を加えた額」に改める。

２０号足寄町公共下水道条例の一部を改正す

２７ページから２８ページにかけてでござ

し、新たに銀河公園、北１条広場、北２条広

議案第

る条例の件を議題といたします。

いますが、別表２の街区公園から里見が丘公
園を削除し、総合公園里見が丘公園に統合

日程第２０

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。

場を街区公園に加え、里見が丘公園パークゴ

○建設課長（阿部智一君）

ルフ場を総合公園の里見が丘公園に加えるも

なりました議案第２０号足寄町公共下水道条

のでございます。

例の一部を改正する条例について、提案理由

２８ページから２９ページにかけてでござ
いますが、別表４の「パークゴルフ場」を削
り、同表備考６を削るものでございます。

ただいま議題と

の御説明を申し上げます。
本条例の改正につきましては、国の標準下
水道条例が改正されたことに伴い、下水道の

附則といたしまして、この条例の施行期日

使用開始等の届出後の不正な使用態様の変更

を平成２６年４月１日から施行するものとい

を防止する観点から、使用開始後において水

たしてございます。

道水の排除に加えて、水道水以外の水を排除
― 27 ―

することになったときや、水道水以外の水を

したがって、議案第２０号足寄町公共下水

使用するための設備に変更があった場合な

道条例の一部を改正する条例の件は、原案の

ど、使用の態様に変化が生じた場合に遅滞な

とおり可決されました。

く届け出する旨を規定するもので、届け出を
行った者には過料を科すこととする規定等の
改正を行うものでございます。

◎

議案第２１号

○議長（吉田敏男君）

改正の内容でございますが、新旧対照表に
より御説明を申し上げますので、３１ページ

日程第２１

議案第

２１号足寄町普通河川管理条例の一部を改正
する条例の件を議題といたします。

をお願いいたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

第２２条の次に、使用の態様の変更の届出
の規定として第２２条の２を加えるものでご
ざいます。

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

次に、第３５条第１号中「第１項又は第２

なりました議案第２１号足寄町普通河川管理

項」を削り、同条第９条中「第１８条又は」

条例の一部を改正する条例につきまして、提

を「第１８条、」に改め、「第１９条」の次

案理由の御説明を申し上げます。

に「、第２２条の２」を加えるものでござい
ます。

本条例の改正につきましては、消費税法等
の改正に伴う消費税率の改正を行うものでご

附則といたしまして、この条例は平成２６

ざいますが、今後においても消費税率の改正

年４月１日から施行するとしてございます。

が予定されておりますことから、消費税率の

以上で、提案理由の説明とさせていただき

改正ごとに条例改正を要しない改正を行うも

ますので、御審議のほどをよろしくお願い申
し上げます。

のでございます。
また、足寄町道路占用料徴収条例を準用し

○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。

の改正にあわせ、改正を行うものでございま

これから、質疑を行います。

す。

質疑はございませんか。

改正の内容でございますが、新旧対照表に

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ております専用料について、同条例の占用料

より御説明を申し上げたいと思いますので、

質疑なしと認めま

３３ページをお願いいたします。

す。これで質疑を終わります。

別表の１流水占用料番号６の単価中「１０

これから、討論を行います。

０分の１０５を乗じて得た」を「、消費税法

討論はございませんか。

（昭和６３年法律第１０８号）に定める消費

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

税の税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

２５年法律第２３６号）に定める地方消費税
の税率を乗じて得た額を加えた額（以下「消

これから、議案第２０号足寄町公共下水道

費税額と言う。」）を加えた」に改める。

条例の一部を改正する条例の件を採決をしま
す。

３３ページから３４ページでございます
が、別表２の土地占用料中「１００分の５を

この表決は起立によって行います。

乗じる」を「消費税額を加える」に改め、

本件は、原案のとおり決定することに賛成

「７７０円」を「３１０円」に、「１,２５

の方は起立願います。

０円」を「５６０円」に改めるものでござい

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

ます。
附則といたしまして、この条例の施行期日
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は平成２６年４月１日から施行するとしてご

町だけのことで言えば、国道については当然

ざいます。

国の基準を使うわけでございまして、同一市

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

町村において、例えば電柱であれば、国道を

きますので、御審議のほどよろしくお願い申

占用する価格と、あるいは道道を占用する価

し上げます。

格、あるいは町道を占用する価格に差がある

○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。

というのは好ましい形ではないというふうに
考えておるところから、本町につきましても

これから、質疑を行います。

国の基準を準用しているということでござい

質疑はございませんか。

ますので、御理解いただきたいというふうに

２番

思います。

星君。

○２番（星

孝道君）

税率の関係について

はよくわかりますし、このとおりで結構だと

○議長（吉田敏男君）

他に、質疑はござい

ませんか。

思います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただ、電柱の７７０円から３１０円、ある
いは鉄塔の１,２５０円から５６０円。先ほ

○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。

どの１８号もそうでしたけれども、いわゆる

これから、討論を行います。

この積算根拠と、なぜ下げるのかという、こ

討論はございませんか。

の辺を説明いただきたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君）

○議長（吉田敏男君）

お答えをいたし

ます。

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２１号足寄町普通河川管

道路占用料の占用額の大幅な減額の関係が
主になろうかと思いますが、これにつきまし

理条例の一部を改正する条例の件を採決をし
ます。

ては、先ほどの提案理由の中でも御説明をさ

この表決は起立によって行います。

せていただいたところでございますが、基本

本件は、原案のとおり決定することに賛成

的に国で定めております占用料につきまし

の方は起立願います。

て、現行につきましては３区分の土地所在区
分、大都市、都市、その他という３区分を細

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

分化いたしまして、五つに土地の所在区分を

したがって、議案第２１号足寄町普通河川

分けたというのが１点。それから、占用料の

管理条例の一部を改正する条例の件は、原案

算定ベースになります土地の価格につきまし

のとおり可決されました。

て、直近ということで昨年度、平成２５年度
の固定資産評価額をベースに算定をした結

◎

散会宣告

果、御案内のとおり、全国的に地価価格が下

○議長（吉田敏男君）

がってきているという背景がございまして、

は全部終了をいたしました。

以上で、本日の日程

それがいわゆる占用料に今はね返りをして占

本日はこれで散会をいたします。

用料の額が大きく低減されてきているという

次回の会議は、３月１６日、午前１０時よ

ことでございます。

り開催をいたします。

本町関係あらず、どこの市町村もそうでご

大変御苦労さまです。

ざいますが、この国の基準を準用する形で占

午後

用料を定めさせていただいているところでご
ざいますが、その背景といたしましては、本
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１時４６分

散会

