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◎議事日程
日程第

１

議案第６４号

平成２６年度足寄町一般会計補正予算（第５号）＜Ｐ４～
Ｐ１５＞

日程第

２

議案第６５号

平成２６年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）＜Ｐ４～Ｐ１５＞

日程第

３

議案第６６号

平成２６年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）
＜Ｐ４～Ｐ１５＞

日程第

４

議案第６７号

平成２６年度足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第
１号）＜Ｐ４～Ｐ１５＞

日程第

５

議案第６８号

平成２６年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第１号）
＜Ｐ４～Ｐ１５＞

日程第

６

議案第６９号

平成２６年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第
１号））＜Ｐ４～Ｐ１５＞

日程第

７

議案第７０号

平成２６年度足寄町上水道事業会計補正予算（第１号）＜
Ｐ４～Ｐ１５＞

追加日程第１

行政報告＜Ｐ１５～Ｐ１８＞

追加日程第２

報告第１４号

平成２５年度足寄町の健全化判断比率及び資金不足比率の
報告について＜Ｐ１８～Ｐ１９＞

追加日程第３

議案第７１号

平成２５年度足寄町上水道事業会計決算認定について＜Ｐ
１９～Ｐ２１＞

追加日程第４

議案第７２号

平成２５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＜Ｐ１９～Ｐ２１＞

追加日程第５

議案第７３号

平成２５年度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について＜
Ｐ１９～Ｐ２１＞

追加日程第６

議案第７４号

平成２５年度足寄町国民健康保険病院事業特別会計歳入歳
出決算認定について＜Ｐ１９～Ｐ２１＞

追加日程第７

議案第７５号

平成２５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＜Ｐ１９～Ｐ２１＞

追加日程第８

議案第７６号

平成２５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＜Ｐ１９～Ｐ２１＞

追加日程第９

議案第７７号

平成２５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＜Ｐ１９～Ｐ２１＞

追加日程第10

議案第７８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
理事業特別会計歳入歳出決算認定について＜Ｐ１９～Ｐ２
１＞

追加日程第11

議案第７９号

平成２５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＜Ｐ１９～Ｐ２１＞

追加日程第12

議案第８０号

平成２５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＜Ｐ１９～Ｐ２１＞

追加日程第13

意見書案第９号

釧路地方裁判所帯広支部における労働審判の実施を求める
意見書＜Ｐ２１＞

追加日程第14

意見書案第10号

「手話言語法」の制定を求める意見書＜Ｐ２１＞
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追加日程第15

意見書案第11号

電力料金再値上げの撤回を求める意見書＜Ｐ２１～Ｐ２２
＞

追加日程第16

緊急質問（熊澤芳潔議員）大雨による土砂災害への対応に
ついて＜Ｐ２２～Ｐ２６＞

追加日程第17

議員派遣の件＜Ｐ２６＞

追加日程第18

所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会）
＜Ｐ２６～Ｐ２７＞

追加日程第19

閉会中継続調査申出書（総務産業常任委員会・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）＜Ｐ２
７＞
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午前１０時００分

開議

補正予算つづり１ページをお願いいたしま
す。

◎開議宣告
○議長（吉田敏男君）

議案第６４号平成２６年度足寄町一般会計

おはようございま

す。

補正予算（第５号）について、御説明申し上
げます。

全員の出席であります。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

これから、本日の会議を開きます。

１億４,８１９万４,０００円を追加をし、歳

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９４

です。

億６,２５０万４,０００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申し上げます。

議会運営委員会委員

１２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

１２ページ、第２款総務費、第１項総務管

高道洋子君。

理費、第２目基金積立金におきまして、今回

５番。

の補正予算に伴います財源調整のため、財政

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

９

月１０日に開催されました第３回定例会に伴

調整基金積立金といたしまして８６４万４,
０００円を減額いたしました。

う議会運営委員会の協議の結果を報告いたし
ます。

第８目財産管理費におきまして、大誉地集
落センター建設に伴います備品購入費といた

本日は、最初に議案第６４号から議案第７
０号までの補正予算の提案説明を受けた後、

しまして、５１０万９,０００円を計上いた
しました。

即決で審議いたします。

第１４目企画振興費、第８節報償費におき

以上で、報告を終わらせていただきます。
○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。

まして、ふるさと納税謝礼といたしまして、
１,５００万円を計上いたしました。第２５
節積立金におきまして、ふるさと足寄応援基
金積立金といたしまして３,０００万円を計

◎

議案第６４号から議案第７０号まで

○議長（吉田敏男君）

日程第１

上いたしました。

議案第６

第１５目行政情報管理費におきまして、社

４号平成２６年度足寄町一般会計補正予算

会保障税番号制度システム改修業務、行政シ

（第５号）の件から、日程第７

議案第７０

ステムサーバー更新業務の委託料といたしま

号平成２６年度足寄町上水道事業会計補正予

して、合わせて１,２４２万１,０００円を計

算（第１号）までの７件を一括議題といたし

上いたしました。

ます。

１４ページ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
す。
町長

１４ページ、第２１目情報化推進費におき
まして、地デジ無線共聴施設整備工事の工事

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

請負費といたしまして、２,２６８万円を計
ただいま議題とな

上いたしました。

りました議案第６４号平成２６年度足寄町一

１６ページをお願いします。

般会計補正予算（第５号）から、議案第７０

１６ページ、第３款民生費、第２項老人福

号平成２６年度足寄町上水道事業会計補正予

祉費、第８目地域支援事業費におきまして、

算（第１号）まで、一括、提案理由を御説明

認知症高齢者グループホーム、これは仮称で

申し上げます。

ございます。生活支援長屋の建設に伴います
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備品購入費といたしまして、２,０２８万５,

金繰入金といたしまして、今回の補正予算の

０００円を計上いたしました。

財源調整と、これまで足寄町の福祉推進のた

第３項児童福祉費、第３目子どもセンター

めなどとして多くの町民の皆様や団体から御

運営費におきまして、事務補助および業務補

寄附をいただき、財政調整基金に積み立てて

助賃金といたしまして、合わせて３６６万

きた寄附金を、グループホーム生活支援長屋

６,０００円を計上いたしました。

の備品購入費に充当させていただくこととい

１８ページをお願いいたします。

たしまして、合わせて２,６７０万５,０００

１８ページ、第６款農林水産業費、第１項

円を計上いたしました。

農業費、第１目農業委員会費におきまして、

第２１款町債におきまして、地方道路等整

農地情報管理システム改修業務の委託料とい

備事業債といたしまして、４,５４０万円を

たしまして、２８７万３,０００円を計上い

減額いたしました。

たしました。

以上が歳入の主な事項でございます。

２０ページをお願いいたします。

４ページへお戻りください。

２０ページ、第８款土木費、第２項道路橋

４ページ、第２表、債務負担行為補正、追

梁費、第１目道路維持費におきまして、町道

加１件をお願いいたしました。

茂喜登牛・芽登線外２路線の町道応急補修工
事の工事請負費といたしまして、１,６７１

第３表、地方債補正、廃止１件をお願いい
たしました。

万９,０００円を計上いたしました。

以上で、平成２６年度足寄町一般会計補正

第４目臨時地方道整備事業費におきまし
て、校南団地１号通調査設計業務の委託料と

予算（第５号）についての説明を終わりま
す。

いたしまして２７２万２,０００円を、校南
団地１号通整備工事に伴う土地購入費といた

次に、特別会計について御説明申し上げま
す。

しまして２９０万１,０００円を計上いたし

２５ページをお願いいたします。

ました。

２５ページ、議案第６５号平成２６年度足

第５目道路新設改良費におきまして、橋梁
長寿命化修繕調査設計業務の委託料といたし

寄町国民健康保険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。

まして、８７１万６,０００円を計上いたし
ました。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ
４,６７５万２,０００円を追加をし、歳入歳

以上で歳出を終わり、次に、歳入について
御説明申し上げます。

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１１億
８,５８９万３,０００円とするものでござい

８ページへお戻りください。

ます。

８ページ、第１款町税におきまして、個人

歳出の主なものから御説明申し上げます。

町民税といたしまして８,５０４万４,０００

３６ページをお願いいたします。

円を計上いたしました。

３６ページ、第１１款諸支出金におきまし

第１４款国庫支出金及び第１５款道支出金
におきまして、それぞれ事業費見合いの補助

て、返還金といたしまして４,６３８万１,０
００円を計上いたしました。

金、交付金などを計上いたしました。

次に、歳入について、申し上げます。

１０ページをお願いいたします。

３０ページへお戻りください。

１０ページ、第１７款寄附金におきまし

３０ページ、第１款国民健康保険税におき

て、ふるさと納税寄附金といたしまして、

まして、税額が確定いたしましたことから、

３,０００万円を計上いたしました。

一般被保険者、退職被保険者等の保険税額を

第１８款繰入金におきまして、財政調整基

それぞれ減額をいたしました。
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第３款療養給付費等交付金におきまして、
退職者医療の過年度療養給付金等交付金とい

２,１５３万４,０００円とするものでござい
ます。

たしまして、３,１８０万１,０００円を計上

歳出から御説明申し上げます。

いたしました。

６２ページをお願いいたします。

第８款繰入金におきまして、一般会計繰入

６２ページ、第４款諸支出金におきまし

金といたしまして、５６０万４,０００円を

て、返還金といたしまして、９３０万７,０

減額いたしました。

００円を計上いたしました。

３２ページをお願いいたします。

６４ページをお願いいたします。

３２ページ、第９款繰越金におきまして、

６４ページ、第５款基金積立金におきまし

一般被保険者前年度繰越金といたしまして、

て、介護給付費準備基金積立金といたしまし

３,９１２万７,０００円を計上いたしまし

て、１,８７７万円を計上いたしました。

た。

歳入について申し上げます。

次に、３９ページをお願いいたします。

６０ページへお戻りください。

３９ページ、議案第６６号平成２６年度足

６０ページ、第５款道支出金におきまし

寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）に

て、過年度介護給付費道負担金といたしまし

ついて、御説明申し上げます。

て、２８５万５,０００円を計上いたしまし

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

た。

６３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

第７款繰越金におきまして、前年度繰越金

入歳出それぞれ４,１８９万円とするもので

といたしまして、２,５２１万８,０００円を

ございます。

計上いたしました。

補正予算の内容につきましては、料金シス

５６ページへお戻りください。

テムの更新による上水道事業会計への負担金
の計上に伴うものでございます。

５６ページ、第２表地方債補正、変更１件
をお願いいたしました。

次に、４７ページをお願いいたします。

次に、６７ページをお願いいたします。

４７ページ、議案第６７号平成２６年度足

６７ページ、議案第６９号平成２６年度足

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について、御説明申し上げます。

号）について、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

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

０１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

１万７,０００円を追加をし、歳入歳出予算

入歳出それぞれ４億１,６８５万２,０００円

の総額を、歳入歳出それぞれ１億１,８２６

とするものでございます。

万３,０００円とするものでございます。

補正予算の内容につきましては、簡易水道

補正予算の内容につきましては、特に説明

特別会計と同様、料金システムの更新による

すべき事項がございませんので、説明を省略

上水道事業会計への負担金の計上に伴うもの

させていただきます。

でございます。

次に、企業会計について御説明申し上げま

次に、５５ページをお願いいたします。

す。

５５ページ、議案第６８号平成２６年度足

７５ページをお願いいたします。

寄町介護保険特別会計補正予算（第１号）に
ついて御説明申し上げます。

７５ページ、議案第７０号平成２６年度足
寄町上水道事業会計補正予算（第１号）につ

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

いて、御説明を申し上げます。

２,８０７万７,０００円を追加をし、歳入歳

収益的収入及び支出の総額から、５４万

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１０億

９,０００円を減額し、収益的収入及び支出
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の総額を、それぞれ１億４,７９３万６,００
０円とするものでございます。

１２ページから１５ページ、第２款総務
費、質疑はございませんか。

次に、資本的収入及び支出の総額に、資本

５番高道君。

的収入額７４２万円、資本的支出額９２８万

○５番（高道洋子君）

１４目企画振興費に

１,０００円をそれぞれ追加し、資本的収入

ついて伺います。その中の８番報償費、ふる

の総額を８,２８１万３,０００円に、資本的

さと納税謝礼というところなのですけれど

支出の総額を１億５,２９５万１,０００円と

も、この中で、ふるさと納税寄附金が大変驚

するものでございます。

異的に進んで、去年、おととしに比べて想像

資本的収入額が資本的支出に対して不足す

を絶する寄附が進んでいるということを伺っ

る額、７,０１３万８,０００円は、当年度分

ております。その中で３点ほどお伺いしたい

消費税及び地方消費税資本的収支調整額を４

のですが。

５８万１,０００円、建設改良積立金を２,７

一つは、予算説明資料の中に、（１１）需

１４万６,０００円に改め、補填するもので

用費のところの印刷製本費５万４,０００円

あります。

とあります。

補正予算の主な内容について、申し上げま
す。

何を伺うかというと、やはりこれが高い安
いなのか、それは別といたしまして、やはり

収益的収入及び支出につきましては、特に

パンフレットの、これは、つくるお金、印刷

説明すべき事項がございませんので、説明を

製本なのかなというふうに思うのですが。委

省略させていただきます。

員会でも以前説明は一応受けてはおります

８２ページをお願いいたします。

が、確認のためにもう一度伺いたいのです

８２ページ、資本的収入及び支出でござい

が。

ますが、支出では、上水道配水管等調査設計

このパンフレットをつくるときに、前に見

業務などに伴う委託料、料金システム更新に

させていただいたのは、生産者の提案した写

伴う備品購入費を計上いたしました。

真だとか、出品者のそういう写真だったのか

収入では、下愛冠視距改良に伴う配水管移

なというふうに。素人風のパンフレットだっ

設調査設計業務工事負担金、料金システム更

たような気もしますが、やはりいろいろな上

新に伴う他会計負担金をそれぞれ計上いたし

士幌の３億円とか、そういうのを皆さんもお

ました。

聞きしますと、やはりそのパンフレットが大

以上で、議案第６４号平成２６年度足寄町

変大事ではないかなという思いがして、もっ

一般会計補正予算（第５号）から、議案第７

と出品者の方も一、二人おっしゃっていまし

０号平成２６年度足寄町上水道事業会計補正

たけれど、プロというかコーディネーター、

予算（第１号）までの説明とさせていただき

専門の人にアドバイスを受けてパンフレット

ます。

をつけていただきたいということもおっ

御審議のほどを、よろしくお願いを申し上
げます。
○議長（吉田敏男君）

しゃっていましたもので、そこのところをも
う一回確認。委員会でも説明あったかもしれ

これをもって、提案

ないのですけれども。それが一つ。

理由の説明を終わります。

それと、なかなか品切れしました、売り切

これから、議案第６４号平成２６年度足寄

れしましたというものも出て、特にトウモロ

町一般会計補正予算（第５号）の件の質疑を

コシとかフキとか農産物については時期のも

行います。

のがありますから、そういうのも出てくるの

１２ページをお開きください。

も当たり前なのですけれども、この足寄町の

歳出から始めます。款で進めます。

出展者が何十人もいる中で、安定供給してい
― 7―

くことが大事かなという。品質保持と安定供

ていただきたいなというふうに考えておりま

給が。それが１０年、２０年と１億円につな

す。

がる道になるのではないかなというふうに思

それから、２点目の安定供給の部分でござ

うものですから、その安定供給の体制です。

いますが、パンフレット見ていただいてわか

それともう１点は、他町村、ある町では、

るとおり、農産物ですとか、そういった物が

この商品をチェックしているというか、当事

非常に多い状況ではございまして。また、そ

者同士なのか第三者なのかわかりませんけれ

の農産物が非常に、言ってみれば、売れ筋と

ども、認定商品を決めて、認定商品のみを掲

いいますか、多くの方に注文いただいている

載していくというふうにも伺っております

というか。ということで、足寄町のトウモロ

が。

コシですとか、ジャガイモですとか、そうい

その３点について伺います。
○議長（吉田敏男君）

う農産品が非常に都会の方からは魅力的に見

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

えているというところでございます。

お答えをいたし

ます。

ただ、やはり時期的なものがございまし
て、どうしても秋口になってくると、そうい

まず、１点目の印刷製本費でございますけ

う農産品については品切れといいますか、注

れども、これについては、封筒の印刷製本費

文していただいてももう品物がないというよ

でございまして、パンフレットの印刷という

うな状況になってきますので。それにかわ

ことではございません。

る、年間通して供給ができるような、そうい

いろいろと寄附していただいた方が非常に

う特産品を今後も検討していかなければなら

多くなりまして、寄附いただいたときの領収

ないというふうには考えているところでござ

書ですとか、お礼ですとか、そういうような

います。

手紙を出すために必要になる封筒の印刷とい
うことでございます。

それから、商品のチェックといいますか、
認定商品といったものについては、特に今の

今、御質問にございました、パンフレット

ところ、足寄町では認定というものは行って

の写真でございますけれども、やはり写真映

いないというところでございまして、商工会

りだとか、そういったものがそのできばえに

ですとか農協、観光協会、それぞれ声をかけ

よって、寄附していただける方が、特産品を

て、その中で特産品として出したいよという

選ぶときに、これがいい、これが悪いとかと

ものをそれぞれ出していただいているという

いう、悪いというのはあまりないかもしれま

ようなところでございます。

せんけれども。そういうのを選ぶ上での大き

足寄町認定の特産品というようなものがき

な参考になるのではないかなというふうに、

ちんとできればいいのかなというふうにも

こう考えております。

思っていますし、今後の部分でいけば、特に

現在使っているパンフレットの中の写真に

人気の高いものだとかといったものを認定し

ついては、それぞれ出展していただいている

ていくだとかというようなことも必要になっ

方たちに写真を撮っていただいたりというこ

てくるのかなというふうにも思いますけれど

とで、つくっているものでございました。

も、その部分も今後検討させていただきたい

そういったものによっては、プロだとか、

なというふうに思っています。

プロの方のアドバイスだとかというのも、や

以上でございます。

はりこれからの部分では必要になってくる部

○議長（吉田敏男君）

分もあるのかなと考えております。

よろしいですか。

他に、ございませんか。

そのあたりについては、今後必要に応じて
アドバイスをいただくようなことも検討させ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
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次に、１６ページ、

第３款民生費、質疑はございませんか。

○５番（高道洋子君）

５番高道君。
○５番（高道洋子君）

わかりました。

対象者が６５歳から５歳きざみで、７０
民生費でございま

す。

歳、７５歳、８０歳、８５歳、そして１００
歳以上は全員というふうに今お聞きしました

民生費の中の予防費の中の１９ページの２
０節の扶助費。
○議長（吉田敏男君）

が、その方たちが本来７,１２０円自己負担
ならかかるところを、５,１２０円が町の負

衛生費は次にまいり

ます。

担になって、自己負担は２,０００円で済み
ますよという、そういう公的支援というか、

○５番（高道洋子君）

そうですか。失礼し

そういうふうに聞いております。

ました。

そこで、ちょっとやはり何にでも矛盾とい

○議長（吉田敏男君）

１６ページ、民生

費、ございませんか。

うか、落とし穴とまでは言いませんけれど
も、出てくるのかなと思う。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

実は、例えば、今現在６６歳の人、または

それでは次にまいり

ます。

けられなかったということで、現在６６歳で

１６ページから１８ページ、第４款衛生
費、質疑はございませんか。

も６７歳でもいいのですけれど、その方が７
０歳になると公費負担の２,０００円で自分

５番高道君。
○５番（高道洋子君）

６７歳の方が、６５歳を過ぎて公費負担を受

は受けられるという、その５年間を待てなく
１９ページの扶助費

て、自己負担のときに６７歳のときに、また

の高齢者肺炎球菌感染症予防接種費のところ

は６６歳のときに、七千なんぼの自己負担

でございますが、これにつきましても、予算

で、公費負担はありませんから、受けますよ

説明書の中に載ってはおりますけれども、も

ね。例えば、受けました。ところが、７０歳

う少し詳しくというか、対象者がどういう人

にまた受けられるのですけれど、もうこのと

で。何かもうちょっと詳しく説明できました

きは公費負担で支援を受けて。ところが、５

らお願いします。

年間置かなければ、これ予防ワクチンの効き

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

目があって、また２年、３年で受けると副作

お答えいたしま

す。

用が出て、５年間置かなければいけないとい
うことなのかもしれないのですが、そういう

成年肺炎球菌のワクチンの対象者について
ということでございます。

ふうに聞いていますが。そうすると、６６
歳、６７歳で自己負担を受けた人は、次５年

今回定期接種化になりまして、対象者は、

経ったら７２歳。また、公費負担を受けられ

まず６５歳に達した方。６５歳の方で、１回

ないということで、生涯公費負担を受けられ

接種できる制度でございます。

ないというか、そういうことになるのかなと

平成３０年度までの５年間におきまして、

いうふうに計算されますよね。だから、全員

経過措置としまして、７０歳、７５歳、８０

が年齢、そして、しかも５年経ったら６５歳

歳と、５歳きざみで１回接種できるように

の方のみしか対象にならないということなの

なっております。１００歳以上の方は、全員

で。だから、それであったら、１０月以降だ

今回対象ということで、接種の対象になって

というので、１０月以降何歳の人でも６５歳

おります。

以上であればだれでも受けられて、そしてそ

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
５番高道君。

の人たちは５年たったら受けられますよとい
よろしいですか。

うふうにしたほうが、平等にみんなが、多く
の人が公費負担の支援を受けられるのかなと
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いうふうに単純に考えたのですけれども、い

う、上書きに年齢設定を決めたのですか。国

かがでしょうか。

が決めていたのですか、既に。もうこの歳だ

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

ということを。
○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

今回ことしの平成２６年７月にこの定期接
種化ということで、国のほうで制度化させて
いただいたものでございます。

お答えいたしま

す。
平成２６年７月２日に、予防接種法施行令
の一部を改正する政令が公布されたことに

御質問ですけれども、６５歳、７０歳とい
う５歳きざみの真ん中にいるというか、対象

よって、この定期接種化になったということ
です。

にならない方が接種した場合ということでご

私共足寄町では、平成２３年から任意接種

ざいますけれども、あくまでもこの制度設計

に対する支援事業をやってきましたけれど

の中では、その対象になっておりません。

も、今回、平成２６年１０月から実施するこ

対象となっているのは、６５歳未満の場合
であっても、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の

の予防接種は、国の制度に基づいて行うもの
でございます。

機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫

以上でございます。

の機能障害を有している場合であれば、対象

○議長（吉田敏男君）

になるという形になっています。

長。

御質問の、例えば６７歳、６６歳の方につ
きましては、対象となっていません。

追加答弁、福祉課

○福祉課長（櫻井光雄君）

足寄町が平成２

３年からですか。実施しておりまして、３年

国の制度設計では、５年間で１回という制
度設計になっています。

間実施してきております。その方につきまし
ては、まだ３年しか経っておりませんので、

５年終了の平成３１年度以降はどういうふ

このワクチンの効能は５年以上有効あります

うになるのだということでございますけれど

よと。そして、５年以内にまた打つと副反応

も、国が今示しているのは、６５歳から。６

が強く出てきますよということでございます

５歳に達した人だけということで、今制度設

ので、町の任意事業で、あるいは帯広とかそ

計いわれていますけれども、これからの５年

ういったところの病院で自主的に予防接種を

間の実施状況等を見きわめて新たな制度見直

打たれた方については、例えば８０歳とか８

しも含めてあるというふうに聞いていますの

５歳となっていても、それは公費の助成の対

で、そういった方の部分については、これか

象になりませんし、もっといえば、実際に打

ら国等にも実態が出ていくと思いますから、

たれるときにお医者さん等において問診をし

そういった中で、５年後の平成３１年度以降

て、そういった過去に打ったことがないとい

の中で改善が予定つくのかなというふうに

うことを確認して、この予防接種を打ってい

思っております。

ただくような形になりますので、御理解いた

以上でございます。

だきたいと思います。

○議長（吉田敏男君）

５番高道君。

○議長（吉田敏男君）

○５番（高道洋子君）

伺いますが、では６

す。

暫時休憩をいたしま

５歳、７０歳、７５歳という、この年齢設定

午前１０時４０分

休憩

は国の方針だということですか。国が決めて

午前１０時４１分

再開

いるのですか。それとも、６５歳以上と、５

○議長（吉田敏男君）

年後は６５歳のみですよというこの二つが決

再開をいたします。

まっていて、足寄町が６５歳、７０歳とい

休憩を閉じ、会議を

足寄町の取り組みも含めて今説明をすると
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いうことですから。

以上でございます。

福祉課長、答弁。

すいません。それで、従来やっていました

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

制度は完全に廃止となって、この全て定期接
種化に移行させていただくということになり

平成２３年度から、足寄町が助成制度でス

ますので、御理解をいただきたいと思いま

タートしましたのは平成２３年度からでござ

す。

いますけれども、このときは７５歳以上の方

○議長（吉田敏男君）

全員を対象に、１,４００人の対象の方で、

よろしいですか。

どうぞ、５番高道君。

５４０人の方が接種をされています。２４年

○５番（高道洋子君）

度から７５歳に達した人を対象としていまし

人が何か自分が心配を、不安を感じて５年待

て、２４年度は１１２人に対して実施されて

てないよということで自己負担で肺炎の検査

いるのは４９人、平成２５年度には１２３人

を受けた場合、ワクチンを受けた場合に、そ

の対象の方に対して、３４人が接種をされて

れは５年を置かなければいけないものですか

います。

ら、結局それは対象者にはなれないというこ

この接種された方たちは、ことしから始ま

とははっきりしたということですね。わかり

ります定期接種化では対象になりません。そ

ました。

ういったことで御理解をいただきたいと思い

○議長（吉田敏男君）

ます。

結局、年齢対象外の

それでいいですね。

他に、質疑ございませんか。

○議長（吉田敏男君）

５番高道君。

９番井脇君。

○５番（高道洋子君）

少しわかってきまし

た。

○９番（井脇昌美君）

今のことに全く関連

してなのですけれど、今、福祉課長のほうか

そうすると、従来の７５歳のみの自己負担

ら国の設定ということで、それは当然でしょ

２,５００円という、町が単独でやっていた

うけれど、６５からに平成２３年度から実施

任意のこれはそのまま生きるということです

されてきたという一つの事例も細かく出して

ね。

いただいたのですけれど、その中間年齢で受

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

診した場合には、５年ごとですから、若干不
公平が発生すると。６７歳のときに受けた
ら、５年後ですから７２のときに受けていく

従来、平成２３年度から実施していた予防

わけですから。わかりますね、これは。そし

接種料金ですけれども、町が３,５００円を

たら、今度７２で受けて、また５年定期でき

助成しまして、自己負担は２,５００円とい

ちんと自分の身のことですから、七千数百円

うことでお願いをしていました。今回の定期

を払ってまた受けると。自己負担の２,００

接種化に伴って、接種料金でございますけれ

０円というのは、永久的に受けられないので

ども、町の助成額が５,１２０円ということ

はないかと。

でございまして、例えば、帯広の施設とか料

それで、５番議員さんが、それであればお

金がまちまちだと思うのですけれども、私共

かしいと。５年に１回だから、もし年齢制限

のほうで助成させていただくのは５,１２０

を撤回して、６５以上の人を５年に一遍でい

円ということで、償還払いの制度でお支払い

いのではないかと。わかりますか、５年に一

をしますし、町内の病院でお受けになられた

遍。だけど、課長がこの国の設定をされてい

場合についても、この５,１２０円の助成を

るというのは当然なのでしょうけれど、この

させていただく。そういったことで予定して

一番、ここです。７０、７５、８０は５年単

おります。

位の、それを国から年齢をきっちり示された
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のかということを聞いているのです。何も、
そんなあれではないのです。国から７０歳で

ます。
質疑はございませんか。

すよ、６５ですよと。これ以下はだめですよ

（「なし」と呼ぶ者あり）

ということを言われているのか、足寄町でそ

○議長（吉田敏男君）

れを国からの策定に基づいて、ことしは３０

んか。

５人受診すると。それで、６５、７０、７５

（「なし」と呼ぶ者あり）

の対象の人のある程度、あれしている。それ

○議長（吉田敏男君）

は結構なことなのだけれど、質問は、中間で

ださい。

受けた人は永久に受けられないと。その問題
の６５はいいのだと。７０もいいのだけれ

歳入総括ございませ

４ページにお戻りく

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。

ど、この年齢の設定は国から、厚生省から言

（「なし」と呼ぶ者あり）

われているのかという、これだけのことなの

○議長（吉田敏男君）

です。何も２３年度のことはいいのですよ。

廃止１件、質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

法で定められた

国からの指導であります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括ご

ざいませんか。

（発言する者あり）
○議長（吉田敏男君）

第３表地方債補正、

（「なし」と呼ぶ者あり）

はい、よろしいです

か。

○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。

他に、衛生費、質疑ございませんか。

これから、討論を行います。討論はござい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ませんか。

次にまいります。

第６款農林水産業費、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）

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６４号平成２６年度足寄

次に、２０ページ、

第８款土木費、質疑はございませんか。

します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

町一般会計補正予算（第５号）の件を採決を
この表決は、起立によって行います。

次に、第９款消防

費、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

次にまいります。

２０ページから２３ページ、第１０款教育
費、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６４号平成２６年度足
寄町一般会計補正予算（第５号）の件は、原

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

起立）

案のとおり可決されました。

歳出総括、ございま

せんか。

次、２５ページをお開きください。
これから、議案第６５号平成２６年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

８ページにお戻りく

ださい。

号）の件の質疑を行います。
３０ページから３７ページ、歳入歳出一括

歳入に入ります。

で行います。

８ページから１１ページ、歳入一括で行い

質疑はございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これから、議案第６６号平成２６年度足寄

総括ございません

か。

町簡易水道特別会計補正予算（第１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。

（賛成者

討論はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

起立）
全員の起立です。

したがって、議案第６６号平成２６年度足

討論なしと認めま

す。

寄町簡易水道特別会計補正予算（第１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。

ここで、暫時休憩をいたします。

これから、議案第６５号平成２６年度足寄

１１時０５分まで休憩いたします。

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

午前１０時５４分

休憩

号）の件を採決をします。

午前１１時０６分

再開

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

再開をいたします。

の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

４７ページをお開きください。
起立）

これから、議案第６７号平成２６年度足寄

全員の起立です。

したがって、議案第６５号平成２６年度足
寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
２号）の件は、原案のとおり可決されまし

町公共下水道事業特別会計補正予算（第１
号）の件の質疑を行います。
５２ページ、歳入歳出一括で行います。質
疑はございませんか。

た。

（「なし」と呼ぶ者あり）

３９ページをお開きください。

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第６６号平成２６年度足寄

か。

町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。
疑はございませんか。

ります。
討論はございませんか。

総括ございません

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）

これで、質疑を終わ

これから討論を行います。

（「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）

４４ページ、歳入歳出一括で行います。質

総括ございません

討論なしと認めま

す。

これで、質疑を終わ

ります。

これで、討論を終わります。
これから、議案第６７号平成２６年度足寄

これから討論を行います。

町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

討論はございませんか。

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。

討論なしと認めま

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。

これで、討論を終わります。

（賛成者
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起立）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第６７号平成２６年度足

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１
号）の件の質疑を行います。

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

７２ページ、歳入歳出一括で行います。

号）の件は、原案のとおり可決されました。

質疑はございませんか。

５５ページをお開きください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これから、議案第６８号平成２６年度足寄
町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件

○議長（吉田敏男君）
か。

の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

６０ページから６５ページ。

○議長（吉田敏男君）

歳入歳出一括で行います。

ります。

質疑はございませんか。

これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括ございません

討論はございませんか。

総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

５６ページにお戻りください。

討論なしと認めま

す。

第２表地方債補正、変更１件、質疑はござ
いませんか。

これで、討論を終わります。
これから、議案第６９号平成２６年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

全体に対する総括ご

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）

号）の件を採決をします。
本件は、原案のとおり決定することに賛成

これで質疑を終わり

の方は起立願います。

ます。

（賛成者

これから、討論を行います。

○議長（吉田敏男君）

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６９号平成２６年度足

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

起立）

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

討論なしと認めま

す。

号）の件は、原案のとおり可決されました。
７５ページをお開きください。

これで、討論を終わります。

これから、議案第７０号平成２６年度足寄

これから、議案第６８号平成２６年度足寄
町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件
を採決をします。

町上水道事業会計補正予算（第１号）の件の
質疑を行います。
８０ページ、収益的収入及び支出一括で行

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

質疑はございませんか。

の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
起立）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

収入及び支出一括で行います。

したがって、議案第６８号平成２６年度足

質疑はございませんか。

寄町介護保険特別会計補正予算（第１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。

８２ページ、資本的

総括ございません

か。

これから、議案第６９号平成２６年度足寄
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（「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。

次に、議案第７１号から議案第８０号まで
の各会計の決算認定については、提案理由の

これから、討論を行います。

説明を受け、質疑を行った後、平成２５年度

討論はございませんか。

決算審査特別委員会を設置し、閉会中の審査

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

といたします。

討論なしと認めま

す。

次に、意見書案第９号から意見書案第１１
号までを即決で審議いたします。

これで、討論を終わります。

次に、議員派遣の件と、総務産業常任委員

これから、議案第７０号平成２６年度足寄

会からの所管事務調査期限の延期について、

町上水道事業会計補正予算（第１号）の件の

総務産業常任委員会、文教厚生常任委員会、

採決をします。

広報広聴常任委員会、議会運営委員会からの

この表決は、起立によって行います。

閉会中継続審査申出書について審議いたしま

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。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

以上で、本定例会における議案等の審議
起立）

は、本日をもって全て終了する予定でありま

全員の起立です。

す。

したがって、議案第７０号平成２６年度足

以上で、報告を終わらせていただきます。

寄町上水道事業会計補正予算（第１号）の件

○議長（吉田敏男君）

は、原案のとおり可決いたしました。

報告を終わります。

これにて、委員長の

ここで、暫時休憩をいたします。

お諮りをいたします。

非常に時間があると思いますけれども、こ

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

の後、議会運営委員会が待ち構えております

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおり日

ので、１時まで休憩といたしたいと存じま

程に追加し、審議することにしたいと思いま

す。

す。これに御異議ございませんか。

１時から再開をいたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

休憩中に、議会運営委員会をお願いをいた
します。

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
午前１１時１３分

休憩

したがって、追加議事日程のとおり日程に

午後

再開

追加し、審議することに決定をいたしまし

○議長（吉田敏男君）

１時００分

休憩を閉じ、会議を

た。

再開をいたします。
◎
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

○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

追加日程第１

行政

報告を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。

高道洋子君。

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

行政報告

これを許します。
た

町長、安久津勝彦君。

だいま開催されました議会運営委員会の協議

○町長（安久津勝彦君）

の結果を報告します。

ただきましたので、追加の行政報告というこ

これより、本日の議事日程に追加し、最初
に、町長から行政報告を受けた後、報告第１
４号の報告を受けます。

議長のお許しをい

とで、３件行政報告を申し上げます。
まず、１点目でありますけれども、市街地
コミュニティーバスの本格運行について、御
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報告をいたします。

ります。

本町のコミュニティーバスの本格運行につ

また、現行制度では運行経費から運賃収入

きましては、本年６月の第２回定例会におき

を除いた赤字額の５０％が地域公共交通確保

まして、市街地コミュニティーバスの設置及

維持改善事業費国庫補助金により補填され、

び管理運営等に関する条例と、車両購入費や

残りの５０％が特別地方交付税の対象となっ

運行委託料等にかかわる補正予算の議決をい

ております。

ただき、現在、１０月１日の本格運行開始に

運行車両は、今後の利用増を見込み、１４

向け準備を進めておりますが、その概要につ

人乗り小型バスとし、車体にはラワンブキと

きまして、御報告をいたします。

マスコットキャラクターのあゆみちゃんを元

第２回定例会の後、車両購入や運行管理業

気でカラフルな色使いによりラッピング加工

務委託の契約を締結し、８月２８日開催の足

をすることで、バス利用者だけではなく通行

寄町地域公共交通活性化協議会における本格

する人や観光客にも本町の魅力をＰＲする車

運行実施に関する承認を経て、道路運送法施

両としております。

行規則に定める市町村運営有償運送のうち、

また、市街地コミュニティーバスが町民の

交通空白輸送の登録申請を、９月１日に帯広

皆さんの足として広く、そして末長く親しま

運輸支局に行いました。

れ、多くの方に利用されることを願い、愛称

運行ルートは、昨年９月と本年２月の実証

を公募して選考した結果、あしバスと決定し

実験や、利用者アンケートの結果をもとに見

たことから、車両本体からあしバスと表記す

直しを行い、市街地の住宅地、役場、町民セ

ることとしております。

ンター、商業施設、医療機関等のほか、停留

コミュニティーバスの運行や停留所の管理

所設置の希望が多かった総合体育館、温水

等につきましては、足寄タクシー有限会社に

プール、老人憩の家、さらに本年４月にオー

業務委託を行い、安全で安心して利用できる

プンした地域支え合いセンターを追加し、特

コミュニティーバスの運行に努めていきたい

に自由な移動手段を持たない高齢者の外出機

と考えております。

会創出による生きがいづくりと、健康づくり
に寄与するルート設定を心がけました。

１０月１日午前７時４５分から、あしょろ
銀河ホール２１北側において、出発式の開催

運行は、祝日と年末年始を除く月曜日から

を予定をしております。

土曜日までとし、起点、終点である道の駅あ

なお、時刻表や運行ルートマップ等を含め

しょろ銀河ホール２１を、第１便は午前８時

た本格運行に関するお知らせを、９月１２日

に、最終便は午後３時４０分に出発し、午後

からの自治会回覧により全戸配布することと

５時２０分に到着する、１日５便としており

しております。

ます。

引き続き利用状況や利用者の声を十分に把

運賃は１乗車につき１００円ですが、１２

握し、また足寄町地域公共交通活性化協議会

枚 １ ,０ ００ 円 の回 数 券を 用 意す る とと も

での定期的な検討を行い、必要に応じ運行

に、生活保護受給者、未就学児童および学

ルートの見直しや運行方法の改善を行いたい

生、身体障害者手帳等の交付を受けている

と考えておりますので、御理解を賜りますよ

方、満６５歳以上の方、介護が必要な方の付

うお願い申し上げ、御報告といたします。

添者等を無料としております。

次に、消防の広域化の検討状況につきまし

また、無料となる利用者は、乗車時に保険

て、御報告をいたします。

証や手帳等の身分証明書の提示が必要となり

十勝における消防の広域化につきまして

ますが、個人情報等に配慮し、希望者には、

は、本定例会初日に新たな一部事務組合の設

無料乗車パスポートを発行することとしてお

立に必要な十勝広域消防事務組合規約案の概
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要について御報告をいたしましたが、今回

基づき出動対象の消防署、出動車両、招集対

は、広域化後の災害出動計画案と、消防職団

象となる職員や団員を自動的に選択し、出動

員非常招集計画案につきまして、御報告をい

指令を行うこととしております。

たします。

計画に基づく招集方法としては、災害規模

災害出動計画案は、別紙１のとおりで、十

に応じて非番職員が１号から３号までの区分

勝圏広域消防運営計画における部隊運用等と

により、消防団員にあっても単一分団、複数

管轄区域の内容を踏まえ、広域化後の出動区

分団、全分団の区分によりサイレン、メー

域を設定する際の基本的な考え方や、出動区

ル、電話の三つの方法で対象者に一斉通知に

域の設定方法等について記載しております。

より招集するものであります。

出動区域は、現行の出動区域を基本とし、

また、２点目の非常配備体制の基準につき

明らかに現場到着時間の短縮が見込める地域

ましては、地震や水害等の災害規模により四

については、見直しを行うこととしておりま

つに区分し、迅速な配備体制を構築するため

す。なお、時間短縮の効果が乏しい場合や、

の基準を設定しており、各市町村の災害対策

見直しをした場合に、特定の諸署に出動回数

本部との連携につきましては、現行どおり市

が偏ることが懸念されると見込まれる一部の

町村、管轄消防署、消防団の間で密接な連携

地域においては、スタート時は現行どおりと

を図るとともに、指令センターや消防局とも

し、広域化後の運用実績に基づき見直しを行

情報の共有化を密に行い対応することとして

うこととしております。

おり、大規模災害発生時の対応力が強化され

見直しを予定している区域の一覧は、別紙

るものと考えております。

２のとおりで、本町に関係する部分では、大

現在、組織体制や移行準備作業につきまし

誉地、伏古丹等の地区が、陸別消防署からの

て、事務レベルで検討を行っており、引き続

出動となり、２７分程度の時間短縮が見込ま

きオール十勝により検討、協議を進めてまい

れ、旭ヶ丘、開北地区が上士幌消防署からの

りますので、御理解を賜りますようお願い申

出動となり、２４分程度の短縮が見込まれ、

し上げ、御報告といたします。

逆に、本別町美里別東上北部、活込、月見台

３点目に、土地区画整理事業にかかわる損

等が足寄消防署の出動区域となり、８分から

害賠償請求控訴事件判決に伴う上告受理申立

１２分程度の短縮が見込まれております。

についてでございます。

別紙３は、見直し予定区域のイメージ図

平成２５年１０月２２日第５回臨時会にお

で、赤線が市町村の行政界、緑線が現行の消

いて、土地区画整理事業にかかわる損害賠償

防団の所管区域、水色が見直しにより出動区

請求控訴事件の判決等について御報告させて

域の変更が予定されているエリアをあらわあ

いただいたところでありますが、平成２６年

しております。

８月２６日付で最高裁判所第三小法廷から、

次に、別紙４により、消防職団員非常招集

本件を上告審として受理しない旨を決定した

計画案について、説明をさせていただきま

通知文の送付がありましたので、御報告いた

す。

します。

１点目の災害招集計画では、地区、災害種

通知の内容は、平成２５年９月１２日付で

別、出動車両等を規定した出動計画と、出動

言い渡された、平成２５年（ネ）第２０７号

規模に応じた招集範囲や招集方法等を規定し

損害賠償請求控訴事件の判決について、原告

た招集計画を事前計画として定め、あらかじ

が本件控訴を棄却する旨の上告受理申立を平

め高機能指令システムに事前計画の内容を

成２５年９月２５日付で最高裁判所に行った

データ登録し、１１９番の通報を受理した際

ことに対し、上告受理をしない旨を決定した

には、災害規模に応じて、登録された情報に

ものであります。
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理由につきましては、民事訴訟法第３１８

２点目は、地方公共団体の財政の健全化に

条第１項により、受理すべきものとは認めら

関する法律第２２条第１項の規定に基づく資

れないとの内容であります。

金不足比率でございますが、公営企業に係る

町といたしましては、法に従って行ってき

会計についての比率となってございます。上

た直接施行による移転工事の適法性が認めら

水道事業会計、国民健康保険病院事業会計、

れた決定と考えております。

簡易水道特別会計、公共下水道事業特別会

以上、損害賠償請求控訴事件判決に伴う上

計、これらいずれの会計につきましても資金

告受理申立についての御報告とさせていただ

不足は生じておりませんので、数値の表示は

きますので、御理解賜りますようお願い申し

ございません。

上げ、御報告といたします。

２ページ、３ページに監査委員の意見書を

以上、行政報告といたします。
○議長（吉田敏男君）

添付してございます。

これで、行政報告を

終わります。

４ページ、５ページに積算資料を添付して
おりますので、４ページをお願いいたしま
す。

◎

報告第１４号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第２

平成２５年度決算に係る健全化判断比率等
報告

の報告に関する資料でございます。

第１４号平成２５年度足寄町の健全化判断比

まず、健全化判断比率の中の実質赤字比率

率及び資金不足比率の報告についての件を議

でございますが、分子に一般会計等の実質赤

題といたします。

字額、分母を標準財政規模として計算するこ

本件について報告を求めます。

とになっておりまして、この数字を当てはめ

総務課長

て算出いたしますと、足寄町における比率に

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

ただいま議題と

なりました報告第１４号平成２５年度足寄町
の健全化判断比率及び資金不足比率の報告に
ついて御説明申し上げます。

つきましては黒字となっておりますので、マ
イナスの３.４６％となっております。
国が示している基準につきましては、早期
健全化基準が１４.５８％、財政再生基準が

地方自治法の財政の健全化に関する法律第
３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

２０％となっておりますので、いずれも基準
を下回っております。

り、健全化判断比率及び資金不足比率を監査

次に、連結実質赤字比率でございますが、

委員の意見をつけて次のとおり報告するもの

分子を連結実質赤字額、分母を標準財政規模

でございます。

といたしまして算出することとなってござい

１点目といたしまして、地方公共団体の財

ます。足寄町における比率につきましては、

政への健全化に関する法律第３条第１項の規

この算式に当てはめて算出いたしますと黒字

定に基づく健全化判断比率でございますが、

となりまして、マイナス１３.９３％となっ

実質赤字比率、連結実質赤字比率、ともに黒

ております。国の基準が、早期健全化基準が

字のため数値の表示はございません。実質公

１９.５８％、財政再生基準が３０％となっ

債費比率は１１.６％でございます。昨年が

ておりますので、これにつきましても国の基

１３.７％でございましたので、２.１％下

準を下回っております。

回っております。

次に、実質公債費比率、３カ年平均でござ

将来負担比率は、０.２％でございます。

いますが、公債費等が標準財政規模に比べる

昨年はマイナス５.８％でしたので、数値の

とどの程度の割合になるのかをあらわす比率

表示はございませんでしたが、本年は６％上

でございます。

昇し、０.２％となっております。

足寄町における比率は、平成２３年度が１
― 18―

３.７％、平成２４年度が１１.６％、平成２

上水道事業会計決算認定についてから議案第

５年度９.８％、３カ年間平均で１１.６％と

８０号平成２５年度足寄町後期高齢者医療特

なっております。国の基準でございます、早

別会計歳入歳出決算認定についてまで、一括

期健全化基準は２５％、財政再生基準は３５

提案理由を御説明申し上げます。

％となっておりますので、国の基準を下回っ
ております。

提出議案書１８ページをお願いいたしま
す。

次に、５ページをお願いいたします。

議案第７１号平成２５年度足寄町上水道事

５ページの将来負担比率でございますが、
将来負担額といたしまして、下のほうにカタ

業会計決算認定について、御説明申し上げま
す。

カナの「イ」から「チ」まで記載してござい

地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

ますが、この合計額等を分子といたしまし

り、平成２５年度足寄町上水道事業会計決算

て、標準財政規模等を分母といたしまして算

を監査委員の意見をつけて議会の認定に付す

出をいたします。これで算出いたしますと、

るものでございます。

足寄町における比率については、０.２％と

次に、議案第７２号平成２５年度足寄町国

なってございます。国の基準は、早期健全化

民健康保険病院事業会計決算認定について、

基準３５０％でございますので、これも基準

御説明申し上げます。

を下回っております。

地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

次に、公営企業にかかわる資金不足比率で

り、平成２５年度足寄町国民健康保険病院事

ございますが、いずれの会計も赤字決算とは

業会計決算を監査委員の意見をつけて議会の

なっておりませんので、国の基準であります

認定に付するものでございます。

経営健全化基準２０％を下回っております。
以上のとおり御報告を申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

次に、追加提出議案書６ページをお願いい
たします。

ただいまの報告に対

追加提出議案書の６ページでございます

し質疑を行います。質疑はございませんか。

が、議案第７３号平成２５年度足寄町一般会

（「なし」と呼ぶ者あり）

計歳入歳出決算認定について、御説明申し上

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

げます。

す。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

これで、質疑を終わります。

り、平成２５年度足寄町一般会計歳入歳出決

これをもって、報告を終わります。

算を、監査委員の意見をつけて議会の認定に
付するものでございます。

◎

議案第７１号から議案第８０号まで

○議長（吉田敏男君）

追加日程第３

議案

第７１号平成２５年度足寄町上水道事業会計

次に、議案第７４号平成２５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、御説明申し上げます。

決算認定についての件から、追加日程第１２

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

議案第８０号平成２５年度足寄町後期高齢

り、平成２５年度足寄町国民健康保険事業特

者医療特別会計歳入歳出決算認定についての

別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつ

件までの１０件を一括を議題といたします。

けて議会の認定に付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

次に、議案第７５号平成２５年度足寄町簡

す。
総務課長

易水道特別会計歳入歳出決算認定について、
渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

御説明申し上げます。
ただいま議題と

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

なりました議案第７１号平成２５年度足寄町

り、平成２５年度足寄町簡易水道特別会計歳
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入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会

第８０号平成２５年度足寄町後期高齢者医療

の認定に付するものでございます。

特別会計歳入歳出決算認定についてまで、一

次に、議案第７６号平成２５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
いて御説明申し上げます。

括提案理由の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
す。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ
り、平成２５年度足寄町公共下水道事業特別
会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけ
て議会の認定に付するものでございます。

○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。

７ページをお願いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議案第７７号平成２５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、御説明
申し上げます。

○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。
お諮りをいたします。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

本件につきましては、議長と議会選出監査

り、平成２５年度足寄町介護保険特別会計歳

委員を除く１１人の委員で構成する平成２５

入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会

年度決算審査特別委員会を設置し、これに付

の認定に付するものでございます。

託して閉会中の継続審査にすることにしたい

次に、議案第７８号平成２５年度足寄町足

と思います。

寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業特

なお、議会は、平成２５年度決算審査特別

別会計歳入歳出決算認定について、御説明申

委員会に対し、地方自治法第９８条第１項の

し上げます。

規定による審査を付与することにしたいと思

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

います。これに、御異議ございませんか。

り、平成２５年度足寄町足寄都市計画足寄市

（「なし」と呼ぶ者あり）

街地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

○議長（吉田敏男君）

算を、監査委員の意見をつけて議会の認定に

す。

付するものでございます。

異議なしと認めま

したがって、本件については、議長と議会

次に、議案第７９号平成２５年度足寄町介

選出監査委員を除く１１人の委員で構成する

護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定に

平成２５年度決算審査特別委員会を設置し、

ついて、御説明申し上げます。

これに付託して閉会中の継続審査にすること

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

に決定をいたしました。

り、平成２５年度足寄町介護サービス事業特

ここで、暫時休憩をいたします。

別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつ

休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長

けて議会の認定に付するものでございます。

の互選をお願いをいたします。

次に、議案第８０号平成２５年度足寄町後

午後

１時３３分

休憩

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

午後

１時４１分

再開

いて御説明申し上げます。

○議長（吉田敏男君）

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

り、平成２５年度足寄町後期高齢者医療特別
会計歳入歳出決算を、監査委員の意見をつけ
て議会の認定に付するものでございます。
以上で、議案第７１号平成２５年度足寄町
上水道事業会計決算認定についてから、議案

◎

決算審査特別委員会結果報告

○議長（吉田敏男君）

諸般の報告をしま

す。
平成２５年度決算審査特別委員会の正副委
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員長の互選が行われ、その結果の報告が議長

見書案第１０号「手話言語法」の制定を求め

の手元に参りましたので、報告をいたしま

る意見書の件を議題といたします。

す。

本件につきましては、条例第６５条第３項

委員長に井脇昌美君、副委員長に前田秀夫
君。

の規定により、提案理由の説明を省略をいた
します。

以上のとおりです。

これから、質疑を行います。
質疑はございませんか。

◎

意見書案第４号

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

追加日程第１３

意

見書案第９号釧路地方裁判所帯広支部におけ

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

る労働審判の実施を求める意見書の件を議題

これで、質疑を終わります。

といたします。

これから、討論を行います。

本件につきましては、条例第６５条第３項

討論はありませんか。

の規定により、提案理由の説明を省略をいた
します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これから、質疑を行います。

す。

質疑はございませんか。

これで、討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

これから、意見書案第１０号「手話言語

質疑なしと認めま

す。

法」の制定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。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

討論はございませんか。

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

討論なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

起立）
全員の起立です。

したがって、意見書案第１０号「手話言語

これで、討論を終わります。

法」の制定を求める意見書の件は、原案のと

これから、意見書案第９号釧路地方裁判所

おり可決されました。

帯広支部における労働審判の実施を求める意
見書の件を採決をします。

◎

意見書案第１１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

見書案第１１号電力料金再値上げの撤回を求

の方は起立願います。
（賛成者
○議長（吉田敏男君）

追加日程第１５

意

める意見書の件を議題といたします。
起立）

本件については、条例第６５条第３項の規

全員の起立です。

定により、提案理由の説明を省略をいたしま

したがって、意見書案第９号釧路地方裁判

す。

所帯広支部における労働審判の実施を求める

これから、質疑を行います。

意見書の件は、原案のとおり可決されまし

質疑はございませんか。

た。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
◎

意見書案第１０号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１４

質疑なしと認めま

す。
意

これで、質疑を終わります。
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これから、討論を行います。

した。

討論はございませんか。

それでは、大雨による土砂災害の対応につ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

いてということで質問いたします。

討論なしと認めま

す。

ことしは日本列島各地で記録的な大雨が出
ました。北海道も初めて大雨警報が出るな

これで、討論を終わります。

ど、最大級の警戒が求められているところで

これから、意見書案第１１号電力料金再値

ございますけれども、昨日も７０万人からの

上げの撤回を求める意見書の件を採決をしま

避難勧告が出たということでございまして、

す。

足寄も今日明日、いつ災害に見舞われるかも

この表決は、起立によって行います。

しれませんです。

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
○議長（吉田敏男君）

そこで、足寄町の土砂災害への対応や、危
険箇所、数など見直しと、それから避難勧告

起立）

を早めに出せるよう発令基準の改定実施がい

全員の起立です。

われておりますけれども、現状についてどう

したがって、意見書案第１１号電力料金再

なのかをまずお聞きしたいと思います。

値上げの撤回を求める意見書の件は、原案の

○議長（吉田敏男君）

とおり可決されました。

○２番（星

孝道君）

議長の見解をお伺い

したいと思うのですが、緊急質問というの
◎

緊急質問

○議長（吉田敏男君）

は、質問が緊急を要するとき、その他資にや

ここで、緊急質問の

申し出があります。

むを得ないと認められるときと、こううたわ
れておりまして、この緊急を要するときとい

大雨による土砂災害の対応について、熊澤

うのは、例えば、天災地変、騒擾、その他不

芳潔君からの緊急質問の申し出があります。

時の大事故等に関するものであるというふう

熊澤芳潔君の大雨による土砂災害の対応に

にうたわれております。そして、議会の同意

ついての緊急質問の件を議題として採決をい

があって発言が許されたとしても、その質問

たします。

の内容が緊急質問の趣旨に妥当かどうか、議

この採決は、起立によって行います。

長が御判断されると。妥当でないとすれば、

熊澤芳潔君の大雨による土砂災害の対応の

ただちに制止するとうたわれておりますが、

緊急質問に同意の上、日程に追加し、追加日

議長はこういったことから、緊急質問の趣旨

程第１６として発言を許すことに賛成の方は

に則った発言だというふうにお考えかどう

起立願います。

か、お聞かせください。

（賛成者
○議長（吉田敏男君）

起立）

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

けれども、今、２番議員さん方からそういう

したがって、熊澤芳潔君の大雨による土砂

私の見解であります

お話がいただきました。

災害の対応についての緊急質問に同意の上、

このことは、今、熊澤議員のほうからもお

日程に追加し、追加日程第１６として発言を

話がありましたように、今、北海道におきま

許すことが可決をされました。

しても大雨の特別警報が出たりいろいろと大

熊澤芳潔君の発言を許します。

きな災害が起きてくる可能性というのは非常

８番熊澤君。

に高いということで、このことは、とにもな

（８番熊澤芳潔君
○８番（熊澤芳潔君）

登壇）

おさず、今札幌地方、あるいは御存知のよう

緊急質疑をお認めい

に空知、あるいは日高、胆振ということで、

ただきまして、まことにありがとうございま

非常に広範囲に大雨による災害が起きている
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ことも事実でありますし。こういったことか

所、合わせて７０カ所という形で、その図面

ら、足寄町におきましても、すぐいつ何時起

の中に記入がされているところであります。

きるかわからないということもございました

今お配りしたのは、平成２４年の３月に私

ので。本当はこのことはやはり一般質問か何

共の町でつくった防災ガイドマップって、こ

かで取り上げていただくことがベターだとい

ういうのを全戸配布しておりまして、その中

うふうに思っておりましたが、今回は特にそ

にも掲載をされているわけですけれども、

のことを考慮をいたしまして、今熊澤議員の

ちょっと小さいので今回あえて大きくしたと

緊急質問を私としては許したということでご

いうことと、たまたまこの資料がきょう配ら

ざいますし、その後、同時に議員の皆さん方

れたというのは、あす町内に回覧をする、金

にも同意を求めたということでございます。

曜日ですので、あす全戸に回覧で回す資料

一番心配されることが、こういった中で、

で、たまたまタイミングがよかったので配ら

緊急質問がこれからなし崩しになって、いつ

せていただきました。そういうことで御理解

何時もうこういったことが起きてくるという

願いたいと思います。

ことがあるかと思いますけれども、これはそ

その７０カ所でありますけれども、これら

の都度、議会運営委員会の中でその内容も精

は、大雨による土砂災害に対応するため、平

査をしながら取り扱いを決めていくと。そし

成１１年から都道府県による調査が開始をさ

て、議長の判断と、それから皆さん方の同意

れ、足寄町の地域にあっては、平成１４年度

ということも含めてやっていくということに

に調査が開始され、平成１５年度に調査結果

なっていくというふうに思っております。

がまとめられて足寄町に報告がされておりま

慎重な取り扱いをこれからもさせていただ
きます。

す。これらの調査というのは、図面調査によ
り土石流危険渓流であれば、傾斜地の勾配が

以上でございます。

８度以上ある地域を図面から抽出をして、勾

それでは、答弁のほう、お願いをいたしま

配等の外見に関しての一定基準により危険箇

す。

所として位置づけられているものでありま
（発言する者あり）

○議長（吉田敏男君）

す。現地調査についても、聞き取りや目視程

暫時休憩をいたしま

す。

度の調査で、詳細な地形調査等々はやってお
りません。これをやったのは北海道でござい

午後

１時５１分

休憩

ますけれども。北海道の責任でこれらは対応

午後

１時５３分

再開

をされています。これらの危険地域への対応

休憩を閉じ、会議を

は、対策工事をその後するといった、ハード

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

面で整備をすることを目的としているわけで

答弁、副町長。

はなくて、危険な場所、危険なときを知ら

○副町長（田中幸壽君）

熊澤議員の大雨に

せ、危険を回避するために、危険度がほかの

よる土砂災害への対応について、お答えをい

地域より高い地域に住んでいる住民にお知ら

たします。

せするものであります。

冒頭、資料を配らせていただきましたの

危険地域の数は全国全道的に非常に多く

で、それに基づいてのお答えになりますの

て、被害対象人家や施設が多い地区から、限

で、御理解を願いたいと思います。

られた道の予算の中で、土砂災害計画区域の

現在、本町には土砂災害危険箇所が７０カ

指定のため、詳細調査がより進められており

所あります。その内訳は三つありまして、土

ますけれども、足寄町にあっては、危険箇所

石流危険渓流が４１カ所、急傾斜地崩壊危険

７０カ所のうち、大きなくくりで６地域地区

箇所が２５カ所、地すべり危険箇所が４カ

あります。箇所数では１０カ所。そのマップ
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に載っていますけれども。その調査は完了し

ころはないというのが現状であります。

ております。完了したうちから、警戒区域の

そういった部分では、私共、防災計画に基

指定をするのですけれども、大誉地地区の１

づいて一定の準備もしておりますし、その都

件が既に警戒区域の指定が完了しておりま

度、警報等々の対応についても防災担当職員

す。残された５地区については、今もって警

が対応をしまして、この間も大きな災害がな

戒区域の指定が完了しておりません。

かったということでありますように、対策本

住民周知は、近年では地震、風水害、火

部までの設置にいくような事案もなかったと

災、火山噴火等のいざというときに備えて、

いうことで、その一歩前の幹部職員だけが集

先ほど申し上げましたように、平成２４年３

まって対応をするといった、そういった対応

月に足寄町防災ガイドマップというのを作成

で終わっているところであります。

をして全戸配布をしているところでありま

ただ、議員が御心配しているとおり、こと

す。国や北海道の指示を受けて、避難指示等

しに入ってからも広島の土砂災害であった

のおくれによる被害の拡大がないよう見直し

り、一昨日の大樹、豊頃町の大雨、さらには

作業を進めており、避難確保等は空振りも恐

けさの札幌地区、宗谷、石狩、胆振地方の大

れず早めの避難準備等のお願いを、早めに防

雨等々、こういったいつあるかわからない、

災無線、エリアメール、自治会、連絡網等、

台風等々の予測がされない、いつあるかわか

さまざまな手段によって公布をすることとし

らないというような気象状況になっています

ております。

ので、そういったことを踏まえて十分な対応

冒頭申し上げましたように、たまたま、あ

をしてまいりたいと思います。

す金曜日の自治会回覧で今回作成をした土砂

今、最新情報でいけば、今夜夜半からあす

災害への対応、危険箇所を示した地図を回覧

にかけて十勝地方においても大雨が予想され

をして住民の皆さんにお知らせをするといっ

るといった気象庁の気象台の情報も入ってお

たことで進んできているところであります。

りますので、そういった情報を十分意識しな

この間、大きな災害というのは、私の記憶

がら対応して、この間いろいろな町村、市な

でいけば平成１３年９月１１日の災害と、平

んかでもいわれていますけれども、後手後手

成１５年の８月の台風災害。このときには、

になった対応にならないように努めてまいり

郊南地区と足寄交番前の国道２４１号線が通

たいというふうに思いますので、よろしくお

行どめになったと。土砂流出によって。それ

願いいたしたいと思います。

で大きな災害がありましたし、同時に旭町地

以上で、答弁とさせていただきます。

区の一部床下冠水もしたといったことで、そ

○議長（吉田敏男君）

８番熊澤君。

れ以降、今申し上げましたように、郊南のと

○８番（熊澤芳潔君）

わかりました。

ころにつきましては、排水整備もできました

それで、このことにつきましては、１５年

し、交番のところについては学校の沢川の流

までのことということで。今、お話にありま

末、これは開発で排水路をつくっていただき

したように、ことしに入ってから災害が特別

ましたけれども、整備がされております。旭

に出ているよということですので、その後

町地区におきましても、排水機所を整備いた

の、では今後の見直しについては…その前

しましたので。ただ、排水機所を整備しただ

に、実は、７０カ所のうちに大きく分けて６

けであって、それには常時大雨が降るたびに

地区、１０カ所ですよということなのですけ

ポンプアップをするといった作業手順にはな

れど、土砂災害防止法に基づく箇所というの

らざるを得ない状況になっておりますけれど

は、ちょっとこれの１０カ所が土砂災害防止

も。そういったことで、平成１５年度以降、

法に基づく指定箇所ということになるのです

大雨等々による大きな災害というのは今のと

か。それとも、１カ所が今指定になりました
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ということであるのですけれど、その辺のこ

か、そういったものの危害が加わっている

とは詳しくどういうことになっているので

か、住宅が壊れたりだとかするような区域と

しょうか。

いうのが決められているということで。警戒

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

お答えいたしま

す。

区域があって、その中に特に土砂が一番先に
流れてくるような場所、一番最初のところ
で、土砂が流れてくる、そういったところが

土砂災害防止法に基づいて、先ほど副町長

特別警戒区域ということで指定がされており

から答弁させていただきましたけれども、土

ます。大誉地地区については、そういうこと

砂災害危険箇所ということで７０カ所。それ

で、そういう指定がされておりまして、町の

うちまた、これも土砂災害防止法に基づいて

ホームページだとか、そういうものを見てい

警戒区域ですとか、そういったものが決めら

ただくと、そういう場所について図面等が

れているというところでございまして。いず

載っているということでございます。

れも、土砂災害防止法に基づいている地域と

以上でございます。

いう、指定というか、そういう危険な箇所が

○議長（吉田敏男君）

ありますよということでの地域を指定してい

よ、８番熊澤君。

るというところでございます。

○８番（熊澤芳潔君）

以上でございます。

はい、よろしいです
はい、わかりまし

た。

○議長（吉田敏男君）

８番熊澤君。

大誉地につきましては、警戒区域と同時に

○８番（熊澤芳潔君）

そうすると、防止法

の中で特別警戒区域というのはないというこ

特別警戒区域ですよということになっている
と。

とで。そうしますと、警戒区域ということ

そうしますと、特別警戒区域の場合は、土

は、ここでいわれているのは、警戒避難態勢

砂の衝撃に耐えられる設計義務があるよとい

の整備、それからハザードマップの作成、配

うことで、その建物につきましては、私も

布と。土砂災害についてのだと思うのですけ

ちょっと場所についてはちょっとわからない

れども、ここら辺についてはどのような形に

のですが、そういった設計の耐えられる義務

なっているのか。

を認可を、足寄町は、そしたらしていると、

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

先ほど申し上げ

こういうことになる場所なのかどうかちょっ
とわかりませんけれど、そこら辺について

た警戒区域と、それから特別警戒区域ではご

ちょっとどうなのか。

ざいますけれども、足寄町では大誉地地区で

○議長（吉田敏男君）

１カ所、この警戒区域、それから特別警戒区

○副町長（田中幸壽君）

域というところが決められております。警戒

す。

答弁、副町長。
お答えをいたしま

区域というのは、土砂災害等が起きたときに

今、議員の質問のとおりでありまして、災

住民の命または体に危害を生じる恐れがある

害特別警戒区域に指定をされると一定の制限

区域。それから、特別警戒区域については、

がかかります。例えば、建物であれば構造の

建築物に損壊が生じ住民等の命または身体に

規制がかかります。ですから、構造の規制が

著しい危害を生ずる恐れがある区域というよ

かかったり、その建物を守るための擁壁等を

うなことになってございまして。大誉地も地

設置するだとか。これらを全て、この区域に

域、大きく、広く警戒区域というのは決めら

ある個人の負担による。経費的な負担は全て

れていて、土砂が流れてくると住民の方たち

個人が負担をしなくてはいけない。ただ、こ

に危害を加えられる恐れがあるという区域が

の地区が危険だからほかのほうに移転をする

決められていて。その中に、特に住宅だと

といった場合には、一定程度の融資制度と補
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助制度があるということで。現状の中で、そ

ら、そのときに取り上げていただきたいと、

こにまた住むためには、一定程度強固な建物

そのように思いますので、今、総務課長の御

に改築をするだとかというのは、個人で対応

答弁で、これ質疑を終結をさせてください。

をせざるを得ないと、そういったことになら

答弁、総務課長。

ざるを得ないのかなというふうに思っていま

○総務課長（渡辺俊一君）

す。

いただきまして、大変申しわけございませ

ですから、広島でちょっとマスコミも報道

時間をとらせて

ん。

をしていましたけれども、この指定をされる

ハザードマップでございますけれども、大

と、そういった危険地帯だということで、逆

誉地地区の警戒区域指定を平成２３年の１１

にいえばＰＲがされて土地の評価が下がると

月にしてございますけれども、そのときに住

か、自分のうち売り物にならなくなるだと

民の方たちに御説明をして、この地域につい

か。そういったことで、今後こういった指定

うてはこういう危険地域に指定をさせていた

をするためには、住民説明会を開いて住民同

だきますということで説明をさせていただき

意を取りつけないといけないわけですけれど

ました。そのときに、この警戒区域の図面を

も、一方ではそういった弊害が出てくると

つくってお渡しをしておりますし、それがハ

いったことで、なかなか進まないというの

ザードマップといえばハザードマップになり

も、進まない要因の一つになっているという

ます。

ことは、この間、別な形で報道もされていた

それから、町のホームページも見ていただ

のも事実でありますので、御理解のほどをよ

きますと、大誉地地区のこの特別警戒区域の

ろしくお願いしたいと思います。

部分の図面を載せてございますので、そう

○議長（吉田敏男君）

いったところで御確認をいただけるような形

○８番（熊澤芳潔君）

８番熊澤君。
先ほどのハザード

になっているというところでございます。

マップについてなのですけれども、これは近

以上でございます。

年といってもことしですから、改定について

○議長（吉田敏男君）

は、改めた新しいそういったマップを作成し

君の緊急質問を終えます。

これにて、熊澤芳潔

て、そしてインターネットなり今後配信され
るのかわかりませんけれども、そういう形の

◎

議員派遣の件

ものができていると、こういうことですよ

○議長（吉田敏男君）

ね。

員派遣の件を議題といたします。

○議長（吉田敏男君）

ここで、暫時休憩を

いたします。

追加日程第１７

議

本件について、お手元に配付のとおり議員
を派遣をしたいと思いますが、これに御異議

午後

２時０９分

休憩

午後

２時１３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。

ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議がないものと認

めます。

この次の、今ハザードマップの関係の質
疑、これで質疑は終結してください。という

したがって、議員派遣の件は、原案のとお
り決定をいたしました。

のは、今出されていることが、すべからず緊
急性があるかということになれば、なかなか

◎

所管事務調査期限の延期について

それに見当たらない部分もありますので、こ

○議長（吉田敏男君）

れ以上ということであれば、一般質問、この

管事務調査期限の延期についての件を議題と

ときに。１２月でも３月でもよろしいですか

いたします。
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追加日程第１８

所

総務産業常任委員会に付託中の所管事務調

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

査については、調査が終わらないので、同委

○議長（吉田敏男君）

員会から次期定例会まで期限を延期されたい

す。

との要求がありました。

異議なしと認めま

したがって、本定例会は、本日で閉会する

お諮りをいたします。

ことに決定をいたしました。

委員会の要求のとおり、期限を延期するこ
と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）

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。

これで、本日の会議

を閉じます。
平成２６年第３回足寄町議会定例会を閉会

したがって、総務産業常任委員会に付託中

をいたします。

の所管事務調査について、調査の期限を委員
会の要求のとおり次期定例会まで延期するこ
とに決定をいたしました。
◎

閉会中継続調査申出書の件

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１９

閉

会中の継続調査申出の件を議題といたしま
す。
総務産業常任委員会、文教厚生常任委員
会、広報広聴常任委員会及び議会運営委員会
の委員長から、総合条例第１３６条の規定に
よって、お手元に配付をいたしましたとおり
閉会中の継続調査の申し出があります。
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
査にすること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、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。
◎

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、すべて
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。
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午後

２時１８分

閉会

平成２６年第３回足寄町議会定例会会議録
上記のてん末を記載し、その相違なきことを認めここに署名する。

足 寄 町 議 会 議 長
足 寄 町 議 会 議 員
足 寄 町 議 会 議 員
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