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１
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４
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日程第

５
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平成２５年度足寄町上水道事業会計決算認定について（平
成２５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５～Ｐ７＞

日程第

６

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（平成２５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５～Ｐ７
＞

日程第

７

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
（平成２５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５～Ｐ７＞

日程第

８

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（平成２５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ
５～Ｐ７＞

日程第

９

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（平成２５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５～Ｐ７
＞

日程第１０

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（平成２５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５
～Ｐ７＞

日程第１１

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（平成２５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５～Ｐ７
＞

日程第１２

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整理
事業特別会計歳入歳出決算認定について（平成２５年度決
算審査特別委員会）＜Ｐ５～Ｐ７＞

日程第１３

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（平成２５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ
５～Ｐ７＞

日程第１４

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（平成２５年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５
～Ｐ７＞

日程第１５
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報告第２０号
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とかち広域消防事務組合の設立について＜Ｐ１５～Ｐ１７
＞
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日程第２１

議案第９４号

池北三町行政事務組合の共同処理する事務の変更及び池北
三町行政事務組合の規約の変更について＜Ｐ１７～Ｐ１８
＞

日程第２２

議案第９５号

十勝圏複合事務組合規約の変更について＜Ｐ１８～Ｐ１９
＞

日程第２３

議案第９６号

足寄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例の制定について＜Ｐ１９～Ｐ２２＞

日程第２４

議案第９７号

足寄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の制定について＜Ｐ２２～Ｐ２
３＞

日程第２５

議案第９８号

足寄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の制定について＜Ｐ２３～Ｐ２６＞

日程第２６

議案第９９号

足寄町保育の必要性の認定基準に関する条例の制定につい
て＜Ｐ２６～Ｐ２７＞

日程第２７

議案第１００号

重度心身障害者並びにひとり親家庭等の医療費の助成に関
する条例の一部を改正する条例＜Ｐ２７＞

日程第２８

議案第１０１号

足寄町障害児相談支援事業所設置及び管理条例の制定につ
いて＜Ｐ２７～Ｐ２８＞

日程第２９

議案第１０２号

足寄町認知症対応型共同生活介護事業所設置及び管理に関
する条例の制定について＜Ｐ２８～Ｐ３０＞

日程第３０

議案第１０３号

足寄町生活支援長屋設置及び管理に関する条例の制定につ
いて＜Ｐ３０～Ｐ３１＞

日程第３１

議案第１０４号

足寄町国民健康保険条例の一部を改正する条例＜Ｐ３１＞

日程第３２

議案第１０５号

足寄町有林野共同放牧地管理並びに使用条例の一部を改正
する条例＜Ｐ３１～Ｐ３２＞
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午前１０時００分

開会

受けます。
次に、報告第１９号と報告第２０号の報告

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

を受けます。

全員の出席でござい

ます。

次に、議案第９１号から議案第１０５号ま
でを即決で審議いたします。

ただいまから、平成２６年第４回足寄町議

１７日は、一般質問などを行います。

会定例会を開会をいたします。

１８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

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

で、今後の議会運営委員会において協議し、

これから、本日の会

議を開きます。

皆様に御報告いたしますので、御了承願いま
す。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

なお、議案第１０６号から議案第１１３号
までの補正予算案は、後日、提案説明を受け
た後、即決で審議いたします。

◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

また、本日配付されました意見書案第１２
会議録署

名議員の指名を行います。

号から意見書案第１５号までの意見書案は、
後日、即決で審議いたします。

会議録署名議員は、総合条例第１８４条の

以上で、報告を終わらせていただきます。

規定によって、１１番川上初太郎君、１２番

○議長（吉田敏男君）

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、５

お諮りをいたします。

番。
○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

これにて、議会運営

本定例会の会期は、本日から１２月１９日
１

２月１日に開催されました第４回定例会に伴

までの１８日間にしたいと思います。これに
御異議ございませんか。

う議会運営委員会の協議の結果を報告いたし
ます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

会期は、本日１２月２日から１２月１９日

す。

までの１８日間とし、そのうち３日から１６
日までの１４日間は休会となります。

異議なしと認めま

したがって、会期は、本日から１２月１９
日までの１８日間に決定をいたしました。

次に、審議予定について報告いたします。

なお、１８日間のうち、３日から１６日ま

本日１２月２日は、最初に議長の諸般の報

での１４日間は、休会といたしたいと思いま

告を受け、次に総務産業常任委員会から所管

す。これに御異議ございませんか。

事務調査の報告を受けます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

次に、平成２５年度決算審査特別委員会に
付託し、閉会中の審査となっておりました議

○議長（吉田敏男君）
す。

案第７１号から議案第８０号までの決算認定
について審査報告を受け、審議を行います。

異議なしと認めま

よって、１４日間は、休会に決定をいたし
ました。

続いて、町長、教育委員長から行政報告を
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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、１２月４日、木曜日の午後４時

町上水道事業会計決算認定についての件を採

まででありますので、よろしくお願いをいた

決をします。

します。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。
◎

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
諸般の報

ることに賛成の方は起立願います。

告を行います。

（賛成者起立）

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付

○議長（吉田敏男君）

のとおりです。

全員の起立です。

したがって、議案第７１号平成２５年度足

これで、諸般の報告を終わります。

寄町上水道事業会計決算認定についての件は
認定することに決定をいたしました。

◎

報告第１８号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

これより、議案第７２号平成２５年度足寄
報告第１

８号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

町国民健康保険病院事業会計決算認定につい
ての件の討論を行います。

ついての件を議題といたします。

討論はございませんか。

別紙配付のとおりです。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただいまの報告に対し、質疑を行います。
質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

質疑なしと認めま

す。

これから、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

これで、報告を終わります。

ての件を採決をします。
この決算に対する委員長の報告は、認定す

◎

議案第７１号～議案第８０号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

るものです。

議案第７

１号平成２５年度足寄町上水道事業会計決算
認定についての件から、日程第１４

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

議案第

８０号平成２５年度足寄町後期高齢者医療特

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

別会計歳入歳出決算認定についてまでの１０
件を一括議題といたします。

したがって、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

本件における委員長の報告は、別紙配付の
とおりです。

いての件は、認定することに決定をいたしま
した。

これにて委員長の報告を終わります。

これより、議案第７３号平成２５年度足寄

これより議案第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の件の討論

町一般会計歳入歳出決算認定についての件の
討論を行います。

を行います。

討論はございませんか。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

討論なしと認めま

す。

す。

これで、討論を終わります。

これで、討論を終わります。

これから、議案第７３号平成２５年度足寄

これから、議案第７１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の件を
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採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

全員の起立です。

したがって、議案第７５号平成２５年度足

したがって、議案第７３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

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての件

いての件は認定することに決定をいたしまし

は、認定することに決定をいたしました。

た。

これより、議案第７４号平成２５年度足寄

これより、議案第７６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

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

定についての件の討論を行います。

についての件を討論を行います。

討論はございませんか。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これで、討論を終わります。

これから、議案第７４号平成２５年度足寄

これから、議案第７６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

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

定についての件を採決をします。

についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

全員の起立です。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第７４号平成２５年度足

したがって、議案第７６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

寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

認定についての件は認定することに決定をい

定についての件は、認定することに決定をい

たしました。

たしました。

これより、議案第７５号平成２５年度足寄

これより、議案第７７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

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件の討論を行います。

ての件の討論を行います。

討論はございませんか。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これで、討論を終わります。

これから、議案第７５号平成２５年度足寄

これから、議案第７７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

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件を採決をします。

ての件を採決をします。
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この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認
定についての件を採決をします。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

全員の起立です。

ることに賛成の方は起立願います。

したがって、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

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

いての件は認定することに決定をいたしまし
た。

全員の起立です。

したがって、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

これより、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

認定についての件は、認定することに決定を
いたしました。

業特別会計歳入歳出決算認定についての件の
討論を行います。

これより、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

討論はございませんか。

についての件の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論はございませんか。

討論なしと認めま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わります。

討論なしと認めま

す。

これから、議案第７８号平成２５年度足寄

これで、討論を終わります。

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

これから、議案第８０号平成２５年度足寄

業特別会計歳入歳出決算認定についての件を

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

採決をします。

についての件を採決をいたします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

この決算に対する委員長の報告は、認定す
るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す
ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

全員の起立です。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第７８号平成２５年度足

したがって、議案第８０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

寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

事業特別会計歳入歳出決算認定についての件

定についての件は認定することに決定をいた

は、認定することに決定をいたしました。

しました。

これより、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
定についての件の討論を行います。

◎

○議長（吉田敏男君）

討論はございませんか。

日程第１５

行政報

告を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

行政報告

町長から行政報告の申し出がありました。

討論なしと認めま

これを許します。

す。

町長

安久津勝彦君。

これで、討論を終わります。

○町長（安久津勝彦君）

これから、議案第７９号平成２５年度足寄

ただきましたので、３件にわたりまして行政

― 7―

議長のお許しをい

報告を申し上げます。

業用施設設置助成事業、道営草地整備事業

まず、足寄町第５次総合計画の平成２５年

（公共牧場中核型）、水源林基幹作業道整備

度実績、平成２６年度実績見込み、さらに平

事業、森林公有化整備事業、まちづくり活動

成２７年度から２９年度の実施計画計上予定

支援事業等を進めております。

事業等について御報告をいたします。

豊栄橋橋梁工事や十勝圏消防救急無線デジ

総合計画は、平成２３年の地方自治法改正

タル化整備事業の平成２５年度からの繰越

により市町村の策定義務はなくなりました

や、総合体育館のアリーナ床張替工事の前倒

が、まちづくりを進めていく上で指針となる

し、ふるさと応援寄附推進事業の新規計上等

中長期的な計画は必要であるとの認識のも

を行った結果、計画に対する事業実績見込み

と、足寄町第５次総合計画に基づき、毎年度

の割合は総事業費で１０９.６３％となって

実施計画の見直しを行い、各種事業を推進し

おります。

ております。

次に、平成２７年度から平成２９年度の実

継続事業では、土地区画整理事業、まちづ

施計画計上予定事業につきまして、去る１１

くり交付金事業、町道の整備、公営住宅建設

月１７日開催の足寄町総合開発審議会に諮問

事業、上下水道の整備、浄化槽設置整備事

し、資料３の内容で答申をいただきました。

業、教育機器整備事業、農業担い手育成支援

審議会では、通常、向こう３年間の実施計

事業、中山間地域等直接支払交付金、町有林

画の答申をいただいておりますが、平成２７

整備事業、中小企業特別融資事業、行政シス

年度以降の計画が未策定であり、また、平成

テムのＯＡ化事業等の事業を各年度、計画的

２７年度当初予算は政策的経費を原則的には

に実施しております。

計上しない骨格予算となり、選挙後に新たな

平成２５年度の事業実績は資料１のとおり

町長のもと政策予算が肉づけされますので、

で、（仮称）銀河公園整備事業、防災資機材

本来であれば本年度に答申をいただく実施計

倉庫建設事業、地デジ難視地区対策事業、高

画は存在しないことになります。

齢者複合施設整備事業、螺湾保育所移転事

しかしながら、行政の継続性、施設や設備

業、里見が丘公園公衆便所水洗化事業、強い

等の老朽度を見据えた計画的な改修や更新の

農業づくり事業では牛の給食センターといわ

見込み、現在の住民ニーズを反映した事業実

れるＴＭＲセンター整備への支援等を実施し

施の必要性等について、現計画の評価や今後

ました。

の課題とともに、明らかにしておくべきと考

実績見込みに対する実績の割合は、豊栄橋

え、平成２７年度から３カ年の実施計画、計

橋梁工事や十勝圏消防救急無線デジタル化整

上予定という形で、審議会にお示しをして、

備事業の一部を平成２６年度に繰り越したこ

答申をいただきました。

と等により、総事業費で９０.５０％の執行
率となっております。

計上予定事業の総事業費は、平成２７年度
が３２億３,５０５万２,０００円、平成２８

平成２６年度の実績見込みは資料２のとお

年度が２５億２,５３４万８,０００円、平成

りで、十勝圏消防救急無線デジタル化及び高

２９年度が２７億９,１２９万８,０００円と

機能指令センター整備事業、コミュニティバ

なっております。

ス運行事業、地デジ無線共聴整備事業、定住

新規または大型事業のうち、御説明が必要

促進事業（住環境整備補助）、高齢者複合施

と思われる事業に絞って、その概要を御説明

設のうちグループホームと生活支援長屋整備

をいたします。

事業、医師住宅整備事業、学校給食施設整備

分団詰所整備事業として、老朽化した螺湾

事業、町民センター、温水プール及び総合体

本町にある消防分団詰所を、財政上非常に有

育館の老朽設備の更新、足寄弾薬支処周辺農

利な起債を財源に建てかえする計画としてお
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ります。

エリアと位置づけ、現在のキャンプ場や青少

市街地コミュニティバス管理運行事業で

年会館のエリアを交流ゾーンとして、オート

は、昨年度２回実施した実証実験運行の結果

キャンプ場、コテージ、イベント広場等を整

を踏まえ、本年１０月から本格運行を開始

備し、さらに家族がのんびりと過ごすための

し、順調に利用者がふえてきておりますが、

遊戯広場の拡張やバーベキュー広場の整備、

利用者の要望、利用実績等を踏まえ、運行

さらに出会いの森を含め公園を周回できる５

ルートや時刻表の見直しを行う予定でありま

Ｋｍ程度のジョギングコースや散策路の整備

す。

等、総合的な再整備を予定しております。

携帯電話エリア整備事業では、上螺湾、鳥

道営草地整備事業（公共牧場中核型）は、

取、上大誉地地区について、数年来、携帯電

大規模草地育成牧場や町内生産者の草地や水

話各社に整備要望を行っておりましたが、よ

道施設の整備を北海道が事業主体となって一

うやくソフトバンクモバイル１者からサービ

体的に整備をするものであります。

ス提供可能との回答があったことから、昨年

産業振興事業では、引き続き、地場産品の

度に整備した地デジ有線共聴施設の光ケーブ

開発や新規起業等に対して支援を行う予定と

ルを活用して、ソフトバンクの携帯電話を利

しております。

用可能とするための基地局を整備するもので
あります。

ふるさと足寄応援寄附推進事業では、本年
６月からふるさと納税の特産品贈呈、ネット

児童館移転事業は、下愛冠児童館と中央児

受付、クレジット決済を始め、１１月１５日

童館を統合し、放課後に子供たちが安心して

までの５カ月半でおよそ２,１００人、２,５

過ごすことができ、さらに学童保育の機能も

００万円を超える寄附申し込みがあり、順調

あわせ持つ拠点的な施設を、来年度に旧剣道

なスタートを切りましたが、毎年度の寄附収

場を改修して整備するものであります。

入を４,８００万円と見込み、特産品贈呈費

また、引き続き、足寄高校生海外派遣事業

用等を計上しており、今後地域おこし協力隊

を実施する計画としており、教育環境向上の

制度等を活用して、特産品開発等の支援を進

ために校舎等施設整備事業や教職員住宅等施

めていく必要があると考えております。

設整備事業を計画的に進め、特に老朽化が進

ＯＡ化推進事業の総合行政システムクラウ

む教員住宅にあっては、建てかえのペースを

ド使用料では、現庁舎に設置しているサー

早めることとしております。

バー等が保守可能年限を超え、機器更新が必

町民センター大規模改修事業では、開館か

要になったことから、総費用の低減が図られ

ら３０年を経過した町民センターの大規模改

るクラウド型業務システムに移行するもので

修を行うこととしており、その中で視聴覚

す。

ブースや自習スペース等を有する一般的な図

また、新たな総合計画の策定にかかわる検

書館と遜色のない図書館ゾーンの整備を計画

討につきましては、昨年度に定めた足寄町第

しております。

６次総合計画策定方針に基づき、１８歳以上

里見が丘公園再整備事業では、整備後３０

の全町民へのアンケート、地区別懇談会、各

年を経過する里見が丘公園において、町民の

種団体や組織からの提言等募集、子ども議会

健康づくり、さらには観光資源としての新た

等を通じて住民意見の集約を行い、１１月１

な活用を目指し、里見が丘公園再整備検討委

２日に第１回第６次総合計画策定専門委員会

員会を設置し、関係機関の方々とさまざまな

を開催いたしました。

検討を進めております。

策定専門委員会では、本日お配りした第６

現在検討中の整備計画では、里見が丘公園

次参考資料に基づき、取り組み経過、現計画

と隣接する出会いの森の１１５ｈａを再整備

を町が自己評価した第５次総合計画の総括
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集、子ども議会議事録、住民アンケート調査

変更の主な理由ですが、子ども・子育て支

結果、今後のスケジュール等の概要を御説明

援新制度において地域型保育事業が新設さ

して、課題や今後のまちづくりについての御

れ、６人以上１９人以内の小規模保育事業所

意見をいただきました。

が施設給付費の対象となり、本町のへき地保

今後、来年３月までに数回の策定専門委員
会を開催して第６次総合計画の素案的なもの

育所も一定の要件を満たせば、これに該当す
ることになりました。

をまとめ、平成２７年４月以降、新たな町長

この施設給付費の要件として、年間を通し

と議会議員のもと、改めて総合計画のあり方

て未満児（２歳児）を含む入所幼児に給食を

を含めて再検討を行っていただきたいと考え

供給する必要性があったことから、学校給食

ております。

センターと協議いたしましたが、最終的に未

また、人口減少対策は全国的な課題であ

満児への給食提供及び夏・冬休み期間中の給

り、１１月にまち・ひと・しごと、地方創生

食提供は困難であると判断をいたしました。

関連２法案が成立しましたが、本町にあって

一方、足寄保育園どんぐりから供給する場

も人口構造や産業構造の分析を行い、本町の

合、未満児への給食の提供だけでなく、量や

地域特性を生かした効果的な人づくり、仕事

味つけ、具材の大きさ等も幼児の年齢にあわ

づくりのために庁内横断的な体制による検討

せた対応ができること、また最大の課題で

とともに、町民の皆様のお考えをお聞きし、

あった学校給食センター配送車両による搬送

人口減少に立ち向かう必要があると考えてお

が、保育所経由で可能となったこと、さらに

り、次期総合計画におきまして、この人口減

施設給付費の対象となることで、給食費を含

少対策に関する肉づけをしていくことになる

む保育料金を足寄保育園どんぐりと同じく、

と考えております。

保護者の収入状況に応じて設定した場合で

国も地方も厳しい財政状況が続き、本町の
本年度普通交付税が昨年度に比べおよそ７

も、多くの保護者の負担軽減につながること
がわかりました。

％、３億円減額となり、さらに衆議院の解散

このことから、螺湾、芽登、上利別の３保

総選挙が行われる等、これまで以上に今後の

育所の保護者会の皆さんに説明したところ、

経済状況や財政的な見通しを立てることが非

御賛同をいただくことができましたので、へ

常に困難な情勢ではありますが、引き続き行

き地保育所の給食については、足寄保育園ど

政運営の簡素効率化と情報収集を進め、状況

んぐりから提供することに変更をいたしまし

を的確に見きわめた上で最少の経費で最大の

た。

効果となるよう、柔軟な考えを持って総合計

なお、給食の開始については、当初の計画

画事業の執行を進める必要があるものと考え

どおり平成２７年４月からと予定しており、

ておりますので、御理解を賜りますようお願

今後は調理員の確保、搬送等の詳細について

い申し上げ、御報告といたします。

体制を整備していきます。また、食器及び食

次に、へき地保育所への給食提供方法の変
更について御報告いたします。

缶等の備品購入については、今定例会におい
て補正予算として提案させていただきました

へき地保育所の給食については、これまで
は、現在建築中の学校給食センターから供給
することで進めておりましたが、国の子ど
も・子育て支援対策の拡充にあわせて再検討

ので、御理解賜りますようお願い申し上げ、
御報告といたします。
次に、足寄町新型インフルエンザ等対策行
動計画の策定についてでございます。

した結果、足寄保育園どんぐりより提供する

国では、病原性が高い新型インフルエンザ

ことも可能であることから、変更することと

や、同様に危険性のある新感染症が発生した

いたしました。

場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民
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生活及び経済に及ぼす影響を最小限とするこ

６項目、各段階における対策等により構成さ

とを目的として、国、地方公共団体、指定公

れております。

共機関、事業者等の責務や新型インフルエン

なお、本計画は、国が新型インフルエンザ

ザ等の発生時における措置及び緊急事態措置

等に関する最新の科学的知見や、対策につい

等の特別の措置を定めた新型インフルエンザ

ての検証等を通じて改訂する政府行動計画に

等対策特別措置法（平成２４年法律第３１

対応することとし、適時適切に見直しを実施

号。以下「特措法」という。）を制定し、感

いたします。

染症の予防とその患者に対する医療に関する

本日は、別冊の足寄町新型インフルエンザ

法律（平成１０年法律第１１４号。）等と相

等対策行動計画を配付させていただきました

まって、国全体として万全の体制を整備し、

ので、御理解を賜りますようお願いを申し上

対策の強化を図ることとしています。

げ、御報告といたします。

また、特措法の規定に基づき、新型インフ

以上、行政報告といたします。

ルエンザ等対策政府行動計画（以下「政府行

○議長（吉田敏男君）

次に、教育委員会か

動計画」という。）を策定し、新型インフル

ら教育行政報告の申し出がありました。これ

エンザ等対策の実施に関する基本的な方針等

を許します。

を示し、都道府県や指定公共機関等が行動計

教育委員長

星崎隆雄君。

画を策定する上での基準となるべき事項等に

○教育委員長（星崎隆雄君）

ついて定めており、これに基づき北海道にお

をいただきましたので、教育委員会より行政

いても、道における対策の実施に関する基本

報告を行います。

的な方針や措置等を定めるとともに、市町村
が市町村行動計画を作成する際の基準となる

議長のお許し

足寄町いじめ防止基本方針の策定につい
て。

べき事項を定め、さまざまな状況下で対策を

このたび、足寄町いじめ防止基本方針を策

実施できるよう北海道新型インフルエンザ等

定し、去る１０月１７日開催の足寄町定例教

対策行動計画（以下「道行動計画」とい

育委員会において承認いたしましたので御報

う。）を策定しております。

告いたします。

特措法の規定では、市町村においても市町

子供が心身共に健やかに成長していくこと

村行動計画の作成が義務づけられていること

は、社会全体の願いであり、その実現のため

から、本町においても足寄町新型インフルエ

に子供たちが安心して生き生きとした生活が

ンザ等対策行動計画（以下「町行動計画」と

できる環境づくりが必要であります。

いう。）を策定し、新型インフルエンザ等対

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育

策の実施に関する基本的事項について定める

を受ける権利を侵害し、その心身の健全な成

ことといたしました。

長及び人格の形成に多大な影響を与えるのみ

町行動計画は、原則として政府行動計画及

ならず、その生命または身体及び子供の尊厳

び道行動計画と整合性を持たせた内容として

に重大な危険が生じることもあり、決して許

おり、空気感染をすると共に、ひとたび国内

されるものではありません。

で感染が広まれば爆発的に地域に感染が広ま

平成２５年６月２１日に、国会でいじめ防

る恐れがあり、北海道においても何万人もが

止対策推進法が成立し、同年９月２８日に施

感染する可能性のある新型インフルエンザや

行となったことを踏まえ、本町では各学校に

危険性を伴う新感染症対策についての基本的

おいて本年３月末までに学校いじめ防止基本

な考え方を示すものであり、対策実施に関す

方針を策定しました。また、自治体では努力

る基本的方針、発生時の被害想定等、対策推

義務となっておりますが、いじめを防止し根

進のための役割分担、計画推進のための主要

絶していく取り組みをこれまで以上に推進
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し、いじめのない社会の実現を目指すため、

性、安定性を確保しつつ、地方教育行政にお

足寄町いじめ防止基本方針を定めました。

ける責任体制の明確化、迅速な危機管理体制

別冊資料として、足寄町いじめ防止基本方

の構築、地方公共団体の町と教育委員会との

針を配付させていただいておりますが、概要

連携の強化、地方に対する国の関与の見直し

を申し上げます。

など、抜本的な改革を行おうとするもので

１ページには、いじめ防止基本方針の必要
性、いじめ防止基本方針の目的、いじめの定
義、基本理念について記載しております。
２ページから３ページにかけては、いじめ
の防止等に関する基本的な考え方として、い

す。
今回の改正法にかかわる概要を申し上げま
す。
最初に、教育行政の責任の明確化でありま
す。

じめはどの子供にも、どの学校でも起こり得

教育委員長と教育長を一本化した新たな教

るとの共通認識のもと、学校、家庭、地域、

育長を置き、教育長が教育委員会の会務を総

関係機関と連携し、いじめの未然防止、早期

理し、教育委員会を代表する。

発見、早期対応への取り組みについて記載し
ております。

教育長の任期は３年（委員の任期は４年）
とし、町が議会の同意を得て直接任命、罷免

また、３ページからは、いじめの防止等の

をする。

ために足寄町が実施する施策として、いじめ

教育委員会から教育長に対し、教育委員会

基本方針の策定と見直しについて、組織の設

会議の招集を求めることができる。また、教

置として福祉課、学校、児童相談所、警察、

育長は委任された事務の執行状況を教育委員

教育委員会による足寄町子ども家庭支援ネッ

会に報告するとしております。

トワーク協議会について重大事態の際の調査
を行う町長の附属機関について、教育委員会

次に、総合教育会議の設置と大綱の策定で
あります。

が取り組むいじめの未然防止、早期発見、早

地方公共団体の長は、総合教育会議を設け

期対応、学校、家庭、地域、関係機関との連

ることとし、会議は町が招集し、町及び教育

携、学校運営改善の支援、重大事態への対処

委員会によって構成される。

と教育委員会による調査について記載してお

地方公共団体の長は、総合教育会議におい

ります。さらに、足寄町の基本方針が実情に

て教育委員会と協議し、教育基本法第１７条

即しているかどうかの点検及び見直しについ

に規定する基本的な方針を参酌して教育の振

て記載しております。

興に関する施策の大綱を策定する。

なお、本基本方針は、教育委員会のホーム
ページで公表しております。

総合教育会議では、大綱の策定、教育条件
の整備等重点的に講ずべき施策、緊急の場合

以上、足寄いじめ防止基本方針の策定につ

に講ずべき措置について協議、調整を行うこ

いての行政報告とさせていただきますので、

ととし、調整された事項については、構成員

御理解を賜りますようお願い申し上げ、報告

は調整の結果を尊重しなければならないとし

といたします。

ております。

次に、教育委員会制度の新制度への移行に
ついて御報告いたします。

次に、国の地方公共団体への関与の見直し
についてであります。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

いじめによる自殺の防止等、児童生徒等へ

の一部を改正する法律が、本年６月２０日に

の生命または身体への被害の拡大または発生

公布され、平成２７年４月１日から施行され

を防止する緊急の必要がある場合に、文部科

ることになりました。

学大臣が教育委員会に対して指示ができるこ

今回の改正は、教育の政治的中立性、継続

とを明確化するため、是正の指示に関する規
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定を見直すとしております。

質疑はございませんか。

その他といたしまして、総合教育会議及び

（「なし」と呼ぶ者あり）

教育委員会の会議の議事録を作成し、公表す

○議長（吉田敏男君）

るよう努めなければならない。

す。

現在の教育長は、委員としての任期満了ま
で従前の例により在職する。

質疑なしと認めま

これで、質疑を終わります。
これをもって、報告を終わります。

以上が、新教育委員会制度の概要でありま
す。

◎

なお、新教育長につきましては、現在の教

報告第２０号

○議長（吉田敏男君）

日程第１７

報告第

育長が教育委員としての任期満了まで従前ど

２０号足寄町水道事業の業務に関する予定価

おり在職することから、平成２８年１０月１

格１,０００万円以上の工事又は製造の請負

日からと考えております。

契約の締結についての件を議題といたしま

以上、教育委員会制度の新制度への移行に

す。

ついての概要を報告いたしますので、御理解

本件について、報告を求めます。

賜りますようお願い申し上げ、教育委員会か

建設課長

阿部智一君。

らの行政報告といたします。

○建設課長（阿部智一君）

○議長（吉田敏男君）

なりました、報告第２０号足寄町水道事業の

これで行政報告を終

わります。

ただいま議題と

業務に関する予定価格１,０００万円以上の
工事または製造の請負契約の締結について、
◎

報告第１９号

○議長（吉田敏男君）

日程第１６

提案理由の御説明を申し上げます。
報告第

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規定

１９号予定価格１,０００万円以上の工事又

により、次のとおり報告するものでございま

は製造の請負契約の締結についての件を議題

す。

といたします。

平成２６年８月２２日から平成２６年１１

本件について報告を求めます。

月１７日までの間で、足寄町議会総合条例第

総務課長

１２条第１項第２号により、報告する工事ま

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１９号予定価格１,００
０万円以上の工事又は製造の請負契約の締結

たは製造の請負は４ページにございます２件
でございます。
以上のとおり、御報告申し上げますので、

について、提案理由の御説明を申し上げま

よろしくお願い申し上げます。

す。

○議長（吉田敏男君）

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

ただいまの報告に対

し、質疑を行います。質疑はございません
か。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

平成２６年８月２２日から１１月１７日ま
での間で、足寄町議会総合条例第１２条第１
項第１号により報告する工事または製造の請

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。
これをもって、報告を終わります。

負は、２ページにございます別紙のとおり９
件でございます。

◎

以上のとおり御報告申し上げます。
○議長（吉田敏男君）
し、質疑を行います。

議案第９１号

○議長（吉田敏男君）

ただいまの報告に対

日程第１８

議案第

９１号財産の処分についての件を議題といた
します。
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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）

討論なしと認めま

す。

総務課長

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

これで、討論を終わります。
ただいま議題と

なりました、議案第９１号財産の処分につい
て、提案理由の御説明を申し上げます。

これから、議案第９１号財産の処分につい
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。

下記の財産を処分することについて、議会
の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

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。

分に関する条例第３条の規定により議会の議
決をお願いするものでございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

財産の種別につきましては、土地でござい
ます。

全員の起立です。

したがって、議案第９１号財産の処分につ
いての件は、原案のとおり可決されました。

財産の所在地は、右側にございます別紙の

ここで、暫時休憩をいたします。

とおり、足寄郡足寄町下愛冠２丁目２番１外

１１時１５分再開といたします。

合計５筆でございます。
面積につきましては、５筆合計で７,４５
７.４６平方メートルでございます。

午前１１時００分

休憩

午前１１時１５分

再開

○議長（吉田敏男君）

地目につきましては、宅地となってござい

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

ます。
処分価格でございますが、２,０２８万９,
２２０円となってございます。

◎

議案第９２号

○議長（吉田敏男君）

契約の相手方は、支出負担行為担当官帯広
開発建設部長板倉純氏でございます。

日程第１９

議案第

９２号町道路線の変更についての件を議題と
いたします。

処分理由でございますが、帯広開発建設部
施工の一般国道２４２号足寄町下愛冠視距改
良工事に伴う帯広開発建設部への売却でござ
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）

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

ただいま議題と

なりました、議案第９２号町道路線の変更に
ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

道路法第１０条第３項の規定により、路線
番号２７１、路線名奥斗伏線を、平成２５年

○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。

り、現況地目にあわせた分筆並びに足寄町延

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

長分に誤りがあったことから、終点位置を変
更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）

度に完了した地籍調査事業、上利別地区によ

終点位置を足寄町上利別４８０番地から、

質疑なしと認めま

す。

足寄町上利別４８０番地３に変更するもので
ございます。

これで、質疑を終わります。

７ページに、区域変更路線位置図を貼付し

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

てございますので、御参照願いたいというふ
うに思います。
以上、提案理由の御説明とさせていただき

― 14―

ますので、御審議のほど、よろしくお願い申

豊頃町、本別町、足寄町、陸別町及び浦幌町

し上げます。

は、消防に関する事務（消防団に関する事務

○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。

を除く。）を共同処理するため、次のとおり
規約を定め、とかち広域消防事務組合を設立

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

することから、議会の議決をお願いするもの
でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

本案は、十勝圏における消防体制のさらな

質疑なしと認めま

す。

る充実、強化を図るため、十勝１９市町村で
とかち広域消防事務組合を設立し、消防に関

これで、質疑を終わります。

する事務を共同で処理するものであります。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

十勝１９市町村では、平成２１年４月よ
り、十勝圏複合事務組合に消防広域推進室を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

設置し、十勝圏域における消防の広域化に向

討論なしと認めま

す。

けた協議、検討を重ねてきた結果、災害現場
から最も近い消防署所からの出動による現場

これで、討論を終わります。

到着時間の短縮や組織体制の効率化など、住

これから、議案第９２号町道路線の変更に

民サービスの向上及び財政的な効果が期待で

ついての件を採決をします。

きることから、本年３月２８日に消防組織法

この表決は、起立によって行います。

第３４条の規定に基づく十勝圏広域消防運営

本件は、原案のとおり決定することに賛成

計画を策定し、先月４日の市町村長会議にお

の方は起立願います。

いて規約案について合意したものでございま

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

す。

全員の起立です。

規約の主な内容につきましては、組合の名

したがって、議案第９２号町道路線の変更

称、位置、組合議会や執行機関の組織、経費

についての件は、原案のとおり可決されまし

の支弁方法など、地方自治法第２８７条に定

た。

められた項目について規定したものでござい
ます。
◎

議案第９３号

○議長（吉田敏男君）

日程第２０

なお、組合の設立は平成２７年５月、事務
議案第

９３号とかち広域消防事務組合の設立につい
ての件を議題といたします。

れ予定しているところでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきま

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

の共同処理の開始は平成２８年４月をそれぞ

す。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げま

渡辺俊一君。

○総務課長（渡辺俊一君）

す。
ただいま議題と

なりました、議案第９３号とかち広域消防事
務組合の設立について、提案理由の御説明を
申し上げます。

○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。

地方自治法第２８４条第２項の規定によ

７番田利君。

り、帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿

○７番（田利正文君）

追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、

ついてですけれども、議会の任務と議員の任

更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、

務というのでしょうか。それについて、
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組合議会のところに

ちょっと若干の説明を、補足説明でしょう

それから組合議会としての今予算、執行状況

か。お願いしたいと思います。

と言いましたので。と同じような感覚だとい

○議長（吉田敏男君）

うふうに捉えてよろしいでしょうか。

総務課長、答弁。

○総務課長（渡辺俊一君）

お答えいたしま

す。

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

先ほども申し上げましたように、このとか

私のほうからお答

えをさせていただきます。

ち広域消防事務組合では、十勝全域を範囲

今、議員仰せのとおり、議会と同じことで

に、十勝の消防体制の強化を図るということ

す。というのは、この十勝の広域の事務組合

でございまして。

というのは、１市１８カ町村で共同で事務処

第３条で組合の共同処理する事務というこ

理を行うということであります。

とで書かれておりますけれども、消防に関す

執行者側は組合長。この規約にうたってい

る事務を十勝管内１９市町村で共同処理をす

るとおり、組合長は帯広市長。それから、執

るという内容となってございます。

行者側は、帯広市の副市長、それから１８町

以上でございます。

村の首長が執行者側になります。ですから、

○議長（吉田敏男君）

７番田利君。

こちら側に座るということですね。

○７番（田利正文君）

すいません。私が聞

いたことと違うのですけれども。

議員さんの選出につきましては、この第５
条でうたっているとおり、それぞれの人口等

第２章に、組合の議会とありますよね。議

を参酌して３８名という議員定数を定めて、

会のところの議会の組織ですとか、選挙です

それぞれの議会から、足寄町の場合は２名の

とか、そういうのはあるのですが、この消防

議員さんを選出していただくと。すなわち、

事務組合の議会というのは、どういう任務と

池北３町の行政組合の議会も構成しています

議員の任務というのはどんなのがあるのかと

けれども、足寄町の議会から３名を送り込み

いうのがちょっと見えなかったものですか

ますけれども、今度は帯広のほうに２名を選

ら、そこのところの説明をお願いしたいとい

出をすると。こんな形になります。

うことなのですけれども。
○議長（吉田敏男君）

ですから、一つの広域である地方公共団体

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

お答えいたしま

す。

ということになりますから、全く予算含め
て、条例等々含めて、この議会と全く同じよ
うな形式で運営がされるということでござい

大変申しわけございません。議会の任務と
いうことでございますね。

ます。当然、予算関係の予算の審議あるいは
決算認定等々も含めて、ここの議会とかわり

消防事務組合の共同処理する事務に関し

なく進めていくと。こういうことになってご

て、先ほども申し上げましたように、消防に

ざいます。

関する事務を共同で処理をするということに

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

なってございます。それに関して、議会では

他に、質疑ございませんか。

その予算ですとか、それから執行体制、条例

８番熊澤君。

ですとか、そういったものについての議論を

○８番（熊澤芳潔君）

この消防の議会の中で行うという内容でござ

共同で事務処理を行うということでございま

います。

すけれども、ここで陸別町と、それから浦幌

以上でございます。

今のお話のとおり、

町は消防に関する事務、消防団に関する事務

○議長（吉田敏男君）

７番田利君。

を除くと書いてありますけれども、この意味

○７番（田利正文君）

何度もすいません。

はどういう形でしょうか。

ここでいえば足寄町の執行者側の方針と、

○議長（吉田敏男君）
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一番上です。地方自

治法…。

○議長（吉田敏男君）
（発言する者あり）

○議長（吉田敏男君）

日程第２１

議案第

９４号池北三町行政事務組合の共同処理の事

陸別町及び浦幌町

は、消防に関する事務、ここを除くと書いて

務の変更及び池北三町行政事務組合の規約の
変更についての件を議題といたします。

あるね。このことですね。

本件について、提案理由の説明を求めま

答弁、総務課長。

す。

○総務課長（渡辺俊一君）

一番最初のとこ

ろですね。

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

これは、十勝管内１市１８カ町村全体、名

なりました、議案第９４号池北三町行政事務

前こうずっと羅列して書いてありますけれど

組合の共同処理する事務の変更及び池北三町

も、十勝管内の１９市町村が全て共同で消防

行政事務組合の規約の変更につきまして、提

の事務を行うということでございまして、浦

案理由の御説明を申し上げます。

幌と陸別だけということだけではなくて、そ

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

の前に書かれている町村全部。全てが消防に

り、平成２８年４月１日から、池北三町行政

関する事務を共同処理しますよと。それにつ

事務組合の共同処理する事務のうち消防に関

いて、消防団の事務については除きますよと

する事務をとかち広域消防事務組合に変更

いう内容でございます。

し、池北三町行政事務組合規約を次のとおり

以上でございます。

変更することから、議会の議決をお願いする

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

他に、質疑ございませんか。

本案は、十勝１９市町村で消防に関する事

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ものでございます。
務の共同処理を行うとかち広域消防事務組合

質疑なしと認めま

す。

を新たに設立することに伴い、池北三町行政
組合規約第３条第１号消防に関する事務の廃

これで、質疑を終わります。

止後の事務の承継を円滑に行うため、組合規

これから、討論を行います。討論はござい

約を改正するものでございます。

ませんか。

この規約は、平成２８年４月１日から施行

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

することとしております。

討論なしと認めま

す。

事務の承継につきましては、常備消防に関
する事務をとかち広域消防事務組合と、組合

これで、討論を終わります。

の共同処理事務に含まれない消防団に関する

これから、議案第９３号とかち広域消防事

事務を各構成町が承継するものでございま

務組合の設立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。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

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。

す。
御審議のほど、よろしくお願い申し上げま

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

す。

す。

全員の起立です。

したがって、議案第９３号とかち広域消防
事務組合の設立についての件は、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。
（「なし」と呼ぶ者あり）

◎

議案第９４号

○議長（吉田敏男君）
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質疑なしと認めま

す。

日からであります。

これで、質疑を終わります。

それでは、改正条文について御説明をさせ

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

ていただきます。
十勝圏複合事務組合規約の一部を改正する

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

規約。

討論なしと認めま

す。

十勝圏複合事務組合規約の一部を次のよう
に改正する。

これで、討論を終わります。

第１３条第２項中、「５人」を「教育長及

これから、議案第９４号池北三町行政事務

び４人」に改める。

組合の共同処理する事務の変更及び池北三町

附則といたしまして、１、この規約は、平

行政事務組合の規約の変更についての件を採

成２７年４月１日から施行する。２、地方教

決をします。

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

この表決は、起立によって行います。

改正する法律附則第２条第１項の規定の適用

本件は、原案のとおり決定することに賛成

がある場合における教育委員会の組織につい

の方は起立願います。

ては、改正後の第１３条第２項の規定にかか

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

わらず、なお従前の例によるとしておりま

全員の起立です。

したがって、議案第９４号池北三町行政事
務組合の共同処理する事務の変更及び池北三
町行政事務組合の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。

す。
以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。
なお、１３ページ右に新旧対照表を貼付し
てございますので、御参照を願います。
御審議のほど、よろしくお願いをいたしま

◎

議案第９５号

○議長（吉田敏男君）

日程第２２

す。
議案第

９５号十勝圏複合事業組合規約の変更につい
ての件を議題といたします。

○議長（吉田敏男君）

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

本件について、提案理由の説明を求めま

ませんか。

す。
教育次長

これをもって、提案

（「なし」と呼ぶ者あり）
根本昌弘君。

○教育次長（根本昌弘君）

○議長（吉田敏男君）
ただいま議題と

質疑なしと認めま

す。

なりました、議案第９５号十勝圏複合事務組

これで、質疑を終わります。

合規約の変更について、提案理由を御説明申

これから、討論を行います。討論はござい

し上げます。

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、十勝圏複合事務組合規約を次のとおり変

○議長（吉田敏男君）

更することから、議会の議決をお願いするも

す。

のであります。

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関

これから、議案第９５号十勝圏複合事務組

する法律の改正に伴い、十勝圏複合事務組合

合規約の変更についての件を採決をします。

教育委員会の組織改正について、所要の整理

この表決は、起立によって行います。

を行うものであります。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

なお、規約変更の施行は平成２７年４月１

の方は起立願います。

― 18―

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

めに設置する保育所で、地域の乳幼児にも保

全員の起立です。

したがって、議案第９５号十勝圏複合事務
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。

育を提供する事業所内保育事業。この四つが
あります。
これらの地域型保育事業は、新しく市町村
長がその認可事務等を行うこととされており
ます。その認可に当たって必要な設備及び運

◎

議案第９６号

○議長（吉田敏男君）

日程第２３

営基準等を国の基準に準拠して定めようとす
議案第

るものでございます。

９６号足寄町家庭的保育事業等の設備及び運

なお、市町村が条例で定める基準は、国の

営に関する基準を定める条例の制定について

関係法令と政令又は省令等によって基準が示

の件を議題といたします。

されております。本町といたしましては、地

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
福祉課長

域実情にあわせて検討した結果、国の基準に
準拠して規定することとし、先般開催されま

櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

した足寄町子ども・子育て会議に諮問したと
ただいま議題と

なりました、議案第９６号足寄町家庭的保育

ころ、いずれも異議なく了承をいただいてい
るところでございます。

事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の制定につきまして、提案理由の御説明
を申し上げます。

それでは、条例の内容について、条文に
沿って御説明を申し上げます。
１４ページをお開き願います。

まず、条例制定の理由につきましては、平
成２４年８月に子ども・子育て関連三法が成
立しまして、明年４月から新制度の本格的な
実施が予定されております。

足寄町家庭的保育事業等の設備及び運営に
関する基準を定める条例。
第１条の趣旨でございますが、この条例は
児童福祉法第３４条の１６第１項の規定に基

新制度では、質の高い就学前の学校教育・
保育の総合的な提供や、保育所待機児童の解

づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関
する基準を定めるものとしております。

消を目指すとしており、特に新たな制度とし

第２条から第４条については、本条例で規

て、国の給付費の対象となる地域型保育事業

定する基準について最低基準の目的及びその

が創設されます。地域の子ども・子育て支援

向上について、第５条は家庭的保育事業者等

施策の拡充がされております。

の一般原則について規定しております。

この地域型保育事業とは、四つの形体、類

第６条の家庭的保育事業等の設備及び運営

型になっておりまして、一つといたしまして

に関する基準は、省令で定める基準をもって

は、家庭的な雰囲気の中で保育を実施する家

本町の基準とし、第１号において防犯及び安

庭的保育事業。利用定員は５人以下でござい

全確保対策を、第２号において連携協力を行

ますけれども、本町においては家庭的保育マ

う保育所等の確保を義務づける規定を設けて

マ制度が対象になります。二つ目として、比

おります。また、第２項におきまして、町長

較的小規模な環境で保育を実施する小規模保

は、全ての子ども・子育て家庭を地域社会全

育事業。利用定員は６人から１９人で、本町

体で支援するという観点から、本町の実情に

においては螺湾、芽登、上利別の３へき地保

適合させるために必要があると認めるとき

育所が対象となります。次に、現在本町には

は、その実施状況等を勘案して必要な措置を

ありませんけれども、居宅において１対１を

講ずるものと規定しております。

基本とする保育を実施する居宅訪問型保育事

第７条は、委任規定でございます。

業。四つ目として、企業等が主に従業員のた

附則の施行期日ですが、この条例は、子ど
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も・子育て支援法及び就学前の子どもに関す

○９番（井脇昌美君）

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

事業の従業員の、その企業によっては始業時

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

が異なるわけですから、始業時から終了時ま

係法律の整備等に関する法律の施行の日から

でを一応保育を目指すということですから、

施行するものでございます。

そういうことですか。

以上で、提案理由の御説明とさせていただ
きます。
す。

おっしゃるとお

りでございまして、基本的な部分というの
は、８時半から５時までとかという保育時間

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

というのは、基本的な保育時間というのが設
定されています。ただ、企業の保育時間です

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

から、夜８時までとか９時まで延長保育をし
ていますよという、そういう事業所内であれ

９番井脇君。
○９番（井脇昌美君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

ということは、その

ば、その範囲の中で保育を延長することも可
今説明いただきまし

能なのかなというふうに思っています。

た。概略はわかったのですが、地域型事業を

以上でございます。

目指し、企業の従業員のために家庭的な保育

○議長（吉田敏男君）

を目指すということはわかったのですけれど

よろしいですか。

８番熊澤君。

も、この事業のいわば預かり時間はどういう

○８番（熊澤芳潔君）

ふうな時間の制約というか決めごとになって

ターからの給食ということも、これ関連する

いますか。

のだと思うのですけれども。

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

福祉課長。

先ほどの子どもセン

そこで、５人以下の家庭的保育ママの制度
の中では、この関係については関係が出てく

御質問の件についてですけれども、事業所

るのか、それとも現在はそういうことはない

内保育事業のことをお聞きしているのかなと

のかと思いますけれども、もしできるのかで

いうふうに思いますけれども、よろしいで

きないのか、そういったところ。

しょうか。

○議長（吉田敏男君）

事業所内保育事業所というのは、今現在、
足寄町にはありません。病院ですとか、働く

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

女性の多い職場の事業所で、企業が従業員の

家庭的保育事業の原則は、自園方式といい

ために設ける保育事業所で、それを一般の地

ますか、自分の家で調理の設備ですとか機具

域の乳幼児にも開放して一体的に保育をし

とか、そういったものを設備して自園で、自

て、待機児童をなくしていくのですという制

分のところでつくって提供するということが

度であります。

原則であります。

その保育時間は、それぞれ事業所、一番の

ただ、議員御質問のとおり、へき地保育所

目的は、企業の従業員のための保育時間です

のほうと同じように、例えば、どんぐり保育

から、それに準じますけれども、地域の一般

園のほうから給食を提供することは認められ

の乳幼児の人をお預かりするという部分につ

ておりますので、そういったことも可能だと

いては、それぞれまた協議をして、その時間

いうことでございます。

を決定していくという形になると思います。

以上でございます。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）
９番井脇君。

よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。
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５番高道君。
○５番（高道洋子君）

○５番（高道洋子君）
先ほど、課長のほう

から四つの方式があると言っておりました。

なぜこんな質問をし

たかというと、もちろん成果も上がっている
ことも聞いております。

足寄では一番目の家庭的保育ママ制度です

ママさんがたくさんいるということは、個

か。ママ制度を他町に先駆けて取り組んでお

人差もあるのかなと。いろいろ…何ていうの

りますが、今何年間かやってきて、問題点と

かしら。そういうことはなければいいのです

いうか課題というか、そういうことがもしあ

けれども。そういうことで聞きました。個人

れば、お話しできる範囲で。全く大成功なの

差というか、保育の仕方がね。そして、保育

か、整理されているのか、課題を。ありまし

園のほうにも時間的に行って一緒に遊ばして

たらば。

いるということも聞いておりますが、そうい

○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。

う悩み事というか、保育している側の均等性
とか、そこら辺の問題は、本人に聞いたり御
意見を伺ったりして対処をしているなら、そ

議員おっしゃるとおり、足寄町がこの家庭

れはそれでいいと思うのですけれども、そう

的保育ママ制度を全国に先駆けて公共でとい

いうことはないのかなという思いで聞いてみ

いますか、市町村系で全国に先駆けてやって

ました。

きた部分が、実は国の制度においてもきちん

○議長（吉田敏男君）

と給付制度が支給される。そういった形に制

○福祉課長（櫻井光雄君）

度化されたということで、そういった意味

す。

で、私どものこの全国に先駆けてやってきた
この家庭的保育ママ事業というのは、非常に
効果が上がっているのかなというふうに思っ
ています。

福祉課長、答弁。
お答えいたしま

それぞれ保育ママさんの個人差もあるので
はないかという御指摘でございます。
私どもとしましても、そういったことがな
いように、保育ママさんを集めて、あるいは

私ども、今現在、そういった制度でお預か

お預かりしている幼児も一同に子どもセン

りさせていただいている保護者の方の御意見

ターのほうに月１回ですとか来ていただい

等もいただいておりまして、その中では、本

て、研修を行っているほか、やはり個々の保

当にいい制度だということで、評価が高い部

護者の皆さんの要望と実際にお預かりする保

分でございます。

育ママさんの要望、意見等をきちんと調整、

そういったことで、今回補正予算にも提案

マッチングしていくような体制づくりをして

させて、補正予算をお願いしているのですけ

いこうということで、この間、何回か研修も

れども、低年齢の赤ちゃんというのですか、

しながら、そういった問題点がないように今

これを預けたいという方がふえておりまし

取り組んでいるところでございます。今後

て、当初予定では７人ぐらいをということで

も、そういった問題等、要望、意見等があれ

見込んでいたところ、今現在は１１人までそ

ば、言っていただきながら、私どもの担当の

の利用者がふえているということで、この保

ほうで調整をさせていただき、よりよい保

育ママさんを担っていただける人の確保もき

育、安心してできるような体制をつくってい

ちんとしていかなければいけないなという部

きたいなと思っております。

分で、非常に成果は上がっているのではない

以上でございます。

かというふうに私どものほうでは判断してお

○議長（吉田敏男君）

ります。

ませんか。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

他に、質疑はござい

７番田利君。
５番高道君。

○７番（田利正文君）
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５条の３項ですけれ

ども、「保育の質の評価を行い」、それから
４項で「外部の者による評価を受けて」と書

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

いてありますが、これのための例えば必要

したがって、議案第９６号足寄町家庭的保

な、何というのだろうか、チェックシートが

育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

できているとか、そういうことが準備されて

る条例の制定についての件は、原案のとおり

いるのでしょうか。

可決されました。

○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。

ここで、若干昼食には早いのですけれど
も、暫時休憩をいたします。
１時再開といたします。

今現在、まだそのシートですとか、そう
いったものはまだ作成はしておりませんけれ

午前１１時５８分

休憩

午後

再開

ども、基本的にはその事業所みずから、こう

○議長（吉田敏男君）

いうことでやっていきますよという評価を

再開をいたします。

１時００分

休憩を閉じ、会議を

行って、その部分を公表していただくのです
けれども。私どもとしましても、後ほど出て

◎

議案第９７号

きますけれども、その運営状況がどうなのか

○議長（吉田敏男君）

という部分で、市町村長の役割として現地に

９７号足寄町特定教育・保育施設及び特定地

入って、その運営状況がどうなのか、そう

域型保育事業の運営に関する基準を定める条

いった部分も見させていただいた上で、適正

例の制定についての件を議題といたします。

に運営できるようにしていきたいなというふ

本件について、提案理由の説明を求めま

うに思っておりますので、御理解いただきた
いと思います。
○議長（吉田敏男君）
ませんか。

ただいま議題と

なりました、議案第９７号足寄町特定教育・
保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

（「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）
他に、質疑はござい

議案第

す。
福祉課長

以上でございます。

日程第２４

する基準を定める条例の制定について、提案

質疑なしと認めま

す。

理由の御説明を申し上げます。
まず、条例制定の理由につきましては、さ

これで、質疑を終わります。

きに御審議いただきました議案第９６号と同

これから、討論を行います。討論はござい

じでございますので、説明を省略させていた

ませんか。

だきます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

なお、本条例で定めようとする特定教育・

討論なしと認めま

す。

保育施設とは、幼稚園、保育所、認定子供園
のことをいいます。また、特定地域型保育事

これで、討論を終わります。

業とは、さきに御審議いただきました４類型

これから、議案第９６号足寄町家庭的保育

の地域型保育事業のことをいいます。いずれ

事業等の設備及び運営に関する基準を定める

も子ども・子育て支援法に基づく給付費の対

条例の制定についての件を採決をいたしま

象となる施設でございます。町がその確認事

す。

務を行うために、運営基準等を国の基準に準

この表決は、起立によって行います。

拠して定めようとするものでございます。

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。

それでは、条例の内容につきまして、条文
に沿って説明をさせていただきます。
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１５ページをお願いいたします。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

足寄町特定教育・保育施設及び特定地域型

したがって、議案第９７号足寄町特定教

保育事業の運営に関する基準を定める条例。

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

第１条の趣旨でございますが、この条例

に関する基準を定める条例の制定についての

は、子ども・子育て支援法第３４条第２項及

件は、原案のとおり可決されました。

び第４６条第２項の規定に基づき、特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

◎

議案第９８号

に関する基準を定めるものでございます。第

○議長（吉田敏男君）

２条は用語の定義について、第３条は一般原

９８号足寄町放課後児童健全育成事業の設備

則について規定し、第４条の運営に関する基

及び運営に関する基準を定める条例の制定に

準ですが、内閣府令に定める基準をもってそ

ついての件を議題といたします。

の基準としております。第５条は罰則につい
て、第６条は委任規定について定めておりま
す。
施行の日から施行するものでございます。
以上、提案理由の御説明とさせていただき
ます。

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
福祉課長

附則の施行期日ですが、この条例は、法の

日程第２５

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９８号足寄町放課後児童
健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の制定について、提案理由の御説

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

明を申し上げます。
まず、条例の制定理由につきましては、さ

○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。

きに御審議いただきました議案第９６号と同
じでございますので、説明を省略させていた

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

だきます。
なお、放課後児童健全育成事業とは、保護

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

者が仕事などで昼間家庭にいない小学生を対

質疑なしと認めま

す。

象に、学校の授業の終了後や休業期間におい
て適切な遊び及び生活の場を提供し、その健

これで、質疑を終わります。

全な育成を図る事業でございます。本町で

これから、討論を行います。討論はござい

は、学童保育といっておりますが、町への届

ませんか。

出等が必要な事業となります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

事業の実施にあって遵守しなければならな

討論なしと認めま

す。

い設備や運営基準を国の基準に準拠して定め
ようとするものでございます。

これで、討論を終わります。

それでは、条例の内容について、条文に

これから、議案第９７号足寄町特定教育・

沿って御説明を申し上げます。

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

１６ページをお願いいたします。

する基準を定める条例の制定についての件を

足寄町放課後児童健全育成事業の設備及び

採決をいたします。

運営に関する基準を定める条例。

この表決は、起立によって行います。

第１条の趣旨ですが、この条例は、児童福

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者起立）

祉法第３４条の８の２第１項の規定に基づ
き、放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準を定めるものでございます。第
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２条から第４条については、本条例で規定す

管轄の事業でやっている放課後子ども教室と

る基準について最低基準の目的及びその向上

いう事業も、この事業にまず対象になります

等について、第５条は放課後児童健全育成事

し、厚生労働省の部分でいきますと、放課後

業の一般原則について、それぞれ規定してお

児童クラブという、そういった名称でやって

ります。第６条の設備及び運営の基準です

いる町村もあります。こういった部分を含め

が、省令に定める基準をもってその基準とす

て、そういったいろいろな名称でやられてい

る規定としております。第７条は、委任規定

るのですけれども、いずれも放課後の児童の

でございます。

健全な育成を図る事業ということで、そう

附則の施行期日ですが、この条例は、子ど

いった施設の設備基準等についての条例とい

も・子育て支援法及び就学前の子どもに関す

うことで御理解をいただきたいなと思ってい

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

ます。

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

それから、条例第５条第４項の自らの評価

係法律の整備等に関する法律の施行の日から

を行いという部分は、先ほど、家庭的保育の

施行するものでございます。

ほうでもお話ししましたように、この事業、

以上、提案理由の御説明とさせていただき
ます。

事業ですから、そういった民間事業者がこう

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）

いった放課後児童の育成事業をやったときに
は、するときには、自らその評価を行って公

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

表しなさいということです。一方、私ども足
寄町としては、それを行政としては、その運

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

営等がきちんと届出に基づいてきちんとそう
いった運営をされているのかどうかを当然確

８番熊澤君。
○８番（熊澤芳潔君）

基本的には民間事業者等が行うこともできる

認はさせていただきます。
今説明の中で、この

足寄町の場合は、いずれも町が直営でこう

条例については、学童保育ということだった

いった事業等をやっているという部分で

のですけれども、その学童保育だけの対象の

ちょっとわかりにくい形になっていますけれ

条例なのか、まず１点。

ども、この条例の基本というのは、基本的に

それと、２点目なのですけれども、４条の

は民間事業者もありということで、その部分

４番ですか。この第５条の４番ですか。放課

は自ら自分で評価をして、それを公表しなさ

後児童健全育成事業者、その上の内容につい

いという、そういった規定になっております

て、今ちょっと説明ありました。自らの評価

ので、御理解をいただきたいなと思います。

を行いということは、行政も評価もする、ま

○議長（吉田敏男君）

８番熊澤君。

た第三者も評価をするという形になっていく

○８番（熊澤芳潔君）

町としては、この条

のか。そこのところをちょっとお聞きしたい

例どおりきちんと何らかの形で評価をして公

と思います。

表するよと。こういうことになっていくので

○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。

すよね、行政としては。民間のことは民間の
ことで、そういうことで評価してもらって行
政がチェックするのかどうかはわかりません

まず、足寄町では学童保育所という言い方

けれども。行政としての、例えば、学童保育

をさせていただいておりますけれども、今回

ですよね。そういったことについては、で

のこの部分につきましては、例えば、教育委

は、きちんとこの制定によって評価を受ける

員会の、学校の空き教室を利用して、文部省

なり、するなりということになるということ
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ですね、そしたら。
○議長（吉田敏男君）

○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。

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

今現在、公表の

範囲の詳細まで今きちんと御答弁できません
けれども、今私どもは足寄町の条例で、子ど

当然、ここの第６条の第２項でも、町長は

も・子育て会議設置条例というのをつくって

ということで実態を、状況等をきちんと把握

おりまして、この中で、学校のＰＴＡの皆さ

して、適正な措置をしていかなければいけな

んですとか、あるいはこういった学童保育所

いという規定も盛り込んでおります。

の保護者の皆さんですとか、役員の方も含め

そういった評価をしていただいて、改善を

た子ども・子育て会議を設置しています。当

していただかなければいけない部分について

然、いろいろな要望、意見等もそういったと

は、当然、勧告、指導等も行いますし、ま

ころ、事業所の評価もそこの中には報告をさ

た、改善をしなければいけない措置について

れてきますし、その部分を全体に公表すると

は、行政も何らかの措置をしていかなければ

いうことになれば、当然、ここの部分でいき

いけないという形になります。

ますと小学生が対象ですから、小学校の世帯

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

の保護者の皆さん全部ですとか、あるいはＰ
よろしいですか。

９番井脇君。
○９番（井脇昌美君）

ＴＡの役員の皆さんに公表していくですと
か、そういった形体になるのかな、そういっ

それで、今の関連し

てなのですけれども、初めてこの国の基準に

た範囲になるのかなというふうに想定してお
ります。

沿って条例を当町で定めるわけですから、範

以上でございます。

囲というのがなかなか実行していて、いろい

○議長（吉田敏男君）

９番井脇君。

ろなまた修正点が今後も出てこられることを

○９番（井脇昌美君）

ちょっとあれなので

予測されると思うのです。条例ですから。特

すけれども、ある程度、国のあれに示され

に引っかかるのは、公表するよう努めなけれ

た、それに沿って条例を制定しているわけで

ばいけないということの、我々からいうと、

すけれども。

公表の範囲ですよね。例えば、肉親なのか、

私、問うているのは、例えば、普通のいわ

それとも町全体に一つの事業としての広域的

ば事業という、示しているいろいろな細かな

に町全体に公表するものなのか、それでまた

配慮もされているわけですから、この条例に

一部学童保育も含まさった中の、そういう全

は。それは、理解できるのですけれども、例

体の中の小ぢんまりとしたところの組織とし

えば、最悪の内部でいじめが発生したと等々

て公表していくのか。その辺はどう…。最初

もあるわけですから。そしたら、管理責任も

の試みですからなかなかあなたに聞いてもわ

当然問われる。公表するように努めなければ

からない。こうですとは言い切れないとい

ならないとなったら、どこまでの範囲で公表

う。どういうふうな何となくのイメージだけ

されるのですかということも私の思いで実は

でも結構ですから、公表の範囲をちょっと答

質問したわけなのですけれども。そういうこ

えていただければありがたいのですけれど

となのです。どうしても答えられなかった

も。

ら、それは。初めてのこの条例の制定ですか

○議長（吉田敏男君）

どうやって公表する

ら、それはまだ考えていなかった、またこれ

のか。範囲というのは、これなかなか非常に

から考える問題だといったら、それで結構で

難しいのではないかと。そこで理解してくれ

すから。

ると思いますから。

○議長（吉田敏男君）

（発言する者あり）

答弁、福祉課長。
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よろしいですか。

○福祉課長（櫻井光雄君）

私もこの条例の

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

中で第３項にも規定していますけれども、先

したがって、議案第９８号足寄町放課後児

ほどお話ししました地域社会との交流及び連

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

携を図って既存の保護者及び地域社会に対し

を定める条例の制定についての件は、原案の

て、そういった運営の内容が適切に行われて

とおり可決されました。

いるかどうかという部分について、努めてい
きたいというふうに思っております。

◎

そういったことで、今御質問のあった、こ

議案第９９号

○議長（吉田敏男君）

日程第２６

議案第

の例えば学童保育所の中でいじめが発生した

９９号足寄町保育の必要性の認定基準に関す

場合等々です。その部分についても、個人名

る条例の制定についての件を議題といたしま

ですとか、個人情報的な部分については、な

す。

かなか難しいのかなと思いますけれども、た
だ、そういった発生状況と対策等について
は、やはり全体の問題として地域に、あるい

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
福祉課長

櫻井光雄君。

は保護者の皆さんにも報告をしながら、その

○福祉課長（櫻井光雄君）

ただいま議題と

改善対策を図っていく必要があるのかなとい

なりました、議案第９９号足寄町保育の必要

うふうに思っておりますので、まだきちんと

性の認定基準に関する条例の制定について、

したその公表の詳細、方法等、まだ規定をさ

提案理由の御説明を申し上げます。

れていませんけれども、そういった詳細につ

まず、条例の制定理由につきましては、さ

いても今後検討し、定めていきたいなという

きに御審議いただきました議案第９６号と同

ふうに思っておりますので、御理解をいただ

じでございますので、説明を省略させていた

きたいと思います。

だきます。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

なお、新制度においては、保育の量的拡
よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。

による保育の必要性の認定を受けるものとさ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

大、確保を目的として、あらかじめ市町村長
れており、その認定要件等を国の基準に準拠

これで、質疑を終わ

ります。

して定めようとするものでございます。
それでは、条例の内容について御説明申し

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

上げます。
１７ページをお願いいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

足寄町保育の必要性の認定基準に関する条

討論なしと認めま

す。

例。
第１条、この条例は、子ども・子育て支援

これで、討論を終わります。

法第２０条の規定による保育の必要性の認定

これから、議案第９８号足寄町放課後児童

に関する基準を定めるものとする。第２条は

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

用語の定義について、第３条は保育の認定基

定める条例の制定についての件を採決をしま

準について内閣府令に基づき１２項目にわ

す。

たって規定をしております。第４条は委任規

この表決は、起立によって行います。

定でございます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。
（賛成者起立）

附則の施行期日ですが、この条例は、法の
施行の日から施行するものでございます。
附則第２項といたしまして、足寄町保育の
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実施に関する条例は、廃止するものでござい

並びにひとり親家庭等の医療費の助成に関す

ます。

る条例の一部を改正する条例につきまして、

以上、提案理由の御説明とさせていただき
ます。

提案理由の説明を申し上げます。
本条例の改正につきましては、平成２６年

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

法律第２８号の次代の社会を担う子どもの健
全な育成を図るための次世代育成支援対策推

○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。

進法等の一部を改正する法律の制定を受け、
平成２６年１０月１日に公布されたことか

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

ら、本条例の改正を行うものであります。
以上をもちまして、提案理由の説明を終わ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

らせていただきます。

質疑なしと認めま

す。

よろしく御審議のほど、お願い申し上げま
す。

これで、質疑を終わります。

○議長（吉田敏男君）

これから、討論を行います。討論はござい

理由の説明を終わります。

ませんか。

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

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ませんか。

討論なしと認めま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、討論を終わります。

す。

これから、議案第９９号足寄町保育の必要
性の認定基準に関する条例の制定についての
件を採決をします。

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。

この表決は、起立によって行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

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。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これで、討論を終わります。

全員の起立です。

これから、議案第１００号重度心身障害者

したがって、議案第９９号足寄町保育の必

並びにひとり親家庭等の医療費の助成に関す

要性の認定基準に関する条例の制定について

る条例の一部を改正する条例の件を採決をい

の件は、原案のとおり可決されました。

たします。
この表決は、起立によって行います。

◎

議案第１００号

○議長（吉田敏男君）

日程第２７

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。

１００号重度心身障害者並びにひとり親家庭
等の医療費の助成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。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１００号重度心身障害

本件につきまして、提案理由の説明を求め
ます。
住民課長

（賛成者起立）

者並びにひとり親家庭等の医療費の助成に関
する条例の一部を改正する条例の件は、原案

大貫裕弘君。

○住民課長（大貫裕弘君）

のとおり可決されました。
ただいま議題と

なりました、議案第１００号重度心身障害者
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◎

議案第１０１号

○議長（吉田敏男君）

日程第２８

議案第

１０１号足寄町障害児相談支援事業所設置及
び管理条例の制定についての件を議題といた
します。

す。
以上、提案理由の御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。
福祉課長

２７年４月１日から施行するものでございま

御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

○議長（吉田敏男君）
ただいま議題と

なりました、議案第１０１号足寄町障害児相
談支援事業所設置及び管理条例の制定につい

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

て、提案理由の御説明を申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

まず、条例の制定理由につきましては、児
童福祉法の改正に伴い、障害児の通所サービ

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

ス利用、本町では子どもセンター内にありま

これで、質疑を終わります。

す児童発達支援センター、あるいは保育所と

これから、討論を行います。討論はござい

訪問支援事業所がありますけれども、その

ませんか。

サービス等の利用計画書の作成が義務づけら

（「なし」と呼ぶ者あり）

れたことから、障害児の相談支援を一括して

○議長（吉田敏男君）

実施している子どもセンター内に相談支援事

す。

業所を設置するものでございます。

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

なお、本町においては、民間法人の相談支

これから、議案第１０１号足寄町障害児相

援事業所もありますけれども、１８歳以上の

談支援事業所設置及び管理条例の制定につい

青年障害者にあってはＮＰＯ法人において行

ての件を採決をいたします。

い、また１８歳以下の障害児童ですね。こち

この表決は、起立によって行います。

らについては、子どもセンター内で行うとい

本件は、原案のとおり決定することに賛成

うことですみ分けを行っております。

の方は起立願います。

それでは、条例の内容について、条文に
沿って御説明を申し上げます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

１９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１０１号足寄町障害児

足寄町障害児相談支援事業所設置及び管理
条例。

相談支援事業所設置及び管理条例の制定につ
いての件は、原案のとおり可決されました。

第１条、この条例は、児童福祉法第６条の
２第６項に規定する相談支援事業を行うた

◎

議案第１０２号

め、足寄町障害児相談支援事業所の設置に関

○議長（吉田敏男君）

し必要な事項を定めることを目的とする。第

１０２号足寄町認知症対応型共同生活介護事

２条は事業所の名称を足寄町障害児相談支援

業所設置及び管理に関する条例の制定につい

事業所とし、位置は足寄町北３条１丁目５番

ての件を議題といたします。

地１とするものでございます。第３条は事業
所の事業について、第４条は利用対象者、第
５条は利用者負担等について、第６条は委任
規定について、それぞれ規定しております。
附則の施行期日ですが、この条例は、平成

日程第２９

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
福祉課長

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１０２号足寄町認知症対
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応型共同生活介護事業所設置及び管理に関す

は、指定管理者は町長と協議し、承認を得な

る条例の制定について、提案理由の御説明を

ければならないとしております。

申し上げます。

第１６条は指定管理者の原状回復義務につ

本条例は、平成２５年度から２カ年で整備
しております高齢者等複合施設のうち、本年

いて、第１７条は委任について規定しており
ます。

度建設しております足寄町認知症対応型共同

附則第１項の施行期日ですが、この条例

生活介護事業所の設置及び管理に関する条例

は、平成２７年４月１日から施行するもので

を制定するものでございます。

あります。

２０ページをお願いいたします。

また、第２項において、指定管理者の指定

足寄町認知症対応型共同生活介護事業所設
置及び管理に関する条例。

及びこれに関し必要なその他の行為等は、こ
の条例の施行の日前においても、足寄町公の

第１条はこの条例の趣旨について、第２条

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

は本施設の設置目的について、それぞれ規定

条例の規定により行うことができる規定とし

しております。

ております。

第３条は本施設の名称を足寄町認知症高齢

以上でございますが、現在、本施設の指定

者グループホームと称し、その位置を足寄郡

管理者に予定しております、足寄町社会福祉

足寄町北２条４丁目４１番地とするものでご

協議会と精力的に協議を進めております。

ざいます。

本条例制定後には、指定管理者の選定等の

第４条は、本施設の利用定員を９人とする
規定でございます。

手続きを開始し、今後、指定管理者の指定に
ついて議会に提案をさせていただく予定でお

第５条は、本施設で行う事業について規定
しております。

りますので、御理解賜りますようお願い申し
上げ、提案理由の御説明とさせていただいま

第６条から第１０条までは、本施設の利用

す。

申込み及び承認、利用権譲渡等の禁止、利用

御審議のほど、よろしくお願いいたしま

の制限等、原状回復の義務について規定して

す。

おります。

○議長（吉田敏男君）

第１１条は施設の利用料等について、第１
２条において利用料等の還付について、第１
３条は損害賠償について、それぞれ規定して

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。

おります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

第１４条は、地方自治法の規定により指定
管理者に管理を行わせることができる規定と
しております。

○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。

第１５条では、指定管理者の業務について
規定しております。第２項において、利用料

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

等を指定管理者の収入として収受させること

（「なし」と呼ぶ者あり）

ができるものとし、第５項において指定管理

○議長（吉田敏男君）

者に管理を行わせる場合にあっては、「町

す。

討論なしと認めま

長」とあるのは「指定管理者」として読みか

これで、討論を終わります。

える規定としております。なお、同条第６項

これから、議案第１０２号足寄町認知症対

において、第９条に規定する利用の制限等及

応型共同生活介護事業所設置及び管理に関す

び第１１条に規定する利用料等の額について

る条例の制定についての件を採決をいたしま
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す。

しております。

この表決は、起立によって行います。

第６条から第１０条までは、本施設利用の

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。

の禁止、利用の制限等、原状回復の義務につ

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

対象者、利用申込み及び許可、利用権譲渡等
いて規定しております。

全員の起立です。

第１１条は施設の利用料等について、第１

したがって、議案第１０２号足寄町認知症

２条において利用料等の還付について、第１

対応型共同生活介護事業所設置及び管理に関

３条は損害賠償について、それぞれ規定して

する条例の制定についての件は、原案のとお

おります。

り可決されました。

第１４条は、地方自治法の規定により指定
管理者に管理を行わせることができる規定と

◎

議案第１０３号

○議長（吉田敏男君）

日程第３０

しております。
議案第

第１５条では、指定管理者の業務について

１０３号足寄町生活支援長屋設置及び管理に

規定しております。第２項において、利用料

関する条例の制定についての件を議題といた

等を指定管理者の収入として収受させること

します。

ができるものとし、第５項において指定管理

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
福祉課長

者に管理を行わせる場合にあっては、「町
長」とあるのは「指定管理者」として読みか

櫻井光雄君。

○福祉課長（櫻井光雄君）

える規定としております。なお、同条第６項
ただいま議題と

において、第９条に規定する利用の制限等及

なりました、議案第１０３号足寄町生活支援

び１１条に規定する利用料等の額について

長屋設置及び管理に関する条例の制定につい

は、指定管理者は町長と協議し、承認を得な

て、提案理由を御説明申し上げます。

ければならないとしております。

本条例は、平成２５年度から２カ年で整備

第１６条は指定管理者の原状回復義務につ

しております高齢者等複合施設のうち、本年

いて、第１７条は委任について規定しており

度建設をしております足寄町生活支援長屋の

ます。

設置及び管理に関する条例を制定するもので
ございます。

附則第１項の施行期日ですが、この条例
は、平成２７年４月１日から施行するもので

次に、条例の内容について御説明申し上げ
ます。

ございます。
また、第２項において、指定管理者の指定

２２ページからお願いいたします。

及びこれに関し必要なその他の行為等は、こ

足寄町生活支援長屋設置及び管理に関する

の条例の施行の日前においても、足寄町公の

条例。

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

第１条はこの条例の趣旨について、第２条
は本施設の設置目的について、それぞれ規定
しております。

条例の規定により行うことができる規定とし
ております。
以上でございますが、さきの認知症グルー

第３条は、本施設の名称を足寄町生活支援

プホームと同じく、この生活支援長屋につき

長屋と称し、その位置を足寄郡足寄町北２条

ましても、社会福祉協議会のほうに指定管理

４丁目４１番地とするものでございます。

者の手続きをしていきたいなというふうに

第４条は、本施設の利用定員を２０名とす
る規定でございます。

思っておりますので、御理解賜りますようお
願い申し上げ、提案理由の御説明とさせてい

第５条は、本施設で行う事業について規定

ただきます。
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御審議のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

れたことから、本条例の改正を行うものであ
ります。

○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。

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ
らせていただきます。

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

よろしく御審議のほど、お願い申し上げま
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

これで、質疑を終わります。

ませんか。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

討論なしと認めま

す。

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

これで、討論を終わります。

ませんか。

これから、議案第１０３号足寄町生活支援

（「なし」と呼ぶ者あり）

長屋設置及び管理に関する条例の制定につい

○議長（吉田敏男君）

ての件を採決をします。

す。

討論なしと認めま

この表決は、起立によって行います。

これで、討論を終わります。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

これから、議案第１０４号足寄町国民健康

の方は起立願います。

保険条例の一部を改正する条例の件を採決を

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

します。

全員の起立です。

したがって、議案第１０３号足寄町生活支
援長屋設置及び管理に関する条例の制定につ

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。

いての件は、原案のとおり可決されました。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

◎

議案第１０４号

○議長（吉田敏男君）

日程第３１

全員の起立です。

したがって、議案第１０４号足寄町国民健
議案第

１０４号足寄町国民健康保険条例の一部を改

康保険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。

正する条例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。
住民課長

◎

議案第１０５号

○議長（吉田敏男君）
大貫裕弘君。

○住民課長（大貫裕弘君）

日程第３２

議案第

１０５号足寄町有林野共同放牧地管理並びに
ただいま議題と

なりました、議案第１０４号足寄町国民健康

使用条例の一部を改正する条例の件を議題と
いたします。

保険条例の一部を改正する条例につきまし
て、提案理由の説明を申し上げます。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

本条例の改正につきましては、平成２６年

経済課長

寺地優君。

政令第３６５号の国民健康保険法施行令の改

○経済課長（寺地

正を受け、平成２６年１１月１９日に公布さ

なりました、議案第１０５号足寄町有林野共
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優君）

ただいま議題と

同放牧地管理並びに使用条例の一部を改正す

同放牧地管理並びに使用条例の一部を改正す

る条例について、提案理由の御説明をさせて

る条例の件を採決をします。

いただきます。

この表決は、起立によって行います。

議案書２５ページをごらんください。

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、畜産振興と

の方は起立願います。

して使用を認めていました、町有林放牧管理
地において、分割や不要部分の売買、地籍調

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

査等による新地番の設置などと、未利用地に

したがって、議案第１０５号足寄町有林野

おける独立行政法人森林総合研究所との水源

共同放牧地管理並びに使用条例の一部を改正

造林契約により、条例と地盤面積に相違が発

する条例の件は、原案のとおり可決されまし

生したことから、条例中の１６地域を現在も

た。

継続して利用のある５地域へ条例の改正を行
うものでございます。

◎

議案２６ページの新旧対照表をごらんくだ
さい。

散会宣告

○議長（吉田敏男君）

以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

条文の改正の中身でありますけれども、第
２条の「共同放牧地の位置及び面積は次のと
おりとする」のうちの「次」を「別表」に改
正するものです。

本日は、これで散会をいたします。
次回の会議は、１２月１７日、午前１０時
より開会をいたします。
大変御苦労様でございます。

第２条の（１）から（１６）を削除し、別
表に中身を置きかえます。
附則として、この条例は、平成２７年４月
１日から施行するものでございます。
以上をもちまして、提案理由の説明を終わ
らせていただきます。
よろしく御審議のほうをお願いいたしま
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、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。
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。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。
これで、討論を終わります。
これから、議案第１０５号足寄町有林野共
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午後

１時５３分

散会

