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◎議事日程
日程第１

一般質問＜Ｐ３～Ｐ１０＞

日程第２

議案第６９号

平成２７年度足寄町一般会計補正予算（第２号）＜Ｐ１０～Ｐ
２３＞

日程第３

議案第７０号

平成２７年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１
号）＜Ｐ１０～Ｐ２３＞

日程第４

議案第７１号

平成２７年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第１号）＜Ｐ
１０～Ｐ２３＞

日程第５

議案第７２号

平成２７年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第１
号）＜Ｐ１０～Ｐ２３＞

日程第６

議案第７３号

平成２７年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１
号）＜Ｐ１０～Ｐ２３＞

日程第７

議案第７４号

平成２７年度足寄町上水道事業会計補正予算（第１号）＜Ｐ１
０～Ｐ２３＞

追加日程第１

議案第７５号

除雪ドーザ（雪寒機械）購入売買契約について＜Ｐ２３～Ｐ２
４＞

追加日程第２

議員派遣の件＜Ｐ２４＞

追加日程第３

閉会中継続調査申請書（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）＜Ｐ２４＞
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午前１０時００分

開会

この趣旨に基づき、以下の点について伺い
ます。

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

１点目であります。

おはようございま

北団地１号棟から４号棟について。

す。

一つは、各棟の東西出入口にある約６セン

全員の出席でございます。

チだけではありませんが、ほかの高さのとこ

これから、本日の会議を開きます。

ろもありますが、その段差の解消について。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

二つ目、各棟の東西の入り口にある入り口
に冬期間、冷気、あるいは雪が入らないよう
引き戸をつけられないでしょうか。

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

三つ目、２号棟、４号棟の西側出入口に取

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

るいは２号棟、４号棟の東側で出火等の事故

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

りつけ路はなく、１号棟、３号棟の西側、あ
が起きた場合、２号棟、４号棟に入居してい

６

る方が避難する西側は、砂利、あるいは草地

月２４日に開催されました第２回定例会に伴

で高齢者や障害者の方が避難するときに、特

う議会運営委員会の協議の結果を報告しま

に車椅子などは使えません。保育所との間に

す。

十分な空き地があるので、町道まで出られる

本日６月２５日は、昨日に引き続き一般質

舗装路をつけられないでしょうか。

問を行います。

四つ目、基礎部分のコンクリートが剥離し

次に、議案第６９号から議案第７４号まで
の平成２７年度補正予算の提案説明を受けた

断熱材の見えているところがあるが、補修の
必要はないでしょうか。

後、即決で審議いたします。

二つ目、下愛冠団地３階建てについてであ

以上で、報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

ります。

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

一つ、換気扇のカバー、外側についている
部分ですが、これが破損しているので、取り
かえの計画はあるでしょうか。

◎

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第１

二つ目、基礎部分のコンクリートが崩れ、
昨日に引

き続き、一般質問を行います。
７番

中の鉄骨が見えている棟がありますが、修繕
の計画はありますか。

田利正文君。

○７番（田利正文君）

三つ目、各棟の玄関前の団地内通路にひび
議長の許可をいただ

割れがあり、でこぼこになっています。ま

きましたので、一般質問通告書に基づいて一

た、排水ますのふた部分が浮き上がっており

般質問をさせていただきます。

大変危険です。玄関前の団地内通路全体を改

足寄町公営住宅等長寿命化計画に基づく公
営住宅の維持管理についてであります。

修することが必要かと思いますが、計画はあ
りますか。

平成２６年度足寄町公営住宅等長寿命化計

四つ目、冬期間、雪解け水や雨水が落ちて

画概要版の趣旨で、安全で快適な住まいを確

玄関前テラスが氷結し、非常に危険と思われ

保するため、修繕、改善、建てかえなどの公

ます。各棟の玄関屋根に雨どいをつけられな

営住宅などの活用手法を定め、長期的で計画

いか伺います。

的な維持管理を実現することを目的とします
となっています。

五つ目、各棟の玄関前テラスの段差解消の
ため、現在、入居者みずからがコンクリート
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などを置いていますが、安全、安心な出入口
という観点から、玄関前テラスと同じ幅で動

また、基礎部分のコンクリートが剥離して
いるとの御指摘でございます。

かない物を設置するなど対応が必要かと思い
ますが、いかがでしょうか。

近年、住宅の基礎は外断熱工法にて施工し
ており、布基礎の外部に断熱材が張られてお

３点目です。

ります。今回の御指摘箇所は、その断熱材の

校南団地について。

上に施されたモルタルが剥離しているもの

２棟とも玄関前舗装路面、正確には団地内

で、構造上の支障はございませんが、補修を

通路と言ったほうがいいのでしょうが、でこ

いたしてまいりたいというふうに思います。

ぼこでひどい状態です。ここの改修計画はあ

２点目の下愛冠団地でございますが、換気

りますか。

扇のカバーが破損しているとの御指摘でござ

以上です。
○議長（吉田敏男君）

います。
答弁、安久津町長。

調査の結果、数カ所の屋外フードが破損し

田利議員の足寄町

ていることが判明しましたので補修をいたし

○町長（安久津勝彦君）

公営住宅等長寿命化計画に基づく公営住宅の

ます。

維持管理についての一般質問にお答えをいた
します。

また、基礎部分のコンクリートが崩れ、中
の鉄筋が見ているとの御指摘でございます。

１点目の北団地１号棟から４号棟について
でありますが、各棟の東西出入口にある段差

調査の結果、基礎部分の表面が剥離し鉄筋
が見えている箇所が数カ所ございました。

の解消につきましては、昨年度に一部実施し

これも表面剥離であることから、構造上、

ておりましたが、未実施の箇所につきまして

重篤な危険性はございませんが、公営住宅等

は本年度実施する予定でおります。

長寿命化計画に沿って実施しております屋

また、東西の出入口に引き戸を設けられな
いかとの御指摘でございますが、当該箇所は

根、外壁塗装工事の実施の際に順次補修をし
てまいりたいと考えております。

雁木づくりの通路でありますことから、引き
戸を設けておりません。

また、玄関前の通路についてですが、経年
劣化等により凹凸ができておりますが、歩行

各住戸には冬期間の寒さに耐えうる構造の
扉を設置しておりますことや雁木の北面につ

に支障がある箇所につきましては、必要に応
じ補修してまいりたいと考えております。

いても、雪が入り込まないよう開口部を設け

また、排水ますの浮き上がりについてです

ない構造にする等の対応をしていることか

が、土質等の関係から御指摘のとおり浮上し

ら、引き戸を設ける予定はありません。

ていますが、犬走り部及び浄化槽前に数カ所

次に、２号棟、４号棟の西側出入口につき

ございます。

まして取りつけ道路がないとの御指摘でござ

通常時、歩行する場所ではないため、全カ

います。常時使用する駐車場からのアクセス

所の改修は考えておりませんが、支障となる

路については、利便性の向上を図るため通路

ますについては、必要に応じ改善していきた

の舗装をしているものであり、それ以外につ

いと考えております。

きましては、周辺環境と一体化するよう緑地

次に、冬期間の雪解け水等による玄関前テ

として整備をしているため舗装路の整備は予

ラスの氷結防止にかかわる雨どいの設置につ

定しておりませんけれども、今回の御指摘も

いては、今までも住民の皆様の玄関前の除雪

踏まえながら、今後、災害時等の起きたとき

及び玄関屋根の雪おろし等の自助努力により

の支障がないのかどうかも含めて、現地調査

対応していただいておりますことに、敬意と

を行った後に検討をさせていただきたいとい

感謝を申し上げる次第でございますが、当該

うふうに思っております。

住宅の玄関が北向きであることから、雨どい
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内で融雪水が凍結することで、現状と同じよ

以上です。

うに玄関前テラスに融雪水が氷結することか

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

ら、雨どいの設置は考えておりません。

○７番（田利正文君）

今の答弁ですと、私

また、玄関前テラスの段差解消の件です

が再質問したように、高齢者の方、障害者の

が、動きにくいコンクリートブロック等を用

方、車椅子の方が入居されても大丈夫だとい

いて段差解消に努めたいと考えております。

う設計だというふうに理解していいのです

３点目の校南団地玄関前通路についてでご

ね。わかりました。

ざいますが、一部につきましては砂利を填充

そうなりますと、１号棟は平成１７年に建

するなどし対応しておりますが、全カ所の対

設、それから２号棟、４号棟については、１

応まで至っておりませんので、特にひどい箇

８年に建設されているというふうに間違いが

所については部分補修を行うことといたしま

なければなっているというふうに思います。

すので、御理解を賜りますようお願い申し上

歩道から公営住宅に入るコンクリートの入

げまして、田利議員の一般質問に対する答弁

り口のところの取りつけ道路といいますか、

とさせていただきます。

路面といいますか、そことの段差が、なぜ１

○議長（吉田敏男君）

再質問を許します。

７番、田利君。

０年近くもそのまま放置されてきたのかとい
うことについて、まずお聞きしたいと思いま

○７番（田利正文君）

今回の一般質問の

すが。

テーマに足寄町公営住宅等長寿命化計画とい

○議長（吉田敏男君）

うふうに挙げましたが、本来であれば、公営

○総務課長（大野雅司君）

住宅の維持管理についてでもよかったわけで

すが、これは経年によって少しずつ広がって

あります。ところが、計画の中に、安全で快

きたものと想像しております。

適な住まいを確保するためという項目が入っ

答弁、総務課長。
段差でございま

以上です。

ておりましたので、ここを生かしたいと。そ

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

このところをくんでいただきたいという思い

○７番（田利正文君）

わかりました。

でここのところを入れました。

であれば、速やかに対応をするのが本来で

まず、北団地の件について伺います。

ないのかなという思いがあります。それはそ

再質問に入る前にちょっと確認をしておき

れとして置いておきます。

たいのですが、１号棟から４号棟について
は、バリアフリーで高齢者や障害者、あるい

それで、答弁の中に、一部実施したところ
があるというふうにありました。

は車椅子の方が入居されても出入りできるよ

私の見たところでは、多分、４号棟の東側

うに設計されているものだというふうに考え

の入り口のところかなというふうに思うので

ていますが、この認識は正しいでしょうか。

すが、舗装をちょっと充填してあるという感

○議長（吉田敏男君）

じがあって、あっ、手直ししたのかなという

ここで、暫時休憩を

いたします。

ふうに思ったのです。ですけれども、それで
午前１０時１３分

休憩

はとても実施したというふうには言えないで

午前１０時１４分

再開

あろうというふうに私は思ったのですね。

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

というのは、高齢者の方、あるいは車椅子

再開をいたします。

の方が実際に、今、入居されているかどうか

総務課長、答弁。

現在はわかりませんが、入っているとしたと

○総務課長（大野雅司君）

大変お時間をい

きに、そこを車椅子で上がる、あるいは足の

ただきまして申しわけございませんでした。

悪い方が足を引きずりながら入っていくとい

バリアフリーとなっております。

うときに、引っかかるだろうというふうに私
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は思ったのです。

ラットにできないかということも言ったので

４号棟をあちこち見て歩きますと、段差が

すね。そのときの答弁が何と言われたかとい

あるだけではなくてＶ字型に削れているとこ

うと、道路法があって、２センチは許容範囲

ろもあるのですよね。だから、そこもきちん

だと言われたのですね、正確ではないですけ

と埋めて、車椅子であれば車椅子がスムーズ

れども。だから、そういう発想ではだめだと

に上れるようにきちんとした斜めの斜線とい

いうふうに私、思ったのですよ。それで、あ

うか、埋め込みをしてもらうという丁寧な仕

えて細かく、今、聞いたのですね。

上げが必要だろうというふうに私は思ったの

つまり、舗装を充填してあるからいいとい

ですけれども、その辺はどうでしょうかね。

うものではなくて、車椅子でもスムーズに

○議長（吉田敏男君）

すっと上がれるように、それは、やはり入居

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

ただいまの段差

者の立場に立ってものを見る、考えるという

の件でございますが、アスファルトを充填し

ことが必要だろうというふうに思ったので

ております。

す。

その充填の量を、斜めの勾配を何％にする

それは、昨日の前田議員ですとか、熊澤議

かということだと思いますので、そこは勾配

員の質問にもあったと思うのですけれども、

を緩やかにすることで手押し車、車椅子等が

そこにもつながる問題であろうというふうに

円滑に斜めに上っていけるようにということ

私、思いました。それで、あえてそんなこと

で補修したいと思いますので、御理解いただ

を言わせさせていただいたというふうに考え

きたいと思います。

ています。

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

それで、やはり一番大事なのは、担当職員

○７番（田利正文君）

わかりました。

の方、あるいはそこを最後に点検されるとい

そういう方向でせひお願いをしたいと思い
ます。

うのでしょうかね、見られるというか、指導
されるというか。ここでいえば建設課長にな

なぜこういう細かいことを質問するのかと

るのでしょうか、建設課長が、そこのところ

いうことなのですけれども、ちょっと触れた

はこうなっているかというふうにちゃんとい

いと思うのですけれども、前期のときに私が

う思いを持っていただくことが必要なのかな

一般質問で、高齢者や障害者の方が安心して

というふうに思って、あえて苦言ですけれど

歩ける歩道が必要だという話をしたことがあ

も、そういうことも言わせていただきまし

ると思います。

た。

町長もしくは担当者の方に目隠しをして人

次に移りたいと思います。

の体につかまって歩いてみる、あるいは車椅

雪が入り込まないような構造になっている

子でみずから歩いてみてほしいと。それも、

ということですが、玄関前の通路がせっかく

一番生活に必要なフクハラから道の駅、役

あって温かくなっているのだと私は思います

場、国保病院、ＪＡですか、しんどう医院の

が、正確な表現かどうかわかりません。煙突

あたりをぐるっと回っていただきたいと。そ

効果というのでしょうか、両方塞がれて両側

うすると、歩道がいかに危険かとわかるとい

が開いているので、風がずっと抜けていきま

うふうに思うという話をしたことがあるので

すよね。それで、冬期間は冷気が入ってくる

す。

し、雪が入り込むのだろうと思うのです。

そのときに、もちろんそういういろいろな

それで、引き戸になぜできないかと私が

答弁をいただきましたけれども、最後に、横

言ったのは、車椅子の方が行ったときに、こ

断歩道のところに片方はフラットで、片方は

ういうふうに開ける戸では開けられませんよ

２センチぐらいの段差があると。これをフ

ね。それで、引き戸ならば開けられるという
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思いがあって、冷気と、それから雪が入り込

気を悪くしないでほしいのですけれども、え

まないように、そういう戸をつけられないか

らいセンスがないつくり方をしたものだなと

という思いなのです。

いうふうに思ったのですね。色合いといい、

そういうことについては、いかがなもので
しょうか。
○議長（吉田敏男君）

そこのところやはり考える必要があるのかな
というふうに思っていたのです。そのとき

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

に、住民の方からこの話をいただいたもので

雁木づくりの部

分の引き戸ということでございますけれど

すから取り上げたということです。今の考え
でそれはわかりました。

も、もともとのあそこの構造が風除室のよう

次に移りたいと思います。

な閉鎖空間ということで設定しておりません

３番目ですけれども、町長が回答書にはな

で、答弁させていただいたように、各戸は、

い補足で説明していただきましたので、多

その扉の内側で十分断熱効果を保たれており

分、そのことに尽きるのかなとは思いますけ

ますし、あそこはあくまでもオープン通路と

れども、当初の答弁の文章だけを見ると、私

いう考えで設計、建築されております。

の質問に対して答弁されていないと、正確に

そこで、構造的な根本的な部分に手を入れ

ですね。という思いがありました。

るという考えはございませんので、御理解賜
りたいと思います。

なぜかというと、どういうふうに言ったら
わかりやすいでしょうね。１号棟、３号棟の

なお、あそこの部分については、実は二度

西側というのでしょうか。火災があったり、

改修しておりまして、一度目は北側の、現

あるいは何か事件があって２号棟、４号棟の

在、透明のプラスチック板が入っているので

西側に住んでいる方、あるいは東側でもいい

すが、そこの部分が最初ございませんでし

ですけれども、東側から避難できないという

た。そこについて、雪の吹き込みがあるとい

事態が起きた場合、今、総務課長がおっしゃ

うことで改修させていただき、次に、通路の

いましたけれども、西側に通路の入り口の正

先に板塀を取りつけました。それは、通路に

面には木で建てた、すのこでつくったみたい

対する風の吹き込み、特に、吹きだまり等で

な塀みたいなのがあるのですよね、吹き込み

きては困るということで板塀を取りつけさせ

防止のためにということで。あれがあってす

ていただきました。

ぐは逃げられないのですよ。そして、右側に

ですが、あそこはつくりといたしまして
は、あくまでもオープンの共有スペースとい

出たら、コンクリートのテラスからすぐ下へ
おりたら砂利なのですよね。

う考えで設計、建築しておりますので、そこ

だから、パラリンピックに出場するような

を閉鎖して内戸とするという考えはございま

腕力の強い方が車椅子で逃げるのであれば可

せんので、御理解いただきたいと思います。

能でしょうけれども、普通の高齢者の方や障

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

害者の方が車椅子で逃げるなんていう場合に

○７番（田利正文君）

わかりました。

は、あそこ逃げられないと思うのですよ。

考え方はわかるのですが、実際に住んでい

だから、そういう場合に、可能であれば西

る方の思いというのでしょうか、感覚からす

側にもやはり道路からすっと駐車場に抜ける

ると、あったほうが便利だなというふうに

か、もしくはまだ緑地があるわけですから、

思ったのですね、話を聞いてですけれども。

町道まで抜けられるような舗装路が必要なの

それからもう一つは、あれができたばかり

かなと。安全の面での意味ですね。このこと

のころに、まだあそこのプラスチックの窓、

から聞いたわけです。そこのところ、やはり

張っていなかったときありましたよね。張っ

もう一度検討していただきたいなと思います

た後も見ましたけれども、私の感想ですよ、

が、もう一度ちょっとお願いをしたいと思い
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ます。
○議長（吉田敏男君）

メーターなり、あるいは町道までつなげるな
答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

り、この辺のことについて、どこが安全なの

ただいまの火災

かということについて、より見きわめて検討

時の避難路等ということでございますが、現

したいということでございますので、御理解

在は、その吹き込み防止のつい立の手前にア

いただきたいと思います。

スファルト舗装はしておりまして、そこには

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

解消すべき段差があって、解消をさせていた

○７番（田利正文君）

わかりました。

だくわけですけれども、とりあえず今のとこ
ろにつきましては、外までは避難ができる

ぜひ、避難路が確保できるようにお願いを
したいと思います。

と。ただ、建物から離れることができない。

次ですけれども、下愛冠団地の件ですね。

離れるための通路が砂利と草のため、高齢者

換気扇のカバーが壊れている。これは修理

の方が車椅子では容易に避難することができ

しますということでわかりましたけれども、

ないという御指摘でございます。

これも、偶然、選挙期間中に、私があそこで

とりあえずについては、外まではすぐに避

街頭でお話をしていたら、出られた方が

難できますので、それでよしとするか、ある

ちょっとちょっと言われて、後から行きます

いは自力で車道まで出る必要があるのか。そ

からと選挙終わってから行ったのですけれど

の辺も含めて、この部分につきましては、町

も、それで聞かされた話なのですけれども、

長、答弁させていただいたように、調査、検

構造上の問題があるのではないかというふう

討をさせていただきたいと思いますので、よ

に、私、思ったのです。

ろしくお願いいたします。
○議長（吉田敏男君）
○７番（田利正文君）

３階建ての屋根の張り出しというのでしょ

７番、田利君。

うか。正式には何というのかわかりませんけ

今の件ですけれど

れども、屋根の張り出しが短いために雪氷が

も、総務課長は出られると言いましたけれど

解けて、内側にこういうふうにして中に丸

も、出られるのは本当に玄関からすぐそばま

まってきますよね。丸まってきて最後に落ち

でしか出られません。そこをちょっと右に出

るのですけれども、そのときに、テラスの、

たらすぐ砂利ですから。

ベランダの手すりというのでしょうか、あ

だから、もし火災が起きた場合には、そこ

れ。正式には何というのかわかりません。ア

にいたら危ないと思うのですよね。もう少し

ルミか何かでできたやつと、それからフード

離れられるように、仮に道路をつけられない

が割れるのだと、ぶつかるのだと思うのです

としても、もう少し建物から離れられるよう

ね。それで３階のフードは割れていないと思

に、せめて５メートルでも、１０メートルで

うのですよ。２階、１階のフードが割れてい

も舗装路面をつけておく必要が絶対にあるの

るのだと思うのですね。

だろうというふうに、私、思うのですよ。そ

そこのところについて、構造上の問題はな

このところはどうでしょうかね。現場を見ら

いだろうかという一つ疑問がありますので、

れたらわかると思うのですが。

その点についてお聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

そこで調査、検

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

構造上の問題と

討というのは、１メートル離れれば、火事で

いうことでございますが、公営住宅の建設で

すので、万が一、一人のこともあるかもしれ

ございますので、建設課のほうでは各種基準

ません。ほかの近所の方が集まってきて助け

に沿って建築しております。そこで、構造的

ていただけることがあるかもしれません。あ

な根本的なふぐあいというのはないものと考

るいはそうでなくても３メーターなり、５

えております。

― 8―

ただ、そこで気象的な異常気象とまでいか
ないまでも、いろいろな屋根の上で雪が解け

を聞いていただきたいというふうに思いま
す。

て固まるですとか、それが何度もこの冬は固

次にいきます。３番目です。

まって氷ができたね。この冬は氷もできない

支障となるますについては、必要に応じて

でスムーズに春、雪流れてよかったねとか、

改善をしていくということですが、玄関の入

その時々の気候によって突然に屋根の上の雪

り口、テラスというのですね。その両側に丸

の形状も変わることがあろうかと思います。

いこのぐらいの大きさの排水ますのふたがあ

そういった自然現象のいろいろな事情で、こ

るのですね。それが、玄関のテラスと同じく

の３階の雪が玄関換気口カバーにぶつかって

らいの高さまでとは言いませんけれども、そ

いるものだと思いまして、構造上の根本的な

れにちょっと近いぐらいまでせり上がってい

欠陥ということにまでは至らない問題だと考

るのです。

えております。

そして、冬行きますと、もちろん住民の方

よろしくお願いいたします。

が一生懸命雪氷をとるのでしょうけれども、

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

とられていないときに、偶然私が行ったとき

○７番（田利正文君）

建築法上といいます

に、前から上がるとつるつるで危ないから、

か、あるいは構造上といいますか、というほ

そのますの上を上っていこうと思ったのです

どの欠陥ではないとしても、私、ここに挙げ

ね。ますの上も氷でこういうふうに山になっ

なかったのですけれども、最初は挙げていた

ているのですよ。それで、転んでえらいけが

のですけれども、取り下げたのですけれど

する目に遭ったことがあるのですね。

も、ベランダの手すりもこれ見てくれといっ

常時そこに住まわれている方が、きちんと

て、ここ、へこんでいるだろうというのが

取り除いていればそういうことはないので

あったのですよ。ところが、私、後から見に

しょうけれども、総務課長が言われたとお

行ったら布団干してあったり何だりしてわか

り、その冬の気象状況においてはわかりませ

らなかったのですね。挙げなかったのですけ

んので、各棟の屋根というのでしょうか。玄

れども、それは、何でできたかというと、氷

関の屋根の雪を、こういうふうに引きおろす

が落ちてきてぶつかったのだと言うのです

ための長い棒のついた道具というのですか、

よ。その方、２階に住んでいる方でした。だ

正式名称は何というのかわかりませんけれど

から、２階までは落ちてきて、最悪の場合、

も、ああいうのは置いてあるのでしょうか。

手すりにぶつかるということもあるのだなと

それとも、住民個人が自分ではしごをかけて

いうふうに思ったのですね。

雪を落とすのでしょうかね。もしなければ、

だから、そういう意味では非常に危険だな

そういうものも備品として置いておく必要が

というふうに思ったのですよ。だから、そう

あるのではないかと思いますが、その辺はど

いう意味では、構造上の欠陥ではないとして

うでしょうか。

も、もしそういうことが本当にあるというふ

○議長（吉田敏男君）

うにして、住民の皆さんから聞き取りをして

○総務課長（大野雅司君）

いただけるチャンスがあるのであれば聞いて

のひさしの雪をよける長い棒等ということで

いただいて、必要ならば屋根を伸ばすなんて

ございましたが、そういうものは用意してご

いうことだって長寿命化計画の中で必要なの

ざいません。

かなというふうに思いましたので、取り上げ
させてもらいました。

答弁、総務課長。
ただいまの屋根

除雪用具等は全て入居者の個人のものでご
ざいますが、ちなみに、ここははしご等をか

もし、可能であれば住まれている方の実際

けたり、下からおろさなくても２階の窓から

に何年か冬を越された方から、そういう意見

長目の、長目のというのは長目の除雪用具で
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したら雪をよけることができます。

最後になりますが、校南団地の件です。

そういうことで、実は、実際に調査をした

正確には、団地内通路というのでしょうか

ときも住民の方いらっしゃいまして、その辺

ね。ここのでこぼこの改修について、部分改

のことを事情伺ったのですけれども、いや、

修を行うという答弁ですので、それはそれで

うちのところは自分たちで２階の窓から屋根

いいというふうに思います。

の雪よけているから、ひさしの上に常時雪は

ただ、一つだけつけ加えておきたいのは、

ありませんから、雨水が、解けた水が落ちて

きのうの一般質問の中にもありましたけれど

凍ることもないから、大丈夫だよということ

も、西町３丁目から８丁目までの歩道を高齢

でおっしゃっておりました。

者の方が車椅子で歩く、あるいは買い物か

以上です。

ご、買い物車というのですか。押して歩くだ

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

とかというときに、フクハラまで、あるいは

○７番（田利正文君）

わかりました。

サツドラまで行くのに歩きにくいと。だった

上がっていった階段のところですね。わか
りました。

ら、ここで歩けばいいのではないかとなりま
すけれども、西町の歩く場合に歩きにくい

下愛冠の４点目ですけれども、玄関の出入

と。

口のテラスのところに、住民が置かれたの

それで、歩道にあるますの出っ張っている

か、行政が置かれたのかわかりません。正確

ところ、危険なところを直してもらえないか

にはわかりませんが、コンクリートの小さい

という質問をしたことが、私、あります。そ

やつをこういうふうに並べて置いてあるので

のときの答弁は、現地を見て、必要であれば

すね。私、足２４.５なのですけれども、そ

随時補修をしますということだったというふ

れでも真っすぐ上がれない狭さなんです。だ

うに思います。

から、２６センチぐらいある方が真っすぐ

ところが、実際に補修されていないのでは

上っていけるぐらいの幅の広いコンクリート

ないかというふうに、私、思うのですね。だ

で、動かないものをせめて２段にして、あの

から、この答弁の中に何カ所か必要に応じて

玄関前に設置することができないだろうかと

とか、何とかとありますが、本当に年度内と

いう、細かく言うとそういうことなのです。

は言いません。ことしの冬が来る前に必要な

でないと、やはり安全安心に、そこを出入

ところはちゃんと見ていただいて、やってい

りするというふうにはならないのかなという

ただきたいという思いがあります。

思いがありましたので、そういうふうにでき

そのことを述べて、私の一般質問を終わり

るかどうかについて、改めてお聞きしたいと

たいと思います。ありがとうございました。

思います。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

ただいまのコン

これで、７番田利正

文君の一般質問を終えます。
これで、一般質問を終わります。

クリート板による段差の解消でございます
が、安定して上れるように配慮してコンク

◎

議案第６９号～議案第７４号

リート板設置をしたいと思っておりますの

○議長（吉田敏男君）

で、よろしくお願いしたいと思います。

９号平成２７年度足寄町一般会計補正予算

○議長（吉田敏男君）

７番、田利君。

（第２号）の件から日程第７

○７番（田利正文君）

今の答弁、私が言っ

平成２７年度足寄町上水道事業会計補正予算

た２６センチの方が真っすぐ歩けるようにと

（第１号）までの６件を一括議題といたしま

いうことも考慮に入れていただけるというこ

す。

とですね。わかりました。

日程第２

議案第６

議案第７４号

本件について、提案理由の説明を求めま
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す。
町長

第１８目新エネルギー対策費におきまし
安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

て、地域資源活用事業、地域おこし協力隊経
ただいま議題とな

費として総額４３２万３,０００円。

りました議案第６９号平成２７年度足寄町一

１８ページになりますが、新エネルギー推

般会計補正予算（第２号）から議案第７４号

進事業といたしまして、木質ペレットストー

平成２７年度足寄町上水道事業会計補正予算

ブ導入補助金、これは執行方針でも申し述べ

（第１号）まで、一括提案理由の御説明を申

ましたけれども、民間事業所、事業所も事

し上げます。

業、対象事業に拡大をすることにより、１０

補正予算つづり１ページをお願いをいたし
ます。

０万円を計上をいたしたところでございま
す。

議案第６９号平成２７年度足寄町一般会計
補正予算（第２号）について御説明申し上げ
ます。

２０ページをお願いいたします。
２０ページ、第３款民生費、第２項老人福
祉費、第１目老人福祉総務費、第１５節工事

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８

請負費におきまして、老人憩いの家改修工事

億７２４万３,０００円を追加をし、歳入歳

といたしまして４４６万１,０００円を計上

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８９億９,

いたしました。

４６０万円とするものでございます。

第４目介護保険助成費、第１９節負担金、

歳出の主なものから御説明を申し上げま
す。１４ページをお願いいたします。

補助及び交付金におきまして、軽費老人ホー
ムスプリンクラー等整備費補助金といたしま

１４ページ、第２款総務費、第１項総務管

して７,１８２万円を計上いたしました。

理費、第５目文書広報費におきまして、町勢

２２ページをお願いいたします。

要覧作成業務といたしまして２０５万２,０

２２ページ、第３項児童福祉費、第５目児

００円を計上いたしました。

童福祉施設費、第１５節工事請負費におきま

第８目財産管理費、第１５節工事請負費に

して、（仮称）放課後児童拠点施設建築工事

おきまして、町有建物解体工事といたしまし

といたしまして２億１３２万９,０００円を

て１,２５４万７,０００円、大誉地集落セン

計上いたしました。

ター外構工事といたしまして６６７万１,０

第４款衛生費、第１項保健衛生費、第４目

００円を、第１７節公有財産購入費におきま

環境衛生費、第１５節工事請負費におきまし

して、土地購入費４８０万３,０００円を計

て、足寄霊園園路修繕工事といたしまして５

上をいたしました。

５４万１,０００円を計上いたしました。

第１４目企画振興費におきまして、地域活

２４ページをお願いいたします。

性化推進事業といたしまして、住環境・店舗

２４ページ、第６款農林水産業費、第１項

等整備補助金、まちづくり活動支援補助金及

農業費、第４目畜産草地費、第２１節貸付金

び地域おこし協力隊経費など、総額で４,９

におきまして、農業振興資金貸付金といたし

７０万６,０００円を計上をいたしました。

まして３,０００万円を計上いたしました。

１６ページをお願いいたします。

第７款商工費、第１項商工費、第３目観光

１６ページ、第１５目行政情報管理費にお

費、第１５節工事請負費におきまして、雌阿

きまして、システム管理経費といたしまし

寒温泉駐車場トイレ改修工事といたしまして

て、社会保障・税番号制度システム改修費、

６１３万５,０００円を計上いたしました。

庁舎内無線ＬＡＮ構築業務など、総額１,７

２６ページをお願いします。

１３万３,０００円及びパソコン等購入事業

２６ページ、第８款土木費、第２項道路橋

３１４万円を計上いたしました。

梁費、第１目道路維持費、第１５節工事請負
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費におきまして、町道舗装補修工事といたし

第１４款国庫支出金、第１５款道支出金に

まして２,０９２万円を計上いたしました。

おきましては、それぞれ事業費見合いの補助

第３目土木車両管理費、第１８節備品購入

金、交付金を計上しております。

費におきまして、小型ロータリー除雪車２,

１２ページをお願いいたします。

８３６万７,０００円を計上いたしました。

１２ページ、第１８款繰入金、第１項基金

第４目臨時地方道路整備事業費、第１５節

繰入金におきまして、財政調整基金、ふるさ

工事請負費におきまして、旭栄通ほか２路線

と足寄応援基金から、それぞれ基金繰入金と

の整備工事合わせて５,８９１万５,０００円

いたしまして合計１億６,４７４万円を計上

を計上いたしました。

しております。

２８ページをお願いします。

第２１款町債、第１項町債におきまして、

２８ページ、第５項住宅費、第１目住宅管

過疎対策事業債として２億４,４００万円、

理費、第１５節工事請負費におきまして、下

緊急防災・減災事業債として４,３８０万円

愛冠団地公営住宅屋根・外壁塗装工事といた

を計上いたしました。

しまして１,３３９万２,０００円を計上いた

以上が歳入の主な事項でございます。

しました。

４ページにお戻りください。

第９款消防費、第１項消防費、第１目消防

４ページにおきまして、第２表地方債補

施設費、第１９節負担金、補助及び交付金に

正、追加１件、変更１件をお願いしてござい

おきまして、地北三町行政事務組合消防負担

ます。

金といたしまして５,２６７万２,０００円を
計上いたしました。

以上で、平成２７年度足寄町一般会計補正
予算（第２号）についての説明を終わりま

第１０款教育費、第２項小学校費、第１目
学校管理費、第１５節工事請負費におきまし
て、大誉地小学校体育館・器具庫屋根改修工

す。
次に、特別会計について御説明を申し上げ
ます。

事といたしまして６５３万４,０００円を計

３３ページをお願いいたします。

上をいたしました。

３３ページ、議案第７０号平成２７年度足

３０ページをお願いいたします。

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３０ページ、第３項中学校費、第３目学校

１号）について御説明申し上げます。

建設費、第１５節工事請負費におきまして、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８

足寄中学校外構工事といたしまして２,２３

９万９,０００円を追加をし、歳入歳出予算

５万６,０００円、中学校教員住宅新築工事

の総額を歳入歳出それぞれ１２億７,９４０

といたしまして８,９６３万６,０００円を計

万２,０００円とするものでございます。

上いたしました。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

第５項保健体育費、第２目総合体育館運営
費、第１５節工事請負費におきまして、総合

すべき事項がございませんので、省略させて
いただきます。

体育館トイレ改修工事といたしまして１,０

次に、４１ページをお願いいたします。

２５万円を計上いたしました。

４１ページ、議案第７１号平成２７年度足

以上で歳出を終わり、次に歳入について申
し上げます。

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。

８ページにお戻りください。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

８ページ、第１０款地方交付税におきまし

３６万６,０００円を追加をし、歳入歳出予

て、普通交付税といたしまして１億１,９２

算の総額を歳入歳出それぞれ８億９,４４７

２万９,０００円を計上いたしました。

万４,０００円とするものでございます。
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歳入歳出の内容につきましては、特に説明

５０６万円、建設改良積立金を３,０７７万

すべき事項がございませんので、省略をさせ

９ ,００ ０ 円に 改め 補 填す る もの で あり ま

ていただきます。

す。

次に、５１ページをお願いいたします。
５１ページ、議案第７２号平成２７年度足
寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
１号）について御説明を申し上げます。

７４ページの資本的支出の内容といたしま
して、道路改良工事に伴う排水管拡張工事の
工事請負費を計上いたしております。
以上で、議案第６９号平成２７年度足寄町

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

一般会計補正予算（第２号）から議案第７４

８５万２,０００円を追加をし、歳入歳出予

号平成２７年度足寄町上水道事業会計補正予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億１１万８,

算（第１号）までの説明とさせていただきま

０００円とするものでございます。

す。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

御審議のほど、よろしくお願いを申し上げ

すべき事項がございませんので、省略をさせ

ます。

ていただきます。

○議長（吉田敏男君）

次に、５９ページをお願いいたします。
５９ページ、議案第７３号平成２７年度足
寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

理由の説明を終わります。
ここで、暫時休憩をいたします。
１１時１０分まで休憩をいたします。

号）について御説明を申し上げます。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

午前１０時５３分

休憩

午前１１時１０分

再開

１２万８,０００円を追加をし、歳入歳出予

○議長（吉田敏男君）

算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,３５３

再開をいたします。

万５,０００円とするものでございます。

これをもって、提案

休憩を閉じ、会議を

これから、議案第６９号平成２７年度足寄

歳入歳出の内容につきましては、特に説明
すべき事項がございませんので、省略をさせ
ていただきます。

町一般会計補正予算（第２号）の件の質疑を
行います。１４ページをお開きください。
歳出から始めます。款で進めます。

次に、企業会計について御説明を申し上げ
ます。

第２款総務費、質疑はございませんか。
７番。

６７ページをお願いいたします。

○７番（田利正文君）

６７ページ、議案第７４号平成２７年度足

ついて伺いたいと思います。

寄町上水道事業会計補正予算（第１号）につ
いて御説明を申し上げます。

１４目企画振興費に

地域活性化推進事業の町長の行政報告にも
ありましたが、前期のときに、私、一般質問

収益的収入及び支出の総額に２１万３,０

でも取り上げていると思いますけれども、旭

００円を追加をし、収益的収入及び支出の総

町の建設業者の社長さんにお会いしたとき

額をそれぞれ１億５,５７６万４,０００円と

に、当時は１００万円でした。新築するとき

するものでございます。

に。１００万円ぐらいであれば、町外の業者

次に、資本的支出の総額に９０１万８,０

は値引きすると言うのですね。だから、せめ

００円を追加をし、資本的支出の総額を１億

て２００万円ぐらいまでにならんかなという

１,２１６万８,０００円とするものでござい

話がされたことがあった。

ます。

その辺のことについては、今回１５０万円

資本的収入額が資本的支出額に対して不足

になっていますけれども、議論された経緯が

する額７,６３１万７,０００円は、当年度分

あるかどうか、それについてお聞きしたいと

消費税及び地方消費税、資本的収支調整額を

思います。
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○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

お答えをいたしま

す。

○議長（吉田敏男君）

７番。

○７番（田利正文君）

今の答弁でわかりま

したけれども、これも前期のときに、私、一

議員仰せのとおり、当初１００万円という
ことでスタートをさせていただきました。
一応、時限立法で私の任期期間中というこ

般質問でリピーターはだめなのかと話しした
ときにだめでした。今は１５０万円以内であ
れば、また可能だということですね。

とで、２６年度で一旦終了ということで、お

それと、もう一つは、お聞きしたいこと

かげさまで再選されたということもあって、

は、今期だけではなくて町長が在職する４年

この事業はやはり町内の経済効果も含めてか

間、これを続けていこうという思いがあるか

なり有効な事業だということで、新たにス

どうかちょっとお聞きしたいと思いますけれ

タートさせるに当たってはいろいろ検討をさ

ども。

せていただきました。もちろん額的の面もそ

○議長（吉田敏男君）

うであります。額については、当然２００万

○町長（安久津勝彦君）

円だとかという検討もしましたけれども、こ

の任期、任期といえば、正確にいえば、平成

れまで１００万円で走ってきたということも

３１年３月３１日までということで、ですか

ありますから、建設資材等の値上がり等々も

ら４年間ということで考えております。

含めて１５０万円まで拡大をしましょうとい

○議長（吉田敏男君）

うことが１点。

ませんか。総務費の関係。

それから、もう一つは、これまで個人の住

○１番（熊澤芳潔君）

は店舗、事務所等についても、適用拡大をし

す。

と。

仰せのとおり、私

他に、質疑はござい

１番。

宅ということに限定しましたけれども、これ
ようということで適用範囲を広げたというこ

答弁、町長。

関連でお聞きしま

それで、今、町長のほうから店舗まで拡大
をしましたということなのですけれども、こ

それから、リニューアルといいますか、改

の考え方なのですけれども、店舗まで拡大と

築の関係についても、これまでは上限額は同

いうことは事業についてという形に関連して

じく１００万円だったのですけれども、ただ

くるのかなという気もしますけれども、例え

し１回限りだよと。小さな、例えば、２０万

ば、農家のそういった牛舎だとか、そういっ

円の関係については２０万円までは半額とい

たことについても、自営業ということだとか

うことですから、２分の１、１０万円という

いろいろなことを考えますと、そういった点

ことでしたけれども、１回それを使ってし

についても考えられるのかなという気がいた

まったら、その期間中はもう使えませんよと

しますけれども、その点についてお聞きしま

いうことできましたけれども、これも少し細

す。

部の説明は省略しますけれども、マックスの

○議長（吉田敏男君）

１５０万円までいくまでの分については、

○町長（安久津勝彦君）

ちゃんとこちらのほうで管理をしておけばい

す。

答弁、町長。
お答えをいたしま

いわけですから、例えば、前回２０万円使っ

少し経過を説明させていただきますと、当

たよね。では、その範囲内だからここまでは

初、なぜ店舗等を除いていたかといいます

いいですよという、そういうことでまた制度

と、一応、事業主の方については融資制度を

の見直しも図って、スタートをさせたいとい

つくっておりまして、従来は借り入れした分

うことでございますので、御理解いただきた

の利子補給ということでやっていたのですけ

いというふうに思います。

れども、それも制度見直しをかけて、借り入

以上でございます。

れをするときに、今、信用保証協会の保証つ
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きますよね。そうすると、保証料というのが

いいたします。

あるのですけれども、ここの全額助成をしよ

○議長（吉田敏男君）

うということで変わってきていて、ですか

○町長（安久津勝彦君）

ら、そういうこともあって、店舗と事務所等

では対象とは考えておりません。

答弁、町長。
今回、考えた制度

については、そういう有利な借り入れ制度も

そこら辺については、今後、本当にどうな

あるから、とりあえずは該当させていなかっ

のかということは、引き続きまた調査検討は

たということなのですけれども、そこまで借

させていただきますけれども、余り想定でき

り入れを起こすまで大きな改修ということで

ないかなというふうに思っていますので、引

はなくて、これを該当させることによって、

き続き検討させてもらいたいというふうに思

よりそういったことに少し改修をしようだと

います。

かということにつながるのかなという思いも

以上でございます。

含めて、何せ限度が１５０万円ですから、そ

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

んな大きな工事ということにはならないとい

○１番（熊澤芳潔君）

はい。

うふうに思いますので、それで加えたという

○議長（吉田敏男君）

他に、総務費、質疑

ことであります。

はございませんか。

それで、今、議員御質問の農業者の関係で

１２番。

ありますけれども、実は、農業者のことにつ

○１２番（井脇昌美君）

単純な本当に質疑

いては対象ということは考えておりません。

なのですけれども、６月１６日、これ、私ど

それはなぜかといいますと、畜舎ですとか

もの所管で財産管理の、節でいえば１５節の

何か、それこそ大きなことでありますから、

町有建物解体工事の中で説明受けて、受理し

これはそれぞれまたいろいろな交付金制度

て差し支えなければした後なのですけれど

等々がありますから、そちらのほうでいける

も、ちょっと漏れたのですけれども、旧、こ

のかな。それこそ、そこまで対処することで

れは上利別消防と、たしか、１,２５４万７,

あれば、ちょっと１５０万円ぐらいでは、本

０００円というのは、東和石田のもとのあの

当にちょこっとぐらいなのかなというふうに

住宅の跡だと思うのです。この金額は。

思いますから、それはそれで別な補助制度等

これ、内訳はどうなっています。もし差し

に乗っかってやることは可能だろうと。そん

支えなければちょっと参考にも、旧上利別消

な判断ですから、一応、農業、畜産関係につ

防と旧石田の工事の費用をちょっと明かして

いては対象とは考えておりませんので、御理

いただければと思います。

解いただきたいというふうに思います。

○議長（吉田敏男君）

以上でございます。

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

予算計上の解体

○議長（吉田敏男君）

１番。

費として積算いたしました金額といたしまし

○１番（熊澤芳潔君）

内容は何となくわか

ては、上利別消防会館で２００万円程度、旧

ります。

石田邸で８００万円程度ですね。その他、愛

ただ、畜舎を建てるとか、そういうことに

冠の所有住宅、樹芸樹木園地で２３０万円と

ついては対象外みたいな感じもしますけれど

いう予算計上の積算をいたしましたが、その

も、ただ、厩舎といえども、住宅といえども

後の細部の設計の際には、金額が若干変更に

改造というのですか、そういったことについ

なることがあると考えておりますので、御理

ては、同じ関連するのかなという気がいたし

解のほどをよろしくお願いいたします。

ますので、何百万円もかかるとかではなく

○議長（吉田敏男君）

て、そういった点については同じなのかなと

○１２番（井脇昌美君）

いう気がいたします。もう一度ちょっとお願

てからこの補正等が修正があるということで
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１２番。
また後日、決定し

すね、金額に対しては。
○議長（吉田敏男君）

ということでございますけれども、私も３年
総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君）

前でしたか。優秀な酪農家の方から出て、い

いいえ、１,２

ろいろ町の対応だとかいろいろなお話ござい

５４万７,０００円の中で、ただいま申し上

まして、当時、総務産業常任委員でございま

げました棟を建設工事として解体を行う部分

したから、そこでいろいろ対策をお話しして

については補正はございません。

いろいろやっていただいてございます。

補正はございません。万が一、大きく、言

今回、肉牛も出たということで非常に心配

葉悪いですけれども、足が出たとか、そう

してございます。足寄は多いということでご

いった場合については考えられますが、積算

ざいますので、そこら辺のことで、今回、検

で大きく出ない。この中で飲み込める分につ

査費につきましては半分補助ということでご

いては、総合建物間で融通しながら工事費と

ざいますけれども、今の現状を考えた場合に

して、それらの建物を解体していきたいと

は、それも補助も大切なのですけれども、現

思っておりますので、よろしくお願いいたし

状、消石灰散布だとか、いろいろな対策が打

ます。

たれているわけでございますけれども、実態

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

を見ますと、必ずしも消石灰もやはり１年間

他に、総務費、質疑はございませんか。

散布しなさいとか、基本的な内容につきまし

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ては、１回ですぐその成果はございます。

それでは、次にまい

ります。

そういったことも含めて、個人の責任とか
何とかいうのではなくて、この伝染病につき

２０ページから２２ページ、第３款民生
費、質疑はございませんか。

ましては、やはり早急たる、また徹底した対
策が必要なのかなということを考えますと、

７番。

消石灰あたりは、これは全員、無償で配布し

○７番（田利正文君）

過ぎてしまったけれ

て１年間きちんと散布できるような仕組みが

ども、まずいでしょうか。

必要ではないかというふうに考えますけれど

○議長（吉田敏男君）

も、そこら辺のことについてお聞きします。

ちょっと後にしてく

ださい。

○議長（吉田敏男君）

民生費、質疑はございませんか。

○町長（安久津勝彦君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ないようですので、

一口に伝染病といったら、とんでもないこ
とに聞こえますけれども、今、熊澤議員が

２２ページ、第４款衛生費、質疑はござい
ませんか。

言った肉牛のほうから出たというお話は、恐
らくヨーネ病の関係だというふうに思いま

（「なし」と呼ぶ者あり）

す。

それでは、次にまい

ります。

私も畜産を担当したことあるのですけれど
も、ヨーネ病というのは、もう乱暴な言い方

２２ページから２４ページ、第６款農林水
産業費、質疑はございませんか。

をすれば、これは牛、偶蹄類のあれなのです
けれども、牛の病気なのですけれども、法定

１番。
○１番（熊澤芳潔君）

お答えをいたしま

す。

次にまいります。

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

伝染病になっているのですけれども、これは
２２ページの節の１

もう牛の移動がどんどんされていますから、

９節なのですけれども、家畜伝染病予防対策

私はそんなに恐れる病気ではないというふう

補助金ということでございますけれども、今

に思っているのです。

回、伝染病につきましては、肉牛農家が出た

ただ、これ蔓延していいのかというと、そ
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うではありませんから、一刻も早く正常化を

組織で確認をして、病気出てから、さあどう

するというのが必要だということで、この間

しようということではなくて、そういう健康

いろいろ消毒をしたり、取り組みをしてい

診断みたいな。人間でいえば健康診断的なこ

る。

とで、実は昨年も提案をさせていただいて、

このヨーネ病に関しては、互助検査といい

昨年は肉牛、和牛を中心にそういう検査を

まして、定期的に検査をして、たまたま昨年

やっていきたいというお話をさせていただき

１月の一斉検査の時期に当たっていたという

ましたけれども、今回はそのヨーネ病検査の

ことで、少し新たに農場で何頭かの牛が検査

ときにあわせて少し血液を多めにとっていた

で引っかかったというのがあるのです。これ

だいて、それでほかの病気もそういう潜在し

はもう引っかかったら、当然淘汰をしていく

ているものがないのかどうなのかと。

ということになるわけでありますけれども、

そういう意味では、ほかの地域に先駆け

そこで議員が言っている石灰が入るだとか、

て、そんな取り組みをしたいということで、

そういうことでありますけれども、これは基

自防のほうでそんな議論になりましたもので

本的には、やはり経営者がしっかり普段から

すから、それで町としては２分の１の助成を

対策をしていかないと、これはそれこそヨー

しようということで予算計上をさせていただ

ネ病どころか、過去に隣町の本別で口蹄疫、

いたということでございます。

これはもうとんでもない話になりますから、

ですから、この家畜の伝染病の扱いという

これはもう牛個体ではなくて、もう農場の全

のは、言い方を含めて、捉え方を含めて、間

部淘汰しなければいけないということになり

違った捉え方をされると風評被害になってし

ますから、いつそういうことがあるかわかり

まいますから。例えば、足寄というのは、お

ませんし、それから、もっといえば、身近な

い、牛、伝染病蔓延しているのだよというよ

話でいきますと、例えば、サルモネラだとか

うなことがどこかでぽんと出てしまったら、

いろいろなことがあるわけですから、ことし

これ、とんでもない風評被害起きますから、

も、広尾で口蹄疫なんていう、選挙期間中に

この取り扱いは、私ども自防のほうでも慎重

そんな情報が来て、ええということで確認し

にやって、そういう意味では、ある意味、こ

たら、口蹄疫ではなくてサルモネラだったと

ういう助成をしながら先駆的な取り組みをし

いう、こんなこともあります。

て、そんな大変な事態にはならないように、

ですから、これはもう日常、普段はやはり
畜主の方々が、当然車の出入り道だとか、も

先手で先手で対応をしていきたいというふう
に思っています。

ちろん畜舎の出入口なんていうのはもう当然

それから、もう一つ、消毒の関係でいきま

消石灰、あるいは生石灰となるとなかなか難

すと、昨年、新たにそういうヨーネ病発生し

しいのですけれども、あるいはいろいろな消

たところを含めて、これはもう自防組織、農

毒液等々も含めて、踏み込み槽をつくってい

協の担当職員、あるいは町の担当職員、チー

くだとか、それは当然やってもらわなければ

ムを組んで牛舎の石灰消毒。

いけないことだというふうに思っています。

これは、最近、私担当したときには生石灰

今回、予算提案をしております予防対策事

で本当にやけどしながらやっていたのですけ

業というのは、たまたま先ほど言ったヨーネ

れども、今は本当に簡易にできる消毒機械も

病の検査をするときに、これは定期検査で、

あるということですから、自防としてそうい

これは義務づけられていますから、その血液

う機械も買いながら生産者の方々に貸し出し

を採材するのですよ。その血液を利用させて

をしながら、みずから消毒を普段からやりま

いただいて、足寄の牛、ほかの病気の抗体だ

しょうということで啓発をしているというこ

とかそんなのないかねという、これは自防の

とでございますので、御理解いただきたいと
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いうふうに思います。

てまいりますので御理解のほどよろしくお願

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○１番（熊澤芳潔君）

いいたします。
１番。

○議長（吉田敏男君）

内容はわかりまし

た。

他に、第６款農林水産業費、質疑はござい
ませんか。

当然、今町長が言うように非常に心配な。

（「なし」と呼ぶ者あり）

このことにつきましては、議論ということに

○議長（吉田敏男君）

ならないというふうに思いますけれども、た

ります。

だ、酪農家あたりから出ますと、これは牛乳
も出せないということでございますので、大
○町長（安久津勝彦君）

それでは、次にまい

２４ページから２６ページ、第７款商工
費、質疑はございませんか。

変心配な部分でございますので。

（「なし」と呼ぶ者あり）

牛乳出せるのです

○議長（吉田敏男君）

よ。間違ったこと言われると困っちゃうので
すよ。牛乳出せます。抗体を処分するだけで

次にまいります。

２６ページから２８ページ、第８款土木
費、質疑はございませんか。

すから。
○１番（熊澤芳潔君）

よろしいですね。

（「なし」と呼ぶ者あり）
失礼しました。

○議長（吉田敏男君）

それで、対策の中でもやはり町内ばかりとい

第９款消防費、質疑

はございませんか。

うことにならないので、これは管内全部とい

（「なし」と呼ぶ者あり）

うことになるのであろうけれども、そういっ

○議長（吉田敏男君）

た中で多いということはやはり心配な部分が

ら３０ページ、第１０款教育費、質疑はござ

あるので、石灰ぐらいはどうなのという質問

いませんか。

でございますので、ひとつよろしくお願いし
ます。
○議長（吉田敏男君）
すね。
○１番（熊澤芳潔君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

今のそれでいいので

次に、２８ページか

歳出総括ございませ

んか。
７番。

やっぱり徹底してい

○７番（田利正文君）

済みません、１７

ただきたいですよね。入り口だとか、石灰だ

ページの行政情報管理費のところで何点か伺

とか、そういうところにまけるような。

いたいと思います。

○議長（吉田敏男君）

そういう指導をして

くださいということですね。
○１番（熊澤芳潔君）

委託料でいろいろ上がっておりますが、ど
ういうところに委託するのか。

指導的な部分もあり

それから、多分、マイナンバー制度のこと

ますし、できれば１年中、散布できるような

だろうというふうに思うのですけれども、広

対策をとっていただければありがたいなとい

報の６月号、１８ページにマイナンバーによ

うことで。

る情報連携で、よりよい暮らしへというふう

○議長（吉田敏男君）

経済課長、何かあり

ますか。

報不足ではないかという思いがありますの

答弁、経済課長。
○経済課長（村田善映君）

に書いてあります。これだけだとちょっと情
で、その辺も含めてちょっと補足説明をお願

今、熊澤議員が

いしたいと思います。

おっしゃっているように、足寄町も今言った

○議長（吉田敏男君）

ように、農協の担当者を含めて自防のほうの

○総務課長（大野雅司君）

協議会で石灰等を購入して、各生産者のほう

からでございますけれども、自治会各戸回覧

に配布できるような体制含めて、今後、努め

を予定しておりまして、近々国のほうでつく
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答弁、総務課長。
まず、広報の件

りました冊子を自治会回覧する予定でおりま

れについて協議しているということはござい

す。

ません。

続きまして、改修の先でございますけれど

以上です。

も、公共機関等が合同で設立いたしましたシ

○議長（吉田敏男君）

７番。

ステム会社がございまして、そちらのほうに

○７番（田利正文君）

２点目のところで、

委託する予定でおります。

国勢調査とのだぶるということについての答

札幌のそういったシステム会社でございま

弁が漏れたのではないかという気がしますけ

すので、よろしくお願いいたします。

れども。

○議長（吉田敏男君）

７番。

○議長（吉田敏男君）

○７番（田利正文君）

このことに関して、

○総務課長（大野雅司君）

三つほどちょっとお聞きしたいのですけれど

総務課長、答弁。
申しわけござい

ません。

も、大きく見てですけれども、これを取り組

現在のところ、１０月から番号の付番が開

むに当たっての職員に対する周知状況ですと

始されまして、カードが１日から発行可能と

か、あるいは庁舎内での取り組み、体制です

いうことで、１０月１日基準日の国勢調査と

とか。

いうことでございますので、今のところの説

それから、二つ目とすれば、１５年度の新
たな事務量ですか。それに見合う人員の配置

明では、その番号を国勢調査にどう使ってい
こうかという説明はまだございません。

ですとか、あるいは個人番号の付番に伴う執

それで、今、いわれております分野としま

行体制。あるいは、国勢調査もだぶりますよ

しては、統計の分野につきましては、まだ国

ね。その辺との関係で大丈夫なのかというの

のほうでもパンフレットのほうには載せてお

があるのと。

りません。

それから、３番目は、労働組合との協議が

以上でございます。

行われているのか。中身は、その予算、人員

○議長（吉田敏男君）

にかかわること、あるいは業務委託にかかわ

いませんか。

ること、あるいは全体のスケジュールにかか

他に、歳出総括ござ

（「なし」と呼ぶ者あり）

わることについて、労働組合との協議は進ん

○議長（吉田敏男君）

でいるのかという、大きく分けて三つについ

ださい。

８ページにお戻りく

てちょっとお聞きしたいと思いますけれど

歳入に入ります。

も。

８ページから１３ページ。歳入一括で行い

○議長（吉田敏男君）

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）

まず、町内の推

ます。
質疑はございませんか。

進体制でございますが、総務課の情報管理担

（「なし」と呼ぶ者あり）

当が担当してございますが、必要に応じて住

○議長（吉田敏男君）

民課、福祉課等々と打ち合わせ、会議を行っ

んか。

て進めてきております。全体での会議として
は、今は担当レベルの会議だけです。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

職員に対する、そうしましたら、周知とい
たしましては、それは先ほど申しました国の
冊子です。それを配るということでございま

歳入総括ございませ

４ページにお戻りく

ださい。
第２表地方債補正、追加１件、変更１件。
質疑はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

労働組合との兼ね合いでございますけれど
も、現在のところ、それが交渉事項としてそ

○議長（吉田敏男君）
ざいませんか。
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全体に対する総括ご

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ならない影響が考えられます。

これで、質疑を終わ

ります。

アメリカでは、社会保障番号を利用したな
りすまし被害が２００６年から２００８年で

これから討論を行います。

１,１６９万４,０００人、被害額は年間５０

討論はございませんか。

０億ドル。住民登録番号制度がある韓国で

７番。

は、２００８年度から４年間で約１億２,０

○７番（田利正文君）

１７ページの総務

費、１５項目の行政情報管理費についてかか
わって、マイナンバー制度に係る私の見解を
述べて反対討論をしたいと思います。

００万人分の情報が流出し、なりすまし被害
が多発していると報道されています。
中小企業や自営業者には多大な負担になる
こと、問題点がたくさんあることを指摘し、

今回のマイナンバー制度は、番号制度の最

反対討論としたいと思います。

も重要な基盤である個人番号の付番、そして

○議長（吉田敏男君）

通知、番号カードの公布が自治体の法定受託

いませんか。

事務とされたことで、足寄町には多くの義務

他に、反対討論ござ

（「なし」と呼ぶ者あり）

が課せられることになったというふうに思い

○議長（吉田敏男君）

ます。

します。ございませんか。

住基ネットのときの自治事務とは違い、町

次に、賛成討論を許

（「なし」と呼ぶ者あり）

長が仮に憲法違反だ、あるいは住基ネット最

○議長（吉田敏男君）

高裁判決の判決に違反すると考えたとして、

と認めます。

それでは、討論なし

今回のマイナンバー制度には参加しないと

これで討論を終わります。

か、あるいは当町としては協力できないなど

これから、議案第６９号平成２７年度足寄

というわけにはいかないということも重々承

町一般会計補正予算（第２号）の件を採決を

知の上で、しかし、誰かが言わなければなら

します。

ないと考えての発言だということを、まず最

この表決は、起立によって行います。

初に申し上げておきたいというふうに思いま

本件は、原案のとおり決定することに賛成

す。今回の１２５万件もの年金情報の流出、

の方は起立願います。

昨年ベネッセの２,０００万件を超える情報

（賛成者起立）

の流出など、マイナンバー制度の危険性が明

○議長（吉田敏男君）

らかになったというふうに思います。

であります。

しかし、政府は、こうした危険性を顧みる
ことなく、実施前から銀行預金へのひもづ

７番以外の方は起立

反対者は７番だけということでございま
す。

け、健康保険証との兼用、キャッシュカード

したがいまして、議案第６９号平成２７年

やクレジットカードなどと一体にすることな

度足寄町一般会計補正予算（第２号）の件

ど、範囲拡大を急いでおり、慎重にという考

は、原案のとおり可決されました。

えはいささかも見受けられません。原発のと

３３ページをお開きください。

きと同じように、無責任な推進行動だといわ

これから、議案第７０号平成２７年度足寄

なければならないというように私は思ってお

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

ります。

号）の件の質疑を行います。

行政事務の効率化と国民の利便性の向上に
つながると強調していますが、民間と自治体

３８ページ、歳入歳出一括で行います。
質疑はございませんか。

の情報を結合したデータが流出するようなこ
とが起きれば、年金データの流出とは比較に

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

― 20―

総括ございません

か。

これから、議案第７１号平成２７年度足寄
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件

これで質疑を終わり

ます。

を採決をします。
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）

（賛成者起立）

討論なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

７番以外の方は起立

でございます。

これで討論を終わります。

したがって、議案第７１号平成２７年度足

これから、議案第７０号平成２７年度足寄
町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１
号）の件を採決をします。

件は、原案のとおり可決されました。
５１ページをお開きください。

この表決は、起立によって行います。

これから、議案第７２号平成２７年度足寄

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。

町介護サービス事業特別会計補正予算（第１
号）の件の質疑を行います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

寄町介護保険特別会計補正予算（第１号）の

５６ページ、歳入歳出一括で行います。

７番以外の方は起立

質疑はございませんか。

です。

（「なし」と呼ぶ者あり）

したがって、議案第７０号平成２７年度足
寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

○議長（吉田敏男君）
か。

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）

４１ページをお開きください。

これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第７１号平成２７年度足寄
町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件

これから討論を行います。
討論はございませんか。

の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

４６ページから４９ページ、歳入歳出一括
で行います。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

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）

総括ございません

これから、議案第７２号平成２７年度足寄

総括ございません

か。

町介護サービス事業特別会計補正予算（第１
号）の件を採決をします。

（「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。

（賛成者起立）

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）

したがって、議案第７２号平成２７年度足

討論なしと認めま

す。
これで討論を終わります。

全員の起立です。

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
１号）の件は、原案のとおり可決されまし
た。
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５９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７３号平成２７年度足寄
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。

○議長（吉田敏男君）
す。
総括ございませんか。

６４ページ、歳入歳出一括で行います。
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）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

これで質疑を終わり

ます。

総括ございません

か。

これから討論を行います。
討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これで質疑を終わり

ます。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

これから討論を行います。

これで討論を終わります。

討論はございませんか。

これから、議案第７４号平成２７年度足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

町上水道事業会計補正予算（第１号）の件を

討論なしと認めま

す。

採決をします。
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７３号平成２７年度足寄

の方は起立願います。

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１
号）の件を採決をします。

○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

全員の起立です。

したがって、議案第７４号平成２７年度足

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。

寄町上水道事業会計補正予算（第１号）の件
は、原案のとおり可決されました。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

ここで、暫時休憩をいたします。

７番以外の方は起立

です。

休憩中に、議会運営委員会の開催をお願い
をいたします。

したがって、議案第７３号平成２７年度足
寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

ここで、昼食を挟みますので、１時再開と
いうふうにいたします。

号）の件は、原案のとおり可決されました。
６７ページをお開きください。
これから、議案第７４号平成２７年度足寄
町上水道事業会計補正予算（第１号）の件の

午前１１時５２分

休憩

午後

再開

○議長（吉田敏男君）

１時００分

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

質疑を行います。
７２ページ、収益的収入及び支出一括で行
います。

◎

議会運営委員会報告延会

○議長（吉田敏男君）

質疑はございませんか。

長から、会議の結果の報告を願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

議会運営委員会委員長

質疑なしと認めま

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

た

す。

だいま開催されました、議会運営委員会の協

７４ページ、資本的支出、質疑はございませ

議の結果を報告します。

んか。

これより、本日の日程に追加し、議案第７
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５号を即決で審議いたします。

契約の目的は、除雪ドーザ（雪寒機械）購

次に、議員派遣の件と、総務産業常任委員
会・文教厚生常任委員会からの所管事務調査
期限の延期について、広報広聴常任委員会・
議会運営委員会からの閉会中継続調査申出書
について審議いたします。

入でございます。
契約の方法につきましては、指名競走入札
による契約でございます。
契約の金額は１,７７７万６,８００円でご
ざいます。

以上で、本定例会における議案等の審議

契約の相手方は、帯広市西２２条北１丁目

は、本日をもって全て終了する予定でありま

２番地２８号、北海道川重建機株式会社帯広

す。

支店、支店長大平好則氏でございます。

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、委員長の

報告を終わります。

納入期日につきましては、平成２８年２月
２９日でございます。
２ページに外観図をつけさせていただいて

お諮りをいたします。

おりますので、御参照をお願いいたします。

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

以上で、提案理由の説明とさせていただき

り、追加議案を別紙、追加議事日程のとおり

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

に日程に追加し審議することにしたいと思い

上げます。

ます。

○議長（吉田敏男君）

これに御異議ございませんか。

理由の説明を終わります。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

これから質疑を行います。

異議なしと認めま

質疑はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）

したがって、追加議事日程のとおり日程に
追加し、審議することに決定をいたしまし
た。

○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。

◎

議案第７５号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１

討論はございませんか。
議案

（「なし」と呼ぶ者あり）

第７５号除雪ドーザ（雪寒機械）購入売買契

○議長（吉田敏男君）

約についての件を議題といたします。

す。

討論なしと認めま

本件について提案理由の説明を求めます。

これで討論を終わります。

総務課長

これから、議案第７５号除雪ドーザ（雪寒

大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

ただいま議題と

なりました議案第７５号除雪ドーザ（雪寒機

機械）購入売買契約についての件を採決をし
ます。

械）購入売買契約について、提案理由の御説

この表決は、起立によって行います。

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

平成２７年６月１１日、足寄町財務規則に

の方は起立願います。

基づき指名競争入札に付した除雪ドーザ（雪
寒機械）購入について、下記のとおり売買契

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

約を締結するため、議会の議決に付すべき契

したがって、議案第７５号除雪ドーザ（雪

約及び財産の取得または処分に関する条例第

寒機械）購入売買契約についての件は、原案

３条の規定により、議会の議決をお願いする

のとおり可決されました。

ものでございます。

ここで、暫時休憩をいたします。
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午後

１時０６分

休憩

午後

１時０９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。

日程第３

所管事務調査期限の延期につい

て、この案件につきましては、削除をいたし
たいと存じます。
そして、次の日程第４

閉会中の継続調査

申し出の件を日程第３に繰り上げるというこ
◎

議員派遣

○議長（吉田敏男君）

追加日程第２

とで御了解をいただきたいと思いますが、よ
議員

ろしいでしょうか。

派遣の件を議題といたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

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

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

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）

◎

異議ないものと認め

ます。

閉会中の継続調査申出書

○議長（吉田敏男君）

追加日程第３

閉会

中の継続調査申出書の件を議題といたしま

したがって、議員派遣の件は、原案のとお

す。

り決定をいたしました。

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

◎

閉会中の継続調査申出書

○議長（吉田敏男君）

追加日程第４

の委員長から、条例第１３６条の規定によっ
閉会

中の継続調査申出書の件を議題といたしま
す。

て、お手元に配付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。

総務産業常任委員会、文教厚生常任委員会
及び広報広聴常任委員会及び議会運営委員会

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。

の委員長から、条例第１３６条の規定によっ

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

て、お手元に配付いたしましたとおり閉会中

○議長（吉田敏男君）

の継続調査の申し出がありました。

す。

お諮りをいたします。

異議なしと認めま

したがって、委員長の申し出のとおり、閉

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。

会中の継続調査にすることに決定をいたしま
した。

１０番。
○１０（星

孝道君）

今の件は、これでよ

ろしいと思うのですが、先ほどの議事日程の
ところには、継続審査と期限の延期について
ということで説明されておりますので、訂正

◎

○議長（吉田敏男君）

お諮りします。

本定例会の会議に付された事件は全て終了
をいたしました。

が必要かと思います。
○議長（吉田敏男君）

閉会宣言

したがって、総合条例第２８条の規定に
暫時休憩をいたしま

す。

よって、本日で閉会したいと思います。
これに御異議ございませんか。

午後

１時１１分

休憩

午後

１時１５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。
大変失礼をいたしました。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

す。
したがって、本定例会は本日で閉会するこ
とに決定をいたしました。
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これで、本日の会議を閉じます。
平成２７年第２回足寄町議会定例会を閉会
をいたします。
午後

１時１９分

閉会
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