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◎議事日程
日程第

１

一般質問＜Ｐ４～Ｐ１６＞

日程第

２

議案第９４号

平成２７年度足寄町一般会計補正予算（第６号）＜Ｐ１７
～Ｐ２７＞

日程第

３

議案第９５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２号）＜Ｐ１７～Ｐ２７＞

日程第

４

議案第９６号

平成２７年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）
＜Ｐ１７～Ｐ２７＞

日程第

５

議案第９７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
２号）＜Ｐ１７～Ｐ２７＞

追加日程第

１

行政報告＜Ｐ２７～Ｐ２９＞

追加日程第

２

報告第１８号

平成２６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＜Ｐ２９～Ｐ３１＞

追加日程第

３

議案第１００号

（仮称）放課後児童拠点施設建築（建築主体）公示請負契
約について＜Ｐ３１～Ｐ３４＞

追加日程第

４

議案第１０１号

足寄町第６次総合計画基本構想及び基本計画（平成２７年
度～平成３６年度）について＜Ｐ３４～Ｐ３６＞

追加日程第

５

議案第１０２号

平成２７年度足寄町一般会計補正予算（第７号）＜Ｐ３６
＞

追加日程第

６

議案第９８号

平成２６年度足寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算
認定について＜Ｐ３６～Ｐ３８＞

追加日程第

７

議案第９９号

平成２６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＜Ｐ３６～Ｐ３８＞

追加日程第

８

議案第１０３号

平成２６年度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について＜
Ｐ３６～Ｐ３８＞

追加日程第

９

議案第１０４号

平成２６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＜Ｐ３６～Ｐ３８＞

追加日程第１０

議案第１０５号

平成２６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＜Ｐ３６～Ｐ３８＞

追加日程第１１

議案第１０６号

平成２６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＜Ｐ３６～Ｐ３８＞

追加日程第１２

議案第１０７号

平成２６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＜Ｐ３６～Ｐ３８＞

追加日程第１３

議案第１０８号

平成２６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＜Ｐ３６～Ｐ３
８＞

追加日程第１４

議案第１０９号

平成２６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＜Ｐ３６～Ｐ３８＞

追加日程第１５

議案第１１０号

平成２６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＜Ｐ３６～Ｐ３８＞

追加日程第１６

意見書案第５号

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を
求める意見書＜Ｐ３８～Ｐ３９＞
― 2―

追加日程第１７

意見書案第６号

所得税法第５６条の廃止を求める意見書＜Ｐ３９＞

追加日程第１８

議員派遣の件＜Ｐ３９＞

追加日程第１９

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）＜Ｐ３９～Ｐ４０＞
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午前１０時００分

開会

のように学校給食に取り入れ、また、地産地
消に結びつけ消費拡大を図るのか。

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

町内に安定的な市場ができれば、生産者も

おはようございま

す。

安心して農産物を生産することができると考
えます。

全員の出席でございます。

また、消費者も足寄町で生産した地元産を

これから、本日の会議を開きます。

安心して食べることができる最大の消費者に

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

なると考えています。

です。

以上のことから、幾つかの質問をいたしま
す。
◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

１、足寄町の食育について、現在どのよう

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

な取り組みをして、今後どのような取り組み
を行うのか。

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

２、学校給食における地産地消について、
昨

日、開催されました第３回定例会に伴う議会

現在の地元食材の使用率と今後の取り組みに
ついて。

運営委員会の協議の結果を報告します。

３、足寄町の医療・介護施設における地産

本日は、昨日に引き続き一般質問を行いま
す。

地消について、現在の地元食材の使用率と今
後の取り組みについて。

次に、議案第９４号から議案第９７号まで
の補正予算の提案説明を受けた後、即決で審

４、足寄町の農産品を足寄でどのように消
費拡大させるのか。

議いたします。

５、足寄町として、食育推進基本計画と６

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

次産業化、地産消費法に基づいた総合的な推
進計画を策定する予定は。

委員会委員長の報告を終わります。

以上、足寄町の食育、地産地消について町
長の御所見をお伺いいたします。

◎

一般質問

○議長（吉田敏男君）

日程第１

○議長（吉田敏男君）
昨日に引

き続き、一般質問を行います。
１１番

長、答弁。
○教育委員会委員長（星崎隆雄君）

髙橋秀樹君。

○１１番（髙橋秀樹君）

最初に、教育委員
教育委

員会から髙橋秀樹議員の足寄町の食育、地産
議長のお許しをい

ただきましたので、一般質問通告書に基づき

地消をどのように進めるかの御質問につい
て、お答えをいたします。

足寄町の食育、地産地消をどう進めるかにつ
いて一般質問をさせていただきます。

１点目の足寄町の食育について現在どのよ
うな取り組みをして、今後どのような取り組

足寄町は、食育推進基本法計画、６次産業

みを行うのかについてですが、小中学校で

化、地産地消法に基づき、今後、足寄町はど

は、食に関する指導目標を定め、年間計画を

のような食育を行い、また、地産地消を目指

策定し、給食時間や学級活動、学級行事、ク

すのか。

ラブ活動を通して食事の重要性、心身の健

我が町は、農業の特産物、農業製品ブラン
ドが数多く輩出されるようになりました。

康、感謝の心、社会性、食文化の指導を行う
とともに、栄養教諭が各学校を訪問し、食育

ラワンブキ、放牧牛乳、短角牛、綿羊、肉

指導を行っております。

牛、イチゴ、トウキビほか多くの生産物をど
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今後についても、教育基本法や食育基本計

画に基づく取り組みを継続してまいります。

にあります。

２点目の学校給食における地産地消につい

今後、地元食材の利用促進を図るため、こ

て、現在の地元食材の使用率と今後の取り組

れらに対応し得る受け皿の可能性について検

みについてですが、主に地元野菜を利用して

討するとともに、医療・介護施設における安

おり、平成２６年度実績ではジャガイモ３

心、安全な食事の提供に努めてまいります。

１.７％、タマネギで６８.６％、ニンジンで

４点目について、本町の主な農産物である

２８.９％、ゴボウで５０.３％、キノコ類

てん菜や小麦、雑穀豆類、バレイショは、加

４.９％、豆類６.４％となっており、魅力あ

工原材料としてほとんどが系統出荷されてお

る献立を通し地場産食材の積極的な活用によ

りますが、野菜類やキノコ、イチゴなどにつ

るふるさと給食やリクエスト給食を実施し、

いては地元産として一部町内の小売店で販売

安心安全な給食提供に努めております。

されております。

食材価格や流通期間などの要因により、通

また、消費拡大に向けた取り組みといたし

年利用ができない食材もありますが、今後も

ましては、毎年開催されております、あしょ

地産地消や地元食材の利用促進を進めてまい

ろふるさと花祭り、ＪＡあしょろの大収穫

りますので、御理解賜りますようお願い申し

祭、消費生活展などの各種イベント及びＡ

上げ、髙橋秀樹議員の一般質問に対する答弁

コープあしょろ、寄って美菜、道の駅あしょ

とさせていただきます。

ろ銀河ホール２１などの店舗において牛肉、

○議長（吉田敏男君）

次に、安久津町長、

答弁。
○町長（安久津勝彦君）

野菜、乳製品など地元の農産物の販売を行っ
ております。

引き続き、私のほ

うから答弁をさせていただきます。

今後において、地場産品を地元で消費する
体制を構築するため、規格外品や小量でも直

まず、３点目の足寄町の医療・介護施設に
おける地産地消についてですが、現在、国保

接販売などの流通体制について、生産者や足
寄町農業協同組合と検討してまいります。

病院、特別養護老人ホームにおける地元食材

５点目の食育推進基本計画と６次産業化、

の使用については、ラワンブキ、ワラビを足

地産地消法に基づいた総合的な推進計画の策

寄町農協山菜工場から、また、加工食品では

定の予定についてですが、平成１７年に制定

豆腐、コンニャクなどを細川食品からそれぞ

された食育基本法では、食育を生きる上での

れ直接購入しておりますが、その他の生鮮食

基本とし、知育、徳育、体育の基礎となるべ

品等につきましては町内小売店から購入をし

きものと位置づけしており、現在、経済課、

ております。

福祉課、教育委員会等関係部局において国の

町内小売店から納入される生鮮食品につい
ては、全て産地を明記することになっており

第２次食育推進基本計画のもとで連携した取
り組みを推進しております。

ますが、市場には足寄産の根菜類はほとんど

今後におきましても、家庭や教育現場等さ

出回っておらず、現在納入されている食材に

まざまな環境の中で食育の充実を図るため、

は地元産のものはないのが現状であります。

それぞれが連携し、町民の食からの健康づく

国保病院、特別養護老人ホームが発注する

りや子供の成長に応じた取り組みを推進する

生鮮食材は、厚生労働省からの指導により、

とともに、必要に応じて総合的な推進計画の

入退院、入退去等の状況を踏まえて、その日

策定について協議検討してまいりますので、

使い切る食材を毎日仕入れることとされてお

御理解を賜りますようお願い申し上げ、髙橋

り、小量で数量も変動する上に１年を通じて

秀樹議員の一般質問に対する答弁とさせてい

安定的な納入が求められることから、地元生

ただきます。

産農家等から直接仕入れることは難しい状況

○議長（吉田敏男君）
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再質問を許します。

１１番髙橋君。

画の中の児童活動として、学校のほうで学校

○１１番（髙橋秀樹君）

最初に、１点目の

農園を行いながら収穫祭を行って、食文化に

食育について足寄町はどういうふうに取り組

ついて学ぶ、また体験するということで取り

んでいるのかという質問からさせていただき

組まれている状況になっております。

ます。

以上でございます。

足寄町、結構いろいろ新聞報道、それから

○議長（吉田敏男君）

１１番髙橋君。

足寄だより等々でやられていることは、この

○１１番（髙橋秀樹君）

間、食育教室です。足寄町の学童保育所で食

ん、足寄町いろいろなことをやっています。

育会が１月１６日、８月１日に行っておりま

足寄高校においても行っています。これ

す。これは、まずどこが主催をしているの

は、野菜の必要性を学ぶ食育授業という形

か。教育委員会なのか、福祉課なのか、まず

で、これは福祉課が主催してやっているもの

お聞きいたします。

ですね。こういうふうに、足寄町、結構食育

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

まだ結構たくさ

に関していろいろなことをやっているように

お答えいたしま

思われます。

す。

私もボランティア活動さまざまさせていた

学童保育所での食育でございますけれど

だいている中で、中学校で餅つきをさせてい

も、こちらは所管している子どもセンターと

ただく機会をいただきまして、餅つきをやら

保護者の皆さん、そして私ども福祉課保健福

せていただいております。

祉室の管理栄養士等で行っております。

しかし、足寄町、こういう非常にいい食育

以上です。

教育をやっているのですが、これがどこが主

○議長（吉田敏男君）

１１番髙橋君。

○１１番（髙橋秀樹君）

催をしているのか、どこが主体的にやってい

今度は、新聞記事

るのか、そこの例えば、先生にお任せになっ

の中で。これもいいやつが非常にありまし

てしまったりだとか、そういう感じになって

た。

いることが見受けられると私は考えます。

螺湾小学校で田植えをして、それを収穫し

これを一元的に管理をしていくということ

て、これを食育としながら教育に結びつけて

が必要なのではないのかなというふうに考え

いくという授業を足寄町で行っています。

ますけれども、足寄町の考え方としてはどう

６月３日の新聞記事です。

いうような考えをお持ちかお聞かせを願いた

その中で、農業法人足寄ひだまりファーム

いと思います。

の沼田さんが愛別町の餅米を仕入れていただ

○議長（吉田敏男君）

いて、そこで収穫するのが９月の中旬ぐらい

ないかどうかということだよね、今の話は。

だという話を伺っております。

一元的に管理ができ

教育次長、答弁。

これは、足寄町が主催をしているのか、も

○教育次長（寺地

優君）

食育基本計画

しくは小学校で出されたことなのか。どこが

は、それぞれの分野に具体的な計画指針が国

主催をしてやっているのか、お伺いをいたし

のほうから示されておりまして、とりわけ教

ます。

育委員会では文部科学省のほうから学校にお

○議長（吉田敏男君）
○教育次長（寺地

答弁、教育次長。

優君）

ける食育の推進ということで具体的な計画が

ただいまの御質

問について、お答えいたします。

示されて、それに基づきまして学校のほう
で、先ほど御説明いたしましたが、食育基本

ただいまの螺湾小学校における学校農園の

計画を立てて授業だとか部活動、学級活動の

米の作付だと思いますが、これは螺湾小学校

中で具体的に、例えば、食べる姿勢だとか交

が定めております、食に関する指導の全体計

流だとか食事の大切さなんかを学ぶというこ
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とで教育委員会もそういうふうに取り組んで

た。

いるところでございますし、農林水産では農
林水産省のほうから具体的な中身について消

二つの課から答弁をいただきまして、あり
がとうございます。

費拡大だとか、さらには食文化との連携等々

私、何を言いたいかというと、こういうふ

でそれぞれの部署で取り組むということに

うに両課にまたいで同じ食に対して違う考え

なっておりまして、大本は国の食育基本法に

方というのか、方向性が微妙に違ったり、ス

基づく第２次食育推進計画でありますが、具

タンスが変わったりするということが、

体的な取り組みはそれぞれの部署ということ

ちょっとこの小さい町の中で本当にあってい

になっておりますので、御理解賜りますよう

いのかなと。

お願いいたします。
○議長（吉田敏男君）

やっぱり、足寄町として乳幼児期、それと
福祉課長、答弁。

○福祉課長（櫻井光雄君）

か学童時期だとか青年時期、壮年、中年、高

私ども福祉課に

齢者といういろいろな時期が踏まえている中

おいて進めている状況を報告させていただき

で食育というのは非常に重要な課題の一つな

ますけれども、福祉課では、食育とは食に関

のだと、そのように私は思っています。

する教育であり、元気や健康の源であるとの

それで、足寄町の中にたくさんのボラン

考えのもと、国の健康日本２１に基づきまし

ティア団体があるというふうに私は認識をし

て、足寄町健康づくり計画及び足寄町保守・

ております。その中で、帯広市が行っている

保健計画、健やか親子足寄２１を策定してお

のは、食育推進サポーターというシステムを

ります。

つくりまして、そこの中で帯広市と行政側と

この中で、妊婦個別栄養指導や健診データ

地域、学校だとかいろいろなニーズが、三者

に基づく特定健診受診者への保健指導等によ

がこういうふうに連携をとれるような形をつ

る食生活の改善など、食からの健康づくりに

くっているというサポーターというかコー

ついて取り組みを推進しております。

ディネーターのような形をとっているという

また、先ほど、学童保育所の説明をさせて

町もございます。

いただきましたけれども、僻地保育所を含め

このことに関して、足寄町はどのように考

て、食育教育を進めておりまして、教育委員

えているのか、少しお伺いをしたいと思いま

会やそれぞれの学校の栄養教諭との連携のも

す。

と調理実習や食育講話、こういったものを開

○議長（吉田敏男君）

催しております。

るかないか。

足寄高等学校においては、高校３年生を対

そういった考えがあ

副町長、答弁。

象といたしまして、食育講話の時間を、高校

○副町長（渡辺俊一君）

今、帯広の例も出

とも協議をさせていただいて、授業の一環と

されておりますけれども、先ほども教育委員

して取り組んでおります。

か、それから福祉課から申し上げましたけれ

乳幼児から発達段階に応じた豊かな食の体

ども、町といたしましては国の第２次食育推

験の積み重ねにより、生涯を健康で生き生き

進基本計画、そういったものをもとに、それ

と過ごす、基本としての食を育む力の醸成に

に沿ってそれぞれの担当分野でそれぞれ国の

努めているところでございますので、御理解

示している基本計画に基づいて食育を進めて

をいただきたいなというふうに思っていま

いるということでございます。

す。

そういった意味で、現状ではそれを一元化

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○１１番（髙橋秀樹君）

してだとかというようなことは考えていない
１１番髙橋君。

というところでございます。

非常にわかりまし
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以上でございます。

○議長（吉田敏男君）

１１番髙橋君。

○１１番（髙橋秀樹君）

用しているということでございますので、御

総合的には余り考

えていらっしゃらないと。

理解をお願いしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

食育の推進基本計画ですね。そこにのっと

１１番髙橋君。

○１１番（髙橋秀樹君）

私もいろいろイン

りながら考えを進めていくという考え方でよ

ターネットで調べた中で、平成２０年度の実

ろしいということですね。

をいうとデータがあるので、一応ここで御紹

私は、こういうことを、帯広のこれ一つの

介をさせていただきたいと思います。

例なのですけれども、こういうことをしっか

ちょっと平成２０年と古いのですけれど

りやることで、足寄町が逆にまとまりが出て

も、地元産が１５.２％、それから近隣産が

くるのかなというふうに思っている部分があ

５.１％、それからほか道内産が５７.５％、

りますので、このような質問をさせていただ

計道内産が７７.８％で道外産が２２.２％に

きました。

なっているというように数字のほうが出てお

続きまして、地産地消について。学校給食

ります。

のほうについて、まず質問を出させていただ
きます。

この数字、私、ぱっと見た瞬間ですよ。随
分、地元産使われている量が少ないなと思っ

先ほど、御答弁いただきました。ごめんな
さい。文章が私ちょっとへたなので。

たのです。ですけれども、ほかの近隣の市町
村を見ると、足寄町は案外１５％ぐらいです

私が欲しかったデータは、地元産を何％

と地元産を使用しているというふうになって

使っているのか、それから道内産、大体どの

いるように数字的には見えます。これ、いろ

くらい、何％ぐらい使っているのか、道外産

いろ私も調べさせていただきました。これ、

はどのぐらい使っているのかという、実をい

足寄町だけではないのでしょうけれども、ふ

うと質問を投げかけたかったのですが、そこ

るさと給食を１１月に行っていますね。

ら辺について教育委員会のほうかな。数字の

こういう形で、足寄町のものをしっかりと

ほうを捉えているかどうか、まずお伺いをい

使っていくという姿勢というか形が見えてい

たします。

るのかなというふうに思います。

○議長（吉田敏男君）
○教育次長（寺地

答弁、教育次長。

優君）

このふるさと給食で。僕、ほとんど全部１

今回は地元産と

月から１２月まで。今、すごいですね。ホー

いうことで数字を調べさせていただきました

ムページに全部、その日の食事が全部載って

ので、全体的な部分はまだ調べ直さなければ

いると。これすばらしいなと思いながら見さ

ちょっとわからない部分もあるかと思います

せてもらいました。

が、基本的には給食センターにつきましては

その中で、もっと肉だとかそういうものを

国産と道内産と、さらに地産、地元産という

使えることはできないのかなというふうに思

ことで中心に使っておりまして、全体的な中

いながら見ていたのですけれども、このふる

ではやっぱり道内産が多いのかなというふう

さと給食について、どういう基準で行ってい

に思っています。

るのか、まずお聞きをいたしたいと思いま

ただ、教育委員長の答弁にありましたとお

す。

り、主に野菜ということで、地元生産農家と

○議長（吉田敏男君）

売買契約を結びまして直接仕入れているとい

○教育次長（寺地

うことでございますので、野菜についてはそ

つきましては、１１月ということでふるさと

れぞれの端境期等も含めてあって、年がら年

給食月間を定めまして、主に足寄産で生産さ

中、通年で購入することは困難であります

れるジャガイモと野菜を中心にはなっており

が、収穫時期から中心に地元産を積極的に利

ますが、集中的に使うと。中には、地元産の
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教育次長、答弁。

優君）

ふるさと給食に

小麦を使ったパンの製造も含めてお願いをし

○町長（安久津勝彦君）

ているということで、通常の月よりは多く地

えをさせていただきます。

元産を使うということでございます。そうい
う形で進めています。

私のほうからお答

今、学校給食の無料化のお話もありまし
た。

ただ、食材価格というのがありまして、生

原則は、給食料でまかなえというのが原則

鮮加工品になりますとなかなか価格的に折り

でありますので、この間、無料化の前につい

合わないということもあって、議員御指摘の

ても、若干ですが町からも助成をして負担軽

肉等について、さらには乳製品についてはな

減ということを図ってきましたけれども、こ

かなか使いづらいという状況がありますの

こにはやはりおのずと基本的な考え方もある

で、御理解賜りたいと思います。

ということもあっていろいろあったわけであ

○議長（吉田敏男君）

りますけれども、しかし、そこを乗り越えて

１１番髙橋君。

○１１番（髙橋秀樹君）

今、価格的に非常

無償化。ただ、これも基本的に条例上はもう

に使いづらいのだというお話がありました。

有料なのです。ただ、そこを実質無償になる

私は、給食というのは非常に重要な食文化

ような形で仕組みづくりをしてやっていると

の一つだというふうに考えております。

いうことであります。

なぜかというと、ある一例をちょっとお話
をさせていただきます。

ですから、そことの兼ね合いもあるのです
が、今の議員が言われたこと含めて、今、私

帯広と言ってしまっていいのかな。カレー

の中でちょっと考えているのは、これまだ教

ライス屋さんがありまして、そこのカレーラ

育委員会と具体的な話にはなっていません。

イスが実をいうと給食で使われていたと。そ

一つの例として、この間、毎年行っていま

れがずっとその町の食文化に変わっているの

す、総合計画絡みも含めてあるのですが、地

だというふうになっているというのが一つの

域の懇談会の中で、芽登地区の中でここ２年

事例として出ています。

ぐらいですか。言われているのは、酪農家の

足寄町の食文化を大切にしていく上で、食

生産者の方から自分たちが生産した牛乳を地

育教育、必要だと私も考えています。その中

元の子供たちに飲ませられないのかと、こう

で、やはり給食というのは一つの大きな子供

いう御意見をいただきまして。

に対するアピールになっていくと。将来的に

私もちょっと勉強不足ということもあっ

子供がやっぱり給食おいしかったな、この食

て、それはやっぱり今の牛乳の供給体制も含

なのだよなと、どこかで頭の記憶に残ってい

めて、これなかなか規制があってなかなか難

くというのが食育であったり、地元のもので

しいという答弁をずっとしてきたのですが、

あったり。そういう地元のものをいかに使っ

昨年ですか、一昨年ですか。陸別町が、町で

ていくかということが大切なのだと、私は考

一定の整備をしながら地元の牛乳を限定的に

えています。

生産をしているという、こういう情報も得ま

それにおいて、足寄町は給食に関して無料

したから、担当のほうに指示を出して、どう

化という形で進めています。しかし、しっか

いう仕組みでどんなことでできたのか、

りとそういう地元産を使う。金額的に問題だ

ちょっと陸別町のほうに行ってちょっと勉強

というのであれば、足寄町として助成をした

をしてこいと。できれば、学校給食だけでも

中で給食センターに使っていただくという方

そういう形がとれないのかどうなのかという

法もあるのではないのかなというふうに思い

ことで、今ちょっと検討をしている段階であ

ますが、そういうことはできるのかできない

ります。

のかをお伺いいたします。
○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

先日も、例の農協改革の中で、これは規制
緩和の一環だというふうに思いますけれど
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も、そういった部分で一定量に限定すれば可

たのだと。それがきっかけです。

能になっているという、そういう規制緩和も

その中で、本当に放牧牛を足寄町の給食に

できているということの情報もありますか

出すことができないのかと。まさしく、町長

ら、そういったことも含めて、議員が言われ

がおっしゃるとおり、陸別町が低温殺菌の牛

ている地元の食材、科学的な問題含めて、ま

乳を生産するということをやり始めました。

た実質無料化に向けていっているということ

やはり結構お金かかるのです。５,０００

もありますから。これは、当然、献立をつく

万円とかいう形でお金がかかる。施設、これ

る栄養士、栄養教諭との協議も当然必要に

本当にどのぐらいかかったかちょっとわから

なってくるというふうに思いますけれども。

ないのですけれども。年間の生産本数も４,

これらは、教育委員会も含めて、給食セン

０００本とか、記事なのでよくわからないで

ター含めて連携のもと、今後取り組みをさせ

すけれども、全然採算ベースにあうような、

ていただきたいなと、検討をさせていただき

そのような形ではない。そういうことをあえ

たいなというふうに考えていますので、御理

てやっているのはなぜなのだろうなというこ

解をいただきたいというふうに思います。

とをちゃんと私たちが考えていかなければい

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○１１番（髙橋秀樹君）

けないのだと、そういうふうに考えておりま
１１番髙橋君。

す。

今、放牧乳のお話

がちょっと出ておりました。

僕は、その放牧の方に自分でやったらどう
だと言ったら、そんなことはできないと。そ

実をいうと、これ４番目に私、消費拡大と

うか、できないかと。そうしたら、これはも

いうところでちょっとそのねたをやらせてい

う暗礁だなと思っていたのですけれども、そ

ただこうかなと思ったところでありました。

の陸別のを見た瞬間に、これもしかしたら足

今、町長からお話も出ましたので、ちょっ

寄町でも何とか具体的にいける方法はないの

と私のほうからもお話をさせていただきたい

かなと。もしくは、それをできないというふ

と思います。

うにはなからいってしまうのではなくて、そ

町長のほうも、多分、懇談会等でそういう

の彼に対してどういう助成ができるのだとい

お話が出てきたのだろうというふうに思って

うことを、私たちがかみ砕いて彼に教えてあ

います。私たち議員の懇談会の中でもそうい

げるということができないのかなというふう

うお話をいただきました。先日、たまたま私

に考えたのです。これをやることによって、

ちょうどお話をする機会をいただきましてお

彼らの収入が上がれば足寄町の税収も上がっ

話をさせていただいた中で、僕は基本的には

てくるのだと、そういうふうに考えていま

無理ですよと言ってしまったのです。

す。

なぜ無理なのかというと、やはり町にそう

足寄町、放牧酪農がもっと盛んになってい

いうことを願っても町が管理できるわけがな

くのかなと。これ、基本的には放牧酪農がど

いし、なおかつ、町でそういう施設をつくる

んどん盛んになればいいという。大量生産し

ということはできないのではないかというふ

なければいけないというのも一つ、小さく

うに、私が議員という立場なのかな。個人的

やっていくのも一つといういろいろな両論が

な立場で言わせていただきました。後になっ

僕はあると思っていますけれども。そんな中

て、家に帰ってから、いや、待てよと。町民

で、足寄町の放牧酪農に関して牛乳を低温殺

の声を伝えていくのが、私たち議員の責務な

菌して出すのではなくて、大量生産した中の

のではないのかなというふうにちょっと心が

やつを足寄町が大規模な会社に持っていって

痛みまして。実をいうと、それで今回の食育

それを殺菌してもらうのではなくて、足寄町

という一般質問をさせていただくことになっ

として足寄町の生産した牛乳を使うというこ
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とで足寄町が施設をつくるということであれ

含めて、では本当に学校給食だけに提供する

ば、ひょっとしたら可能なのではないのかな

のだというそういうことになるのだとすれ

と。

ば、では地元でなくても陸別町さんに製造委

安定的に、逆にいったら、給食にも出して

託をする方法もあるよねだとか、そんなこと

いけるのではないのかなという考えを持ちま

を組合長とも若干、雑談の中でそんな話もし

して、ちょっと町長がおっしゃっていたの

ているということだけ報告しておきたいとい

で、その話をさせていただきました。足寄町

うふうに思います。

として、そういう助成等々が本来できるのか

以上でございます。

どうかをまずちょっとお伺いをしたいと思い

○議長（吉田敏男君）

ます。

○１１番（髙橋秀樹君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

１１番髙橋君。
非常に推し進めて

いっていただきたい内容だと思います。

助成関係について

ちょっと私の構想を。一般質問のシナリオ

は、当然そういった部分、もちろん精査は必

がどんどん崩れていっているのですけれど

要でありますけれども、それは可能だという

も、ちょっと済みません。それは御勘弁をお

ふうに思っています。

願い申し上げ、進めさせていただきたいと思

私、ちょっと言ったのは、まだ本当に私の

います。

構想段階でして、担当のほうとちょっと話し

やはり、まず学校給食に関しては、取り組

している段階で、この場で言うことがいいの

みとしては非常にありがたいと、一生懸命、

かどうなのかってまだ時期尚早かなとは思っ

栄養士さんの方、頑張っていらっしゃるな

ているのですが、御案内のとおり、地方創生

と、そのように思っております。ちょっと学

の関係もありますから、私の頭の中では学校

校給食に関して、ちょっとだけ僕、不思議な

給食から始めて、極端なことを言えば、それ

点があったのです。不思議な点というか、そ

誰がやるのか、町が直営でやるのかというそ

れをネットで見たときにちょっと不思議だな

ういう問題の整理も必要ですけれども、でき

とちょっと思ったのですけれども。

れば働く場所の確保にもつなげられないのか

昔、僕が小学校か中学校くらいのときです

な。当然、これは生産する量にもよりますけ

か。テレビのニュースで、都会の子はシャ

れども。

ケって描けといったら、シャケの切り身を描

そんなこともいろいろまだ本当にスタート

いたというのがニュースになって、都会の子

ラインといいますか、検討始まったばかりで

というのはすごいなと、そんな魚も見たこと

すけれども、可能性はいろいろな可能性ある

がないのだというふうに思いながら、僕見て

のだろうというふうに私は思っています。

いた記憶があるのです。いろいろネットで

これから、前向きに検討をしていきたいと

ばっと調べている中で、たまたま、本当にた

いうふうに思っていますので、きょうはその

またま、１個だけちょっと疑問に思ったこと

程度でひとつ御理解をいただきたいなと、こ

があったので、それをちょっとお聞きしたい

んなふうに思っています。

なと思うのですけれども。

正直言って、農協の組合長ともそういった

ミカンありますね。普通のミカン。ミカン

話もちょっとしたこともあるのです。だか

が給食に出ていたのです。ミカンというの

ら、一つの方法としては、例えば、設備費に

は、皮ついているのがミカンだと僕は思って

相当金がかかるのだとしたら、陸別町さんの

いた。そうしたら、給食に出ているのはむき

ほうの、どのような機械入っているのか、こ

ミカン出ていたのです。これ、むきミカンと

れもこれから調査させていただきますけれど

いうのは一体何なのだと。どうして、わざわ

も。場合によっては、そこら辺の兼ね合いも

ざ給食、食育をやって子供たちに食べ方も教
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えなければいかないだろう。その中で、むき

ときは皮つきだったのです。いつぐらいから

ミカンという形でミカンがむかれて出てくる

か、この皮が取れるようになった。その確た

というのは、一体どういうことなのかなと思

るものは私もちょっとないのですけれども、

いながら、ちょっと疑問に思いましたので、

やはり一つには、その後の処理というのか

そのむきミカンにするわけというのかな。そ

な。俗にいう残飯みないなです。その後の処

ういうのをちょっと聞かせていただければ、

理の問題なのかなと私自身は感じているので

ちょっと参考になりますので、ちょっとお願

すけれども。

いをしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

いずれにしましても、食に限らず、未来あ
教育長、答弁。

○教育長（藤代和昭君）

る子供たちにきちんとした手足に力をつけて

お答えいたしま

す。

いくと、そういうことは大事だなと思ってい
ますので、そういうことなんかでも何かの機

お答えになるかちょっと自信ないのですけ
れども。

会でしっかりとそういうことについて学校現
場なんかとも話し合いの場があればいいなと

学校給食には七つの目標があるのですが、

思っております。

そして、もともとこの学校給食というのは、

その辺を勘案して、回答になっていないか

設置者は努力義務に今もなっているのです。

と思いますけれども、よろしくお願いいたし

その七つの中に、例えば、議員が先ほどから

ます。

御指摘のとおり、地元の食文化の理解だとか

○議長（吉田敏男君）

そういうのがあったり、あるいは生産・流

○１１番（髙橋秀樹君）

通・消費過程をしっかり指導していく、理解

ます。

１１番髙橋君。
ありがとうござい

していくというのがあるのですが、最終的に

ちょっと不思議に思いました。

学校で行っている教育というのは、いかに世

小学校の低学年であれば、むきミカンでも

の中に出たときに生きて働くか、還元する

いいかなというふうに思うのですけれども、

と、知恵を育成するかということだと思うの

やっぱり高学年とかになっていく間に、やっ

です。知識や情報だけにとどまらず。

ぱりミカンのむき方も知らないとなってしま

そういう意味でいったらちょっと逆行する

うとちょっと語弊があるかもしれないけれど

ようなのですけれども、例えば、子供たちが

も、そういうことも一つ教えていくというの

鶏といったら４本足があるだとか。さっきの

も一つの食育なり、自分で生きる力を学ばせ

魚の話ではないですけれどもね。そういうこ

るという大切なことなのかなというふうに思

とを、本来は家庭教育と連携する中で子供た

いましたので、ちょっと質問をさせていただ

ちに正しい知識というのか、正しいあり方を

きました。

本来は養成していかなければならないし、か

続いて、４番目の農産品の消費拡大につい

つては日本の生活の中でそういうものが生き

て御質問をさせていただきたいと、そのよう

る知恵として組み込まれていましたよね。

に思います。

そういう中で、先ほどのミカンの話なので

先ほど言ったとおり、放牧乳の話ではなく

すけれども、私自身も学校現場へ行って随

て、足寄町の今特産品が出ているというお話

分、据え膳上げ膳、子供たちにするのだなと

をさせて、皆さん御存知のとおりだと思うの

いう感は持っていました。そのことだけでは

ですけれども、足寄牛だとか、それから石田

なくて、いろいろな観点からそういうふうに

さんの綿羊牛だとか、いろいろと足寄町の特

なっていると思うのですけれども。例えば、

産品にこれから育っていくだろう。大きく

衛生の観点、それからその後の処理の観点で

なっていくだろう。あと、短角牛ですとか。

す。もともとミカンも学校給食に提供された

出ていくであろうものが、足寄町の飲食店で
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なかなか使われないという現状が現在ありま

な経営方針ということもありますし、何より

す。これ、どこの地区に行っても、私はそう

もやはり頭数をふやさなければいけない。

だというふうに認識をしておるのですが、例

ざっくばらんな話、とてもおいしいので焼き

えば、肉の名産地に行って、その肉どこで食

肉で気軽に地元でも食べられるようにという

べていいかわからないだとか、そういう現象

ことであれば、とても生産が間に合わないと

が起きています。足寄町として、そういう足

いうことが一つありました。

寄町の特産品をたくさん使っていただける方

それから、短角でいきますと、実は、やは

法はないのかなというふうにずっと考えてお

り地元に屠場がないということです。今現

ります。

在、やっているのは、ともかく市場で販売を

それで、足寄町は足寄町の例えば、飲食業

して一部ほんの限られた分だというふうに思

の皆様がもしその食材を使うのであれば、足

いますけれども、屠場から地元へ自分で買い

寄町として多少の助成金を出すという方向と

戻しをして、そこから地元の飲食店へ卸して

いうのは、ちょっと具体的に言わせていただ

いるという。これは、足寄牛も同じだとい

きましたけれども、できないかなというふう

う、こんなふうに思っております。

に考えております。

ですから、地元の飲食店でそういうものが

具体的にはちょっとわからないですけれど

提供なかなかできていないというのは、最近

も、そういう方策というのは考え得るのか、

ちょこちょこ焼き肉屋さんなんかでは出てい

得ないのか、御所見をお伺いいたしたいと思

ますけれども、一つはやはり値段の問題があ

います。

るというふうに思っています。

○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

答弁、町長。

そこで、議員仰せのそこら辺に対する助成

お答えをいたしま

す。

はどうなのだということでありますけれど
も、これはなかなか個別の対応というのはな

最近、足寄町、肉関係というのはこれまで
非常に取り分にしては弱かったということで

かなか正直言って、僕は難しいのかなと、そ
んなふうに思っております。

ありますけれども、新規就農者の頑張ってい

ただ、これは例えば、ＪＡさんがそういっ

る羊の肉の関係、あるいは短角牛、それから

た肉産業の推進をどうやっていくのかという

もっと言えば馬肉、それから先ほどもお話の

部分、そういう部分での助成ということは考

あった米、飼料米を食べさせた足寄牛という

えられないこともないのかなというふうに思

ことで売りにしております。

いますけれども、端的に飲食店へのお店を経

まず、一番問題は流通体制が一つあるとい
うことです。

営しているところに、例えば、仕入れ価格が
高いからとてもこんな値段でお客様へ提供し

羊肉でいえば、なかなか羊で経営をすると

ても売れないという、そこに対する助成とい

いうのは１頭丸ごと余すことなく、毛の果て

うのは、これは正直言って仕組みからいって

まで血の果てまで全部使うということでなけ

ちょっと難しいかなと。

ればいけない。採算が合わないというような

ただ、いろいろな可能性というのはあると

ことですから。実際に、ここにいても何回か

いうふうに思うのです。例えば、生産段階で

お話ししたこともあるのですけれども、基本

何らかのことができないのかだとか。そんな

的な取り組みとしては、やはり１頭丸ごと

いろいろな多角的な見方で、そういった部分

使っていただけるようなところとしか取引を

も否定せずに検討をする課題ではあるなと、

しないと。

こんなふうに思っています。

例えば、部位だけ、ロースだけくれだと

以上でございます。

か、そういうことにはならないという、そん

○議長（吉田敏男君）
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１１番髙橋君。

○１１番（髙橋秀樹君）

そうですね。

まうということをやりかねない。

ちょっと僕もそういうことを考えたときに

僕は、そうではなくて、その加工賃という

ちょっと難しいかなと思ったのですけれど

のはしっかりいただかないといけないという

も、やっぱり足寄の食材を足寄町で食べるこ

ふうに思っているのです。

とができるという場所というのは絶対的に必

ですから、そこのイベントをやっても、イ

要だと、そういうふうに考える部分もありま

ベントをしている人たちは安く足寄町から仕

す。

入れて、それをしっかりとした価格で販売を

それにおいて、私たちというか、行政のほ
うで何が支援をできるのかということはしっ
かりと考えていただきたいと、そういうふう
に考えております。

して、それでしっかりとした利益を出してい
く。
やはり、ボランティアという形だけでそう
いうイベントを進めていくと、必ずどこかで

やはり、飲食店にそのまま直接助成するの

やっぱりいいものにならないです。またやら

はちょっと難しいのであれば、例えば、足寄

されているからとか、足寄町に俺らが協力し

町のイベントだとか、そういうときに、足寄

ているのではなくて、俺らはやらされている

町がそれを先に仕入れて、それで安価で提供

のだという感覚に物事が移ってきますので、

してあげるだとか、そういうことを足寄町と

助成をするということだけという形ではなく

してやっていけることはできるのかなと

て、安価に提供するということではなくて、

ちょっと思うのですけれども、それに関して

しっかりと生産・加工者にも利益が出るよう

はどうでしょうか。

な形でそういう助成の仕方の仕組みをつくっ

○議長（吉田敏男君）

町長、答弁。

○町長（安久津勝彦君）

ていただきたいなと、そういうふうに考えま

そういう部分でい

きますと、直接的な補助でなくて、そういっ
た部分では十分可能かなと思っています。

す。
続きまして、農協とのかかわり合いについ
てちょっとお伺いをいたします。

過去に、私も畜産を担当しているときに

やはり、足寄農協さんとかかわっていくこ

は、足寄ふるさと花祭りのときに、当時はま

とというのは地元の食材を安定的に給食です

だ和牛を肥育している農家さんも何件かいま

とかそういうところに出す分に関して、農協

したから、そこの農家さんの牛を１頭、これ

さんとのかかわりは重要だと考えます。

は和牛振興組合というところで買い上げをし
ている。

先ほどから町長がおっしゃっていますが、
農協とのかかわりについてですが、直接的に

ですから、そういったところへの助成をし

農協さんと給食のほうというのは、直接的に

てきたという経過はありますので、いわゆる

コンタクトというか、そういうのはなされて

仕組みづくりをすれば、そういった部分、イ

いらっしゃるのですか。それとも、足寄町は

ベント的な部分というのは十分可能だという

全て給食に関しては入札で行っているのかお

ふうに認識しております。

伺いいたします。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○１１番（髙橋秀樹君）

○議長（吉田敏男君）
１１番髙橋君。

○教育次長（寺地

イベント的な部分

であれば可能だというお答えをいただきまし
た。

答弁、教育次長。

優君）

教育次長でござ

います。
給食センターにおける地元食材につきまし
ては、価格については市場価格とかあります

ちょっと間違ってもらっては困るといった

が、直接生産者さんと契約を結んで、価格自

ら変ですけれども、町行政がそういうふうに

体は入札等になりますが、行っておりまし

例えば助成を始めると、安価に物を出してし

て、農協さんが販売しているものについては

― 14―

農協さんからと。ラワンブキ等は農協のほう

この第２次食育推進基本法に基づく地方自

で加工されていますので、そこからの購入に

治体における推進計画の策定ということだと

なっておりますが、ジャガイモ・ニンジン等

思うのですけれども、今現在、先ほど町長が

については生産農家様から購入しているとい

答弁させていただきましたように、それぞれ

う形になっております。

の課でそれぞれの目標を立てて推進をしてい

○議長（吉田敏男君）

１１番髙橋君。

○１１番（髙橋秀樹君）

るということでありまして、答弁の内容の最

わかりました。

後にもあるのですけれども、総合的に判断し

農協とのかかわりを、やっぱり大切にして

て必要に応じて作成していくということで協

いくことによって、そういう地元の食材をう

議、検討してまいりたいということで考えて

まく利用できるということはあるのかなとい

おりますので御理解願いたいということと、

うふうに思いますので、今の質問をさせてい

あと、経済課としてはこの部分については農

ただきました。

協の青年部が子どもセンターに農園体験をさ

やはり、足寄町の農業をしっかり基盤をつ

せていただくとか、鳥羽農場のラワンブキ、

くっていくというか、農協さんの働きという

食の体験学習だとか。先ほど、教育委員会、

のは非常に大きなものがあると思いますの

福祉課それぞれ触れたと思うのですけれど

で、今後とも農協とうまい連携を組んでいた

も、内閣府、文部省、農林水産省それぞれ定

だければなというふうに思っております。

めた計画のもとで進めさせていただいている

最後に、足寄町として食育推進基本計画等

ということもありますので、今現在、統括し

の質問をさせていただきました。このことに

た中での推進計画については今後必要と、そ

関してお伺いをいたします。

れぞれの関係機関と調整させていただきなが

この食育基本法というのは、平成１７年で

ら進めていくということで御理解願いたいな

したか、施行されていますね。それに対し

と思っています。

て、足寄町はどのように取り組んでいるのか

○議長（吉田敏男君）

という御質問をさせていただきました。こ

○１１番（髙橋秀樹君）

れ、基本法の中の第２章で食育推進基本計画

いお答え、ありがとうございます。

１１番髙橋君。
非常に歯切れの悪

等という場面があります。その中の１８条市

私、この質問を今皆さんにしているのです

町村食育推進計画という中に、市町村は食育

けれども、教育委員会、福祉課、経済課いろ

推進基本計画を作成するように努めなければ

いろまたがっているというのが現状でありま

ならないというふうに一応うたっているとい

す。

うふうに私は認識をしておりますが、足寄町

これ、非常に私、先ほどもちょっと触れま

としては、この推進計画というのはつくるの

したけれども、問題があるというふうに思っ

か。先ほどの町長のお話では、経済課、福祉

ています。

課、教育委員会等関係部局と取り組んで推進

食育一つ、地産地消一つ、食に関すること

しておりますというお答えをいただいており

をしっかりと推し進めていくことが足寄町の

ます。

未来にとって私は大きな一つの方向性になっ

しかし、基本計画という形であるというよ

ていくのかなと。帯広ではフードバレーとい

うな形というのは、まだ足寄町ではつくって

うことをやっていますが、足寄町としてもそ

いないというふうに思うのですけれども、そ

ういう中でしっかりと食文化に対しての取り

の件に関して御質問いたします。

組みをしていかなければいけないのかなと。

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）
してお答えいたします。

議員の質問に対

これは、老若男女みんな食にかかわるとこ
ろに必ず人間としているわけですから、しっ
かりとこれは足寄町の基本計画をもって進め
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ていっていただければありがたいことなのだ

のセクションがあるわけですから、それでそ

と、そういうふうに思っております。

れぞれのもち屋で進めていくということ、こ

上士幌町さんでは、つい最近に食育と地産

れはもう当たり前のことであります。実際

地消の推進計画というのを出されている。

に、我が町でもそれぞれのセクションで進め

私、この記事を見たときに本当に読み流した

ているということであります。

のです。上士幌町で１０例目だったのです。

ただ、議員が仰せのとおり、やはりそう

この基本を総合的にやっているのは。当然の

いったものは足寄町としての基本的な考え

ことながら、足寄町は入っているのだろう

方、それに基づいて枝葉を張って、実行部隊

と、僕は実をいうとちょっと恥ずかしながら

がそこでやっていくのだよと。これは大切な

そういうふうに考えていたのですが、いや、

ことだなというふうに思っていますから、で

待てよ。ちょっと自分でも自信がないから

きるだけ早く関係部局集まって、その計画づ

ちょっと問い合わせをしてみようと思って

くりまで必要かどうかということの検討も含

ネットで調べて。実をいうと、電話をして

めて、さらにはお互いに連携をしながら実り

ちょっと聞いたのです。

あるものにしていくということで検討をさせ

そうすると、やはり１０町村でした。足寄

ていただきたいというふうに思います。

町さんは入っておりませんという御回答をい

以上でございます。

ただきました。しかし、これはその担当の方

○議長（吉田敏男君）

とちょっとお話をさせてもらったら、やはり

○１１番（髙橋秀樹君）

ほかの市町村。市はもう終わっていますか

きな御回答をいただきました。

ら、町村でもあと何個かこの基本計画を今策
定中ですという御回答をいただきました。

１１番髙橋君。
今、町長から前向

私、先ほどからずっと質問をさせていただ
いております。

足寄町としても、これ早急に、私、やるべ

やはり、この食に関することというのは足

きことなのかなというふうに考えておりま

寄町にとって重要だと、そういうふうに考え

す。なぜかといいますと、今まで私ずっと質

ておりますので、ぜひともこれを推進をして

問をさせていただいた中で、言っていること

いただいて、各課ばらばらな御回答をするよ

がばらばらとしているというのは、多分ここ

うなことではなくて、しっかりと一本化した

にいる皆さん、よく理解をされたのだという

中で回答をしていただけるような形を私とし

ふうに思います。

ても望んでおりますので、今後もよろしくお

これ、足寄町の重要な食文化を担ってい

願いしたいと思います。

く、そして足寄町の基幹産業である食という

ちょっと私も歯切れの悪い終わり方になっ

ものに対して、しっかりと前向きに形をつ

てしまいましたが、これで私の一般質問を終

くっていくということが必要なのではないの

わりにさせていただきます。

かなというふうに考えております。

ありがとうございます。

このことに関して、町長のお答えというか
お考えをいただきたいと、そういうふうに思
います。
○議長（吉田敏男君）
○町長（安久津勝彦君）

○議長（吉田敏男君）

これにて、１１番髙

橋秀樹君の一般質問を終えます。
これで、一般質問を終わります。

答弁、町長。

ここで、暫時休憩をいたします。

まず、推進体制の

１１時２０分再開といたします。

ことは、先ほど来からそれぞれの課長等から

午前１１時０７分

休憩

答弁させていただいているとおり、やっぱり

午前１１時２０分

再開

食育というのは極めて大事なことですよと。

○議長（吉田敏男君）

それの推進体制というのは、やはりそれぞれ

再開をいたします。
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休憩を閉じ、会議を

て、本人確認書類裏書き印字システムといた
◎

議案第９４号から議案第９７号まで

○議長（吉田敏男君）

日程第２

議案第９

しまして、９７万２,０００円を計上いたし
ました。

４号平成２７年度足寄町一般会計補正予算

１４ページをお願いいたします。

（第６号）の件から日程第５

議案第９７号

１４ページ、第３款民生費、第１項社会福

平成２７年度足寄町後期高齢者医療特別会計

祉費、第４目国民健康保険助成費、第２８節

補正予算（第２号）までの４件を一括議題と

操出金におきまして、国民健康保険事業特別

いたします。

会計操出金を２,４３７万６,０００円減額を

本件について、提案理由の説明を求めま

いたしました。

す。
町長

第３項児童福祉費、第１目児童福祉総務
安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

費、第１９節負担金、補助及び交付金におき
ただいま、議題と

まして、認定子ども園どんぐり保護者負担金

なりました議案第９４号平成２７年度足寄町

無償化事業補助金ほか、保護者負担金無償化

一般会計補正予算（第６号）から議案第９７

事業といたしまして、総額１,３８５万３,０

号平成２７年度足寄町後期高齢者医療特別会

００円を計上いたしました。

計補正予算（第２号）まで、一括提案理由を
御説明を申し上げます。

次に、１６ページ、第８目子育て支援費、
第１３節委託料におきまして、家庭的保育業

補正予算つづり１ページをお願いいたしま
す。

務といたしまして、４７７万円を計上いたし
ました。

議案第９４号平成２７年度足寄町一般会計

第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目

補正予算（第６号）について、御説明を申し

保健衛生総務費、第１９節負担金、補助及び

上げます。

交付金におきまして、不妊治療費助成費とい

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５

たしまして６０万円を計上いたしました。

億２,５２６万８,０００円を追加し、歳入歳

１８ページをお願いいたします。

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億２２

１８ページ、第５款労働費、第１項労働諸

７万円とするものでございます。

費、第３目雇用対策等費、第２３節償還金、

歳出の主なものから御説明を申し上げま
す。

利子及び割引料におきまして、ふるさと雇用
再生特別対策事業の返還金といたしまして４

１２ページをお願いいたします。

６２万４,０００円を計上をいたしました。

１２ページ、第２款総務費、第１項総務管

第６款農林水産業費、第２項林業費、第１

理費、第２目基金積立金におきまして、足寄

目林業振興費、第２３節償還金、利子及び割

町子育て安心基金積立金といたしまして５億

引料におきまして、返還金といたしまして２

円を計上をいたしました。

６３万４,０００円を計上いたしました。

第８目財産管理費、第１５節工事請負費に

第７款商工費、第１項商工費、第３目観光

おきまして、町有建物解体工事といたしまし

費、第１９節負担金、補助及び交付金におき

て２２０万円を計上をいたしました。

まして、商工会青年部イベント遊具導入補助

第１４目企画振興費、第１５節工事請負費
におきまして、銀河線代替バス待合所設置工
事といたしまして８６万４,０００円を計上
をいたしました。

金といたしまして２８０万円を計上をいたし
ました。
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。

第３項戸籍住民基本台帳、第１目戸籍住民
基本台帳費、第１８節備品購入費におきまし

８ページにお戻りください。
８ページ、第１４款国庫支出金、第１５款
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道支出金におきまして、それぞれ事業費見合

齢者交付金といたしまして２,０２５万２,０

いの補助金、交付金を計上しております。

００円を計上しております。

次に、１０ページをお願いいたします。
１０ページ、第１８款繰入金、第１項基金
繰入金におきまして、財政調整基金繰入金な

第７款繰入金、第１項他会計繰入金におき
まして、一般会計繰入金を２,４３７万６,０
００円を減額をいたしました。

ど、合計４億２,５０７万３,０００円を計上

次に、４３ページをお願いいたします。

いたしました。

４３ページ、議案第９６号平成２７年度足

第２０款諸収入、第５項雑入におきまし
て、林業構造改善事業補助金返還金といたし

寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）に
ついて、御説明を申し上げます。

まして２６３万４,０００円、ふるさと雇用

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

再生特別対策推進事業補助金返還金といたし

１,１３８万１,０００円を追加をし、歳入歳

まして４６２万４,０００円を計上いたしま

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億５８５

した。

万５,０００円とするものでございます。

以上が、歳出の主な事項でございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

４ページにお戻りください。

すべき事項がございませんので、省略をさせ

４ページ、第２表において繰越明許費１件

ていただきます。

をお願いしてございます。

次に、５５ページをお願いいたします。

以上で、平成２７年度足寄町一般会計補正

５５ページ、議案第９７号平成２７年度足

予算（第６号）についての説明を終わりま

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

す。

号）について、御説明を申し上げます。

次に、特別会計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
３万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の

２５ページをお願いいたします。

総額を歳入歳出それぞれ１億１,３５６万７,

２５ページ、議案第９５号平成２７年度足

０００円とするものでございます。

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。

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

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

ていただきます。

れ６６７万４,０００円を減額し、歳入歳出

以上で、議案第９４号平成２７年度足寄町

予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億７,２

一般会計補正予算（第６号）から議案第９７

７ ２ 万８ ,０ ０ ０円 と する も ので ご ざい ま

号平成２７年度足寄町後期高齢者医療特別会

す。

計補正予算（第２号）までの説明とさせてい

歳出の主なものから御説明を申し上げま
す。

ただきます。
以上で、提案理由の説明とさせていただき

４０ページをお願いいたします。

ますので、御審議のほどをよろしくお願いを

第６款介護納付金、第１項介護納付金、第

申し上げます。

１目介護納付金、第１９節負担金、補助及び

○議長（吉田敏男君）

交付金におきまして、介護納付金８２６万

理由の説明を終わります。

３,０００円を減額をいたしました。

これをもって、提案

これから、議案第９４号平成２７年度足寄

次に、歳入について申し上げます。

町一般会計補正予算（第６号）の件の質疑を

３４ページをお願いいたします。

行います。

３４ページ、第４款前期高齢者交付金、第
１項前期高齢者交付金におきまして、前期高

１２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。
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第１款議会費、質疑はございませんか。

に効果の上がった実績が証明されているので

（「なし」と呼ぶ者あり）

はないかなと、すばらしい制度かなというふ

○議長（吉田敏男君）

第２款総務費、質疑

うに思います。

はございませんか。

せっかくここまで実績があるわけですか

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ら、もっとほかの町民の方にもそのことが知

１４ページから１６

らないで悩んでいる方もおられるのではない

ページ、第３款民生費、質疑はございません

かということから、もっと積極的な町民への

か。

周知を図るべきと考えますけれども、こうし
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

た治療実績も踏まえて、このＰＲとか周知

第４款衛生費、質疑

はございませんか。

ども、今後さらにどのように考えているかお

８番高道君。
○８番（高道洋子君）

を、もうそれに努めているとは思いますけれ
伺いします。

御質問いたします。

衛生費の保健衛生総務費の中の１９節負担
金、補助及び交付金。１７ページでございま

○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。

すが、そこの不妊治療費の助成金６０万円の

もちろん、説明をさせていただきますけれ

補正ということでございますが、そこについ

ども、２５年度から実質６人の方です。６人

てお伺いいたします。

の方が体外受精または顕微授精という特定不

この不妊治療費の助成につきましては、本

妊治療を１１回されています。実質は６人の

当に以前よりも効果が上がっていると、有効

方ですが、１１回の治療を行っております。

的な助成だということはお伺いしておりまし

その結果、今現在、予定を含みますけれど

たけれども、直近の不妊治療助成の申請者が

も、５人の方が出産もしくは予定ということ

人数が何人いらして、そのうち出産に結びつ

になっていまして、非常に治療方法が確定し

いた人数はどのぐらいの方がいらっしゃるか

ているという部分もありますので、本当にこ

伺います。

の治療を通じて希望されている方にお子さん

○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。

が誕生しているということで、私どもとして
も大変うれしく思っています。
今回の補正は、男性不妊治療。この特定不

この事業、平成２５年から申請が来ており

妊治療にあわせて、男性の方に原因がある場

ますけれども、延べ回数といいますか、治療

合は並行してこの治療を受けられるような改

回数でいきますと１１人であります。

正をさせていただくということで、この予算

実質的な治療をされている方は６名であり
ます。

を上げさせていただいています。
そういったことで、今この補正予算が議決

うち、出産もしくは出産予定含めて５人が

をしていただけるのであれば、速やかに広

出産もしくは出産予定ということでなってお

報、チラシを含めて全戸に周知徹底していき

ります。

たいなというふうに思っています。

以上でございます。

あわせて、昨日、高道議員からの不妊症、

○議長（吉田敏男君）

８番高道君。

不育症の相談窓口というのですか。そういっ

○８番（高道洋子君）

１１名の申請者がい

たＰＲもということでございましたので、そ

て、５名治療中で５人の方が妊娠されて実績

れも含めてこれからチラシをつくって町民の

としていらっしゃるということで。

皆さんにお知らせしていきたいなということ

これだけの、６名中５人ということは本当

で考えておりますので、御理解賜りますよう
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お願いいたします。

定しているのですけれども、十勝管内にはな

以上でございます。

いと。

○議長（吉田敏男君）

８番高道君。

ですから、議員仰せのとおり、ほとんどの

○８番（高道洋子君）

ＰＲ、周知をよろし

くお願いしたいと思います。

方が札幌の専門の病院に行っているというこ
とであります。交通費あるいは宿泊費という

それと、もう１点なのですけれども、この

ことについて、今回は検討はしていなかった

不妊治療のために平成２５年から１１回とい

のですけれども、いずれにしろ、こうやって

うことで６名の方が１１回なのか、１人が１

実績が上がってきているということで、実際

１回なのかはわかりませんけれども、札幌と

どれぐらいかかっているのかという部分も

か、ほとんど札幌ではないかなと思うのです

ちょっと検討をさせていただきながら、そう

けれども、病院に通っているわけで、この宿

いった支援もできるのかどうか、検討をさせ

泊費や交通費などの治療費以外の経済的な負

ていただきたいなというふうに思います。

担が大変大きくかかっているように聞いてお
ります。

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

そこで、今はともかく、将来的には宿泊、
交通費に対する助成なども今後考えられない

よろしいですか。

他に、衛生費、質疑はございませんか。
８番高道君。

のか、お伺いいたします。

○８番（高道洋子君）

○議長（吉田敏男君）

の１７ページでいきますと、扶助費です。

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

２番目の予防費の中

インフルエンザ予防接種費についてでござ
いますが、この内容についてちょっと説明し

私もこの特定不妊治療をされて出産に至っ
た方ともいろいろお話をさせていただきまし
た。

ていただきたいと思います。
まず、どういうことかというと、インフル
エンザ予防接種に現在対象者となっている方

どれぐらいかかったのだということで。

と、対象者の人数、それから昨年度接種され

１回の治療は４０万円とか６０万円ぐらい

た方の実績人数、接種率などがそこに手元に

かかっているわけですけれども、宿泊費とか

資料がありましたら、お答え願います。

交通費、そういったものを含めると、出産ま

○議長（吉田敏男君）

で含めていきますと２００万円ぐらいかかっ

○福祉課長（櫻井光雄君）

たというようなお話も聞いています。

ンフルエンザの予防接種費の補正をお願いし

答弁、福祉課長。
まず、今回のイ

そういったこともあって、この事業に対し

ている背景でございますけれども、従来、こ

ては、北海道が１５万円助成をしていて、私

のインフルエンザワクチンが３種類の何とい

ども足寄町が独自に７万５,０００円の助成

いますか、ウイルスのタイプがこれまで３種

をしていた部分を、今回倍増させていただい

類を対象にしたワクチンであったわけであり

たということで、１回の治療の部分ですけれ

ますけれども、これを４種類のワクチンにし

ども、倍増させていただいて、北海道が１５

て効果を高めていくということで、国の厚労

万円、足寄町も１５万円を助成して、３０万

省のほうから、平成２７年度から２８年度に

円に拡充をさせていただいたということであ

かけて予防接種する場合は、４種類のワクチ

ります。

ンを打ちなさいと、そちらに移行するという

実際、この治療を行える病院というのは、

ことでございます。

特定の施設といいますか、持っていなければ

これに伴って、まず単価が上がるというこ

いけませんで、現在、十勝管内でこの治療を

とで、今回補正をお願いしているところでご

できる病院といいますか。北海道が病院を指

ざいます。
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私ども、このインフルエンザの予防接種に

承知をしているところでございます。

対する支援助成の対象者でありますけれど

今回の補正は、従来２,０００円の接種料

も、６５歳以上の高齢者、そして中学生、中

に対して２分の１の１,０００円を助成をし

学３年生、高校３年生の受験対象者の方に支

ていました。

援をしているところでございます。

今回、補正をお願いしているのは、３,０

それから、昨年、平成２６年度の実績でご
ざいます。

００円に上がった場合に備えて、一人当たり
の支援額を、同じく２分の１の１,５００円

６５歳以上の高齢者につきましては１,４

を助成する計画で補正予算をお願いをしてい

１５人、生活保護の方については３１人、受

るところでございますので、御理解を願いま

験生については５４人でございます。合わせ

す。

て、対象者数２,８１８人おられるわけです

○議長（吉田敏男君）

８番高道君。

けれども、実施者は１,５００人、実施率は

○８番（高道洋子君）

２,０００円が３,０

５３.２％となっております。

００円に上がるということで、接種を控える

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○８番（高道洋子君）

人がこの冬は出てくるのではないかなとも思
８番高道君。

います。

単価が上がると今

助成を受けている人はいいのですけれど

おっしゃいましたので、そうすると、窓口負

も、非助成者ですね。６５歳以上の人と受験

担も今までは、そうですね。上がるわけです

生以外の人たちが、上がることによって控え

ね。

るのではないかなということが予想されます

助成の人は１,０００円ということで、非

し、このインフルエンザというのは大変な猛

助成の方は２,０００円ですか。そういうこ

威を振るって本当に重傷化していくというこ

とで単価が上がることによって、窓口負担の

とも考えられます。

金額も変わるということで、混乱が予想され

そういうことを考えますと、今、新聞報道

ますけれども、町民への周知がきちんとしな

では更別村が全村民に対しての助成金、全

くてはいけないなというふうに思います。

部。６５歳以上、受験生ではなくて、村民み

上がることによって、病院の窓口での自己
負担額は幾らぐらいになるのですか。

また、いろいろなところを見ますと、そう

助成対象者と、それから非対象者とに当然
上がるわけですよね。
○議長（吉田敏男君）

んなに。
いう町民みんなにという助成を枠を広げてい
るというところも他町村ではありますが、感

福祉課長、答弁。

○福祉課長（櫻井光雄君）

福祉課長でござ

います。

染の拡大を防ぐためにも、その有効手段とし
てもインフルエンザワクチンの接種に対し
て、この町では助成範囲を全町民に拡大する

現在、薬科、このワクチンが幾らで入るの

考えはありませんか。伺います。

かということで、それぞれの病院のほうで値

○議長（吉田敏男君）

段を設定していただくような形になります。

○福祉課長（櫻井光雄君）

私ども、今町内の病院とも調整をさせてい

福祉課長、答弁。
お答えいたしま

す。

ただいておりますけれども、現段階での予定

私ども、このインフルエンザ予防接種に対

価格につきましては、従来３種類のワクチン

する助成事業でありますけれども、基本的に

の場合には２,０００円であったわけですけ

はこの予防接種は定期接種ではなくて任意接

れども、今回の４種類のワクチン接種に対し

種であるということであります。

ては３,０００円。１,０００円の料金値上げ

私ども、６５歳以上の方に、高齢者の方に

といいますか、予定されているというふうに

助成支援事業を設けているのは、どうしても
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高齢者の方はこのインフルエンザに感染しま

基本的には任意接種でありますから、ま

すと肺炎等を引き起こして重篤化していく、

た、自分の健康は自分で守っていくのだとい

あるいは死亡に至るケースもあるというふう

う部分でいきますと、できるのであればそれ

に聞いていまして、そういった意味で６５以

ぞれ自主的にこの予防接種を接種していただ

上の方にはできるだけこの予防接種を受けて

けたらなというふうに思っているところでご

いただきたいなということで、そういった支

ざいます。

援を構築、制度化させていただいたと。

ただ、いろいろな事情があって、例えば、

また、中学３年生、高校３年生、受験の前

低所得者の方ですとか。今回の事業の中に

後も含めて、こういったインフルエンザにか

は、生活保護の方は３,０００の予防接種料

かってしまって受験できなかったとかそう

金であれば３,０００円全額助成をするよう

いったことがないように支援をさせていただ

な方式をとっていますけれども、そういった

いて、事前に防衛をしていただくといいます

部分については教育委員会とも協議をさせて

か、自分の健康を守っていただくような仕組

いただいて、拡大ができるかどうか、検討を

みを今つくっているところでございます。

させていただきたいなというふうに思ってお

対象者の範囲を広げるべきではないか。
今回も更別村さんのほうでそういった情報
をいただいております。
今回は、当初２,０００円の３科のワクチ

ります。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

８番高道君。

○８番（高道洋子君）

病人を減らすことは

ンで制度設計していた部分でありまして、今

医療費の増加を抑えるということにもつなが

回４科に変わるということもあって、単価的

るわけでございまして、ぜひとも前向きに検

な支援額の調整のみをさせていただきまし

討をしていただきたいと思います。

た。今回、補正予算で上げさせていただきま
した。

最後ですけれども、全国全道、足寄町にこ
の新型インフルエンザが仮に大蔓延したとき

将来的に、対象者を、例えば、更別村さん

の対策なのですけれども、どういうふうにと

でいくとたしか高校生まででしたか、全町民

られているのかちょっと確認の意味でお答え

でしたか、そういった部分もお聞きしました

願いたいのですけれども。蔓延がひどくなっ

ので、そういった情報も収集をさせていただ

たとき。

いて、足寄町においてどういうふうにして

○議長（吉田敏男君）

いったらいいのか検討をさせていただきたい

○福祉課長（櫻井光雄君）

なというふうに思っています。

す。

以上でございます。

福祉課長、答弁。
お答えいたしま

新型インフルエンザが発症したときのガイ

○議長（吉田敏男君）

８番高道君。

ドラインといいますか、足寄町の対応マニュ

○８番（高道洋子君）

全町民がもしだめで

アルにつきましては、たしか昨年度、議会の

あるならば、高校生、１８歳までを子育て支

皆さんにもお渡ししていますけれども、そう

援の面からも、例えば、高校生まで助成対象

いった計画をつくっておりまして、足寄町長

を拡大するとか。いきなり全町民というのは

をトップとする対策本部を設置をしまして各

人数も多いでしょうから。そういうことも可

病院と連携した体制づくりの計画はできてお

能か不可能か検討するということでしょう

りますので、御理解いただきたいなと思いま

か。

す。

○議長（吉田敏男君）

福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

○議長（吉田敏男君）

お答えいたしま

よろしいですか。

他に、衛生費、質疑はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君）

次に、１８ページ、

第５款労働費、質疑はございませんか。

ちょっと記憶にはないということで御理解を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

お願いします。

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）

それ以外については、使用した事例は

○議長（吉田敏男君）

２番榊原君。

○２番（榊原深雪君）

これは補助金となっ

ておりますけれども、本来であれば幾らする

それでは、次に参り

ます。

ものなのですか。
幾らの分を２８０万円補助を出していらっ

第７款商工費、質疑はございませんか。

しゃるのでしょうか。

２番榊原君。

○議長（吉田敏男君）

○２番（榊原深雪君）

この商工会青年部の

イベント遊具につきましては、大変子供さん

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

経済課長です。

金額については、全額です。

にも人気があるとお伺いしておりますけれど

○議長（吉田敏男君）

２番榊原君。

も、このイベント遊具を利用する年間は何回

○２番（榊原深雪君）

これは、耐用年数っ

ぐらい予定しているのでしょうか。

てどれぐらいなものでしょうか。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

これのイベント

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

経済課長です。

につきましては、足寄町商工会青年部のほう

耐用年数、正式にはちょっと今聞いており

で行うことになりまして、その中で使用につ

ませんけれども、１０年ぐらい使用している

いては各種イベントということで、ふるさと

ということで聞いている事例もあります。

花まつり、それと子供まつり、あとはふるさ

正確には、大変申しわけありません。調査

と盆踊り、花火大会、あとは道の駅まつり

しておりません。

等、この部分でいきますと大体４回程度。

○議長（吉田敏男君）

２番榊原君。

○２番（榊原深雪君）

これは、子供さんの

あと、これから協議していくわけなのです
けれども、例えば、農協ビアガーデンだとか

遊具ですから、補修、管理ということも大切

いろいろとありますけれども、そこで使用す

なことだと思いますけれども、これはこれか

るか等についてはこれからということで、今

らきちんと年に何回かする予定とかちゃんと

現在はイベントに対してこのふわふわドーム

お話しされていますでしょうか、商工会さん

を使用をしていきたいということで聞いてお

と。

ります。

○議長（吉田敏男君）

以上です。

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

おっしゃるとお

○議長（吉田敏男君）

２番榊原君。

り、今後の使用についての破損だとか消耗を

○２番（榊原深雪君）

これまで、この遊具

含めて、これから購入される、この議会で承

をイベントのときに見かけたことはあります

認された後、青年部と協議して進めさせてい

けれども、これまではレンタルでされていた

ただきたいと思っております。

のでしょうか。

以上です。

レンタル料も含めてお答え願います。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

よろしいですか。

他に、商工費、質疑はございませんか。

今までは、ふ

（「なし」と呼ぶ者あり）

るさと花まつりで勝毎のふわふわドーム、こ

○議長（吉田敏男君）

れについては勝毎のほうで提供をさせていた

昼食のため１時まで暫時休憩をいたします。

だいております。

午後
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それでは、ここで、
０時００分

休憩

午後
○議長（吉田敏男君）

１時００分

再開

というのかどうかわかりませんけれども、こ

休憩を閉じ、会議を

ういうふうに費用が増額となって支払われる

再開をいたします。

ものなのかどうかということをお聞きしたい

２０ページをお開きください。

と思います。

第８款土木費、質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○総務課長（大野雅司君）

第９款消防費、質疑

はございませんか。

お答えいたしま

す。
２２０万円の増額補正ということでござい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総務課長、答弁。

ますが、ブロックづくりとして積算しており

２０ページから２２

ましたが、議員おっしゃるとおり、資料に書

ページ、第１０款教育費、質疑はございませ

いてあるとおり、鉄骨ブロックづくりという

んか。

ことで、工事実施段階でそれが判明してし
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

まったために、設計段階ではブロックでしか

歳出総括ございませ

んか。

その差額が発生しているということで、そ

２番榊原君。
○２番（榊原深雪君）

積算していなかったと。
れが多額ではないのかという御指摘でござい

質問させていただき

ます。

ますけれども、なにせ面積としましたら５３
０平方メートルという大きな建物でございま

総務費の財産管理費の件でお伺いします。

すので、このブロックづくりと鉄骨ブロック

石田邸の解体工事におきまして、補正予算

づくりでは解体単価が違いますので、面積が

が発生しておりますけれども、この工事につ

大きい関係上、工事費も増加となってござい

きましては、細かい数字はちょっと覚えてお

ますので、御理解いただきますようお願いい

りませんが、８００万円前後の解体工事費

たします。

だったと思います。

○議長（吉田敏男君）

２番榊原君。

○２番（榊原深雪君）

それにしても、工事

それに合わせて、この２２０万円がプラス
されることで１,０００万円近くの工事にな

費の全体の２０％がこのブロックづくりに対

ると思いますが。

して支払われることになりますよね。

このブロックづくりというのは鉄骨ブロッ

今回は、そういうことが増額の必要という

クが多いのではないかと私たちの通常認識は

ことで積算されましたけれども、今後、契約

しておりますけれども、この２２０万円とい

の終了後にこういうことが起こらないための

う額は、私たちの住んでいるブロックでもこ

対策とかは考えておられるのでしょうか。

れぐらい、２２０万円ぐらいで壊せるのでは

○議長（吉田敏男君）

ないかと思える費用なのです。

○総務課長（大野雅司君）

総務課長、答弁。
今後におきまし

それで、その中に鉄骨が入っていたという

ては、予算見積段階から、今回は内部を一部

ことは、解体工事される方も、鉄の今の値段

破壊するとしないで外観上だけでの判断でブ

からすると、契約終わった後の再積算ですか

ロック造ということで設計積算して予算要求

ら、鉄の部分を見ても、その人にしては財産

をしてしまいましたが、今後におきまして

になると思うのです。解体工事の方にとって

は、より慎重にその構造等について確認の

は。

上、予算積算をして誤差のないように努めて

だから、２２０万円という金額は、契約終

いきたいと思いますので、御理解いただきま

了後にそういうふうにちょっと間違っていま

すようよろしくお願いいたします。

したからこうでお願いしますと簡単に、簡単

○議長（吉田敏男君）
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２番榊原君。

○２番（榊原深雪君）

今、大野課長がお話

の方は起立願います。

しされたとおり、これは個人の契約でしたら
とんでもないことになると思うのです。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

絶対、一般人がこういうことだったからこ

したがって、議案第９４号平成２７年度足

れだけ足してくださいといわれても早々に払

寄町一般会計補正予算（第６号）の件は、原

える金額ではありませんので、こういったこ

案のとおり可決されました。

とを本当に留意されまして、今後の契約も慎

２５ページをお開きください。

重にお願いしたいなと思っております。

これから、議案第９５号平成２７年度足寄

○議長（吉田敏男君）

他に、総括ございま

せんか。

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２
号）の件の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

３２ページから４１ページ。

次に、８ページにお

戻りください。

歳入歳出一括で行います。
質疑はございませんか。

歳入に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

８ページから１１ページ。

○議長（吉田敏男君）

歳入一括で行います。

か。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括ございません

○議長（吉田敏男君）

歳入総括ございませ

んか。

これで、質疑を終わ

ります。
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）

討論はございませんか。

次に、４ページにお

戻りください。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第２表、繰越明許費１件、質疑はございま
せんか。

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９５号平成２７年度足寄

全体に対する総括ご

ざいませんか。

号）の件を採決します。

（「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
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）

全員の起立です。

したがって、議案第９５号平成２７年度足

討論なしと認めま

す。

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

これで、討論を終わります。

た。

これから、議案第９４号平成２７年度足寄
町一般会計補正予算（第６号）の件を採決を
します。

４３ページをお開きください。
これから、議案第９６号平成２７年度足寄
町介護保険特別会計補正予算（第２号）の件

この表決は、起立によって行います。

の質疑を行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

４８ページから５３ページ。
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歳入歳出一括で行います。

これで、討論を終わります。

質疑はございませんか。

これから、議案第９７号平成２７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２

総括ございません

か。

号）の件を採決をします。
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）

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

の方は起立願います。

ります。

（賛成者起立）

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。

したがって、議案第９７号平成２７年度足

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

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。
ここで、暫時休憩をいたします。

これで、討論を終わります。

休憩中に、議会運営委員会の開催をお願い

これから、議案第９６号平成２７年度足寄
町介護保険特別会計補正予算（第２号）の件

をいたします。
再開は１時３５分といたします。

を採決をします。
この表決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は起立願います。

午後

１時１４分

休憩

午後

１時３４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。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第９６号平成２７年度足
寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）の
件は、原案のとり可決されました。

◎

議会運営委員会報告

○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

榊原深雪君。

５５ページをお開きください。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

これから、議案第９７号平成２７年度足寄

だいま開催されました、議会運営委員会の協

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）の件の質疑を行います。

た

議の結果を報告します。
これより、本日の議事日程に追加し、最初

６０ページ、歳入歳出一括で行います。

に町長から行政報告を受けた後、報告第１８

質疑はございませんか。

号の報告を受けます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、議案第１００号を即決で審議いたし

総括ございません

か。

次に、議案第１０１号については、提案理
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

由の説明を受け、質疑を行った後、足寄町第

これで、質疑を終わ

ります。

６次総合計画審査特別委員会を設置し、閉会
中の審査といたします。

これから、討論を行います。

次に、議案第１０２号を即決で審議いたし

討論はございませんか。

ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
す。

ます。

次に、議案第９８号、議案第９９号と、議

討論なしと認めま

案第１０３号から議案第１１０号までの各会
計の決算認定については、提案理由の説明を
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受け、質疑を行った後、平成２６年度決算審

この件につきましては、本年３月の定例会

査特別委員会を設置し、閉会中の審査といた

におきまして、地域活性化、地域住民生活等

します。

緊急支援交付金による実施事業の概要ととも

次に、意見書案第５号と意見書案第６号を
即決で審議いたします。

に本町の総合戦略の策定予定等に関して御報
告をいたしましたが、このたび、本町の総合

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、広報広聴常任委員
会、議会運営委員会からの閉会中の継続調査
申出書について審議いたします。

戦略を別冊１のとおり策定いたしましたので
御報告をいたします。
我が国における急速な少子高齢化の進展に
的確に対応し、人口減少に歯どめをかけると

以上で、本定例会における議案等の審査

ともに、大都市圏への人口の過度の集中を是

は、本日をもって全て終了する予定でありま

正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保

す。

し、将来にわたって活力ある日本社会を維持

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。

していくために国民一人一人が夢や希望を持
ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むこ
とができる地域社会の形成、地域社会を担う
個性豊かで多様な人材の確保及び地域におけ

◎

日程追加について

○議長（吉田敏男君）

る魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的

お諮りをいたしま

す。

に推進するために、まち・ひと・しごと創生
法が昨年１１月に成立し、都道府県と同様、

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

市町村においても地域版人口ビジョンと総合

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおりに

戦略の策定が努力義務とされたことから、本

日程に追加し審議することにしたいと思いま

町の実情を踏まえた総合戦略を策定する必要

す。

があるとの認識のもと、人口ビジョンと総合

これに、御異議ございませんか。

戦略を策定することといたしました。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

足寄町まち・ひと・しごと創生総合戦略

異議なしと認めま

す。

は、国の長期ビジョンと総合戦略、北海道の
人口ビジョンと総合戦略の骨子等を勘案し、

したがって、追加議事日程のとおり日程に

本町における人口の現状と将来の姿を示し、

追加し、審議することに決定をいたしまし

今後目指すべき将来の展望を提示する人口ビ

た。

ジョンと、これを踏まえ人口減少や少子高齢
化が急速に進む社会情勢においてもこの地で
◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１

暮らすことに幸せを感じられるまちを維持し
行政

報告を行います。

ていくための「しごとの創生」、「ひとの創
生」、「まちの創生」に一体的に取り組むた

町長から行政報告の申し出がありました。

めの今後５年間の目標や施策の基本方向、具

これを許します。

体的な施策等をまとめた総合戦略の２章で構

町長

成しております。

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

議長のお許しをい

人口ビジョンでは、本町の過去から未来の

ただきましたので、追加の行政報告を申しあ

人口動向分析等を行い、本町の場合、出生率

げます。

の上昇につながる施策よりも、転出者を抑え

足寄町まち・ひと・しごと創生総合戦略の
策定につきまして。

て転入者をふやす施策に取り組むほうが本町
の人口減少対策に効果があるとの分析結果と
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なりましたが、出生率の上昇につながる施策

心とした安心して働くための産業振興と雇用

を充実することが転出減や転入増に結びつく

の場の創出、若い世代が希望に応じて結婚、

ことから、両施策に優劣をつけずに取り組む

出産、子育て、働き方ができる環境づくり、

こととしております。

各地域における定住促進、農山村を初めとし

人口の将来展望については、一層の子育て

た地域における日常生活の機能維持及び地域

支援策の充実により、合計特殊出生率にあっ

ネットワークの構築の三つを重点項目と掲

ては現在の１.５９から２０２０年に１.８程

げ、庁舎内にあっては各課・部局長等を構成

度、２０３０年までに人口置換水準である

員とする、まち・ひと・しごと本部と、若手

２.０７程度、２０４０年に２.３程度まで上

職員を構成員とするまち・ひと・しごと創生

昇させることを目指し、純移動率にあっては

ワーキングチームにおいて地方創生に資する

足寄高校支援策や農林業の担い手対策の充

取り組み等について検討を進めてまいりまし

実、若者が就職したいと思える仕事を創出

た。

し、サービス産業等への波及効果による雇用

また、住民や各種団体からアイディア募集

拡大と、男女が出会い安心して結婚し子供を

やパブリックコメントの実施、各種団体や青

産み育てられる環境整備や移住施策の充実を

年グループとの意見交換会等を行うととも

進め、転出者の抑制とＵターン就農や新規就

に、足寄町のまちづくりの指針となる第６次

農者、子育て世代の転入者増を期待し、国立

総合計画の策定作業との整合、連携を図るた

社会保障人口問題研究所推計に使用されてい

め総合計画策定専門委員会や総合開発審議会

る、転出が超過している移動率を０.５倍に

において検討、審議をしていただき、さらに

縮小することを目指しております。

議会の足寄町まち・ひと・しごと創生総合戦

その結果、２０１０年の国政調査人口７,

略調査特別委員会中間報告における御提案等

６３０人が社人研推計では２０６０年に３,

を踏まえ、国と同様、自立性・将来性・地域

０４５人に減少すると試算されているとこ

性・直接性・結果重視の政策５原則と、選択

ろ、地方創生の取り組みを効果的に進めた場

と集中の考えに基づき、５年間のうちに人口

合の推計人口を社人研推計に比べて約９００

減少克服と地方創生の効果が期待できる取り

人多い３,９５３人と見込むことで、高齢化

組みを厳選し、総合戦略に計上をいたしまし

率の低下とバランスのよい年齢構成になり、

た。

安定した足寄町の発展が期待できるものであ
ります。

なお、庁舎内での検討、住民や各種団体等
から提案や意見交換の際にお受けしました提

総合戦略は、人口減少は地域経済の縮小を

案内容と総合戦略への反映結果を別冊２にま

呼び、地域経済の縮小は住民の経済力の低下

とめておりますが、今回の総合戦略には反映

につながり、地域社会のさまざまな基盤の維

できなかった提案や、総合戦略への計上はな

持を困難にして人口減少を加速させるという

じまない提案ではあるものの今後の足寄町の

悪循環の連鎖を断ち切り、まち・ひと・しご

まちづくり、地方創生を進めていく上で尊

との好循環を確立し、安全と希望、快適なま

重、参考にすべき御意見や実施に向けて検討

ちを実現するため、住民を初め、産業界、行

する価値のあるアイディア等が多数含まれて

政、教育、金融、労働団体やメディア、さら

おります。

に足寄町議会と一体となって問題意識を共有

今回の総合戦略に計上した主な施策は、基

し、幅広く御意見や御提言をいただき、総合

本目標１の産業振興と雇用の場の創出にあっ

的な戦略としてまとめました。

ては、新商品・御当地グルメ開発、販路拡大

本町の総合戦略は、人口減少を食いとめる

事業、体験型観光ルート開発、観光拠点整

ための国の取り組みに対応し、若い世代を中

備、農業経営継承円滑化、担い手研修環境整
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備事業、商工業経営体の継承事業、まちづく

体等において中心的な役割で活躍されている

り専門家招聘、人材育成事業等であります。

方、組織を牽引している方、まちづくりに意

また、基本目標２の希望に応じて結婚、出

欲のある方等で構成する（仮称）足寄未来創

産、子育て、働き方ができる環境づくりに

生委員会を設置する予定であります。

あっては、地方創生先行型事業として本年４

また、国の平成２６年度補正予算に計上さ

月から実施をしている出産祝い金贈呈事業、

れた地方創生先行型予算１,７００億円のう

学校給食費無償化事業、学童保育所無償化事

ち、３００億円の執行が留保されていました

業のほか、結婚サポート事業、妊娠支援事

が、地方創生の先駆的な取り組みや広域的な

業、保育料完全無償化事業、足寄高校魅力化

取り組みを行う都道府県や市町村に対し上乗

事業、学童保育所整備事業等を計上しまし

せ交付を行うこととなり、本町にあっては総

た。

合戦略の早期策定にかかわるタイプⅡの交付

基本目標３の定住促進、日常生活の機能維

金１,０００万円については、内閣府との事

持及び地域ネットワークの構築にあっては、

前相談が完了したことから、さきに行政報告

空き家データベース等整備事業、移住施策の

いたしましたとおり、本年１０月から来年３

拡充、町の魅力を積極的にＰＲ、交通ネット

月までの保育料完全無償化の財源として本定

ワーク充実等を計上をいたしました。

例会に関係予算を計上させていただきまし

それぞれの取り組みには、その取り組みを

た。

実施することにより得られる成果の期待値を

また、他の地方公共団体の参考となる将来

重要業績評価指標として設定することによ

性や地域性を踏まえた先駆的な取り組みに交

り、目標の明確化と共有化が可能となり、成

付されるタイプＩの交付金にあっては、既に

果を重視した取り組みを進めることができる

一般財源により予算の議決をいただいており

ものと考えております。

ます、足寄町学習塾の本年度事業費を対象経

総合戦略は、計画策定、推進、点検・評

費として交付申請をしておりますが、二つ以

価、改善の４段階の流れを繰り返すＰＤＣＡ

上の自治体が連携して実施する広域的な取り

サイクルの手順により進めることとしてお

組みに優先配分するとの情報が入ってきてお

り、戦略を策定し、関係団体等と連携して具

り、現状では交付金が配分されるかかどうか

体的取り組みを進め、取り組み成果である重

不確実なことから、歳入の予算化は保留して

要業績評価指標等を用いて総合開発審議会等

いるところであります。

において効果を検証し、必要に応じて施策の

地方創生を着実に推進するためには、地方

見直しや中止、取り組みの重点化、新たな方

財政の充実が不可欠であり、人口減少対策に

法への転換等を行い、総合戦略にあっても柔

幅広く使える新型交付金と安定的な財政運営

軟かつ迅速に必要な見直しを適宜行い、地方

のための地方交付税の十分な確保につきまし

創生の着実な前進を実現したいと考えており

て、国を初めとした関係機関に要望するとと

ます。

もに、引き続き議会とともに足寄町の地方創

さらに、総合戦略の概要を広く住民にお知

生を着実に進めてまいりたいと考えておりま

らせして情報共有を進めるとともに、総合戦

すので、御理解と御協力を賜りますようお願

略の取り組みを行政、住民、企業、団体等の

い申し上げ、御報告といたします。

一層の連携と機動的な対応で進めるために、

○議長（吉田敏男君）

庁舎内に設置した足寄町まち・ひと・しごと

終わります。

これで、行政報告を

創生本部を中心に施策を進めるほか、施策推
進のための条件整備、関係団体間の調整や課
題の洗い出しと情報共有等を目的に、各種団

◎

報告第１８号

○議長（吉田敏男君）
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報告

第１８号平成２６年度足寄町健全化判断比率
及び資金不足比率の報告についての件を議題
といたします。

％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１４.７３％、財政再生基準が

本件について、報告を求めます。

２０％となっておりますので、いずれも基準

総務課長

を下回っております。

大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

ただいま議題と

次に、連結実質赤字比率でございますが、

なりました、報告第１８号平成２６年度足寄

分子を連結実質赤字額、分母を標準財政規模

町の健全化判断比率及び資金不足比率の報告

として算出することとされております。

について、御説明申し上げます。

足寄町における比率につきましては、この

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

算式に当てはめて算出いたしますと黒字とな

第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

りまして、マイナス１３.４８％となってお

り、健全化判断比率及び資金不足比率を監査

ります。

委員の意見をつけて次のとおり報告するもの
でございます。

国の基準が、早期健全化基準が１９.７３
％、財政再生基準が３０％となっております

１点目といたしまして、地方公共団体の財
政の健全化に関する法律第３条第１項の規定

ので、これにつきましても国の基準を下回っ
ております。

に基づく健全化判断比率でございますが、実

次に、実質公債費比率３カ年平均でござい

質赤字比率、連結実質赤字比率ともに黒字の

ますが、公債費等が標準財政規模に比べると

ため、数値の表示はございません。

どの程度の割合になるかをあらわす比率でご

実質公債比率は９.７％でございます。

ざいます。

昨年が１１.６％でございましたので１.９
％下回っております。

足寄町における比率は、平成２４年度が１
１.６％、平成２５年度が９.８％、平成２６

将来負担比率は、マイナスでございますの
で、数値の表示はございません。

年度８.０％、３カ年平均で９.７％となって
おります。

２点目は、法律第２２条第１項の規定に基

国の基準でございます、早期健全化基準は

づく公営企業の公営企業会計の資金不足比率

２５％、財政再生基準は３５％となっており

でございますが、上水道事業会計、国民健康

ますので、国の基準を下回っております。

保険病院事業会計、簡易水道特別会計、公共

次に、５ページをお願いいたします。

下水道事業特別会計、いずれの会計につきま

将来負担比率でございますが、将来負担額

しても資金不足は生じておりませんので、数

といたしまして、下のほうに片仮名のイから

値の表示はございません。

チまで記載してございますが、この合計額等

２ページ、３ページに監査委員の意見を付
してございます。

を分子といたしまして、標準財政規模等を分
母といたしまして算出をいたします。

４ページ、５ページに積算資料を添付して

これで算出いたしますと、足寄町における

おりますので、４ページをお願いいたしま

比率については、マイナス８.１％となって

す。

ございます。

まず、健全化判断比率の中の実質赤字比率

国の基準は、早期健全化基準３５０％でご

でございますが、分子に一般会計等の実質赤

ざいますので、これも基準を下回っておりま

字額、分母を標準財政規模として計算するこ

す。

ととされておりまして、この数値を当てはめ

次に、公営企業にかかわる資金不足比率で

て算出いたしますと、足寄町における比率は

ございますが、いずれの会計も赤字決算とは

黒字となっておりまして、マイナス３.５５

なっておりません。
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国の基準であります、経営健全化基準２０
％を下回るということになってございます。
以上のとおり、御報告申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

でございます。
工期は、平成２８年３月１１日でございま

ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

す。
工事概要でございますが、放課後児童拠点

質疑はございませんか。

施設の増築でございまして、増築する施設は

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

２、株式会社外田組、代表取締役菅原智美氏

木造２階建てで既存建物との渡り廊下が鉄骨

質疑なしと認めま

す。

造でございまして、増築延べ床面積は５２
２.９１平方メートルでございます。

これで、質疑を終わります。

工事場所は、足寄町南６条２丁目２番地の

これをもって、報告を終わります。

２外でございます。
なお、７ページから９ページに配置図、平

◎

議案第１００号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第３

面図等を貼付しておりますので、御参照をお
議案

願いいたします。

第１００号（仮称）放課後児童拠点施設建築

以上で、提案理由の説明とさせていただき

（建築主体）工事請負契約についての件を議

ますので、御審議のほどをよろしくお願い申

題といたします。

し上げます。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

○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。
大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

これから、質疑を行います。
ただいま議題と

なりました、議案第１００号（仮称）放課後

質疑はございませんか。
７番田利君。

児童拠点施設建築（建築主体）工事請負契約

○７番（田利正文君）

８ページの図面を見

について、提案理由の御説明を申し上げま

て、ちょっと単純な質問ですけれども、吹き

す。

抜けの部分をなくして、２階を真四角の床に

平成２７年９月２日、足寄町財務規則に基

することはできなかったのかと、あとはそう

づき指名競争入札に付した（仮称）放課後児

いふうにしなかった理由をちょっとお聞きし

童拠点施設建築（建築主体）工事について、

たいと思います。

下記のとおり請負契約を締結するため、議会

○議長（吉田敏男君）

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

○福祉課長（櫻井光雄君）

分に関する条例第２条の規定により議会の議

なっておりまして、図書室を含めていろいろ

決をお願いするものでございます。

な方がここで活動をしていただくということ

契約の目的は、（仮称）放課後児童拠点施
設建築（建築主体）工事でございます。

答弁、福祉課長。
１階は児童館に

で空間といいますか、圧迫感のないような形
をということで吹き抜けとさせていただきま

契約の方法につきましては、指名競争入札
による契約でございます。

した。
この吹き抜けをつくることによって、２階

契約の金額は、１億６,５６２万８,８００
円でございます。

の学童保育所の安全はどうなのかと。お子さ
んが転落とか、そういう事故にはならなのか

契約の相手方は、木村・外田経常建設共同

という部分では、設計を含めて協議をさせて

企業体。代表者、足寄町旭町４丁目２４番

いただいて安全対策は万全を期しているとい

地、株式会社木村建設、代表取締役木村昭

うことで、こういった吹き抜けをつくらせて

氏。構成員は、足寄町西町８丁目１番地の１

いただきました。
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以上でございます。

○２番（榊原深雪君）

この児童館につきま

○議長（吉田敏男君）

７番田利君。

しては、利用者もふえているということで、

○７番（田利正文君）

これもまた単純な質

以前の児童館に比べましたら本当にありがた

問ですけれども、ここのところを吹き抜けが

いことだなと思っています。

なくて真四角になると、例えば、学童保育の

以前は、やっぱり暗くて天井は低くて利用

先生が子供たちを見るにしても、あるいは遊

者が堅苦しい思いをして、狭苦しい思いをし

ばせるにしても広くてもっと使い勝手がいい

て利用していたのは思い出されますけれど

のではないかというふうに単純に思ったので

も。

すけれども、その辺はどうなのでしょうか。
○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

この建物、２階

今回の契約の１億６,５００万円以上のも
のが入札されたときのこの入札率というのは
何％だったのでしょうか。

となっておりまして、１階は、先ほどお話し

○議長（吉田敏男君）

したように児童館になっていまして、ここの

入札率。

来られる、日中含めて、お父さん、お母さん

予定価格に対しての

ここで、暫時休憩をいたします。

も来ていただくような児童館になっておりま

午後

２時０７分

休憩

すので、明かりといっては何ですが、日中で

午後

２時０８分

再開

も明かりが入ってくるといいますか、日差し

○議長（吉田敏男君）

が入ってくるような形ということで、この吹

再開をいたします。

き抜けもつくらせていただいているというこ

総務課長、答弁。

休憩を閉じ、会議を

とで御理解いただきたいと思います。

○総務課長（大野雅司君）

○議長（吉田敏男君）

７番田利君。

て申しわけございませんでした。

○７番（田利正文君）

吹き抜けはいいので

すけれども、２階の部分を広くするという点

大変お待たせし

入札率は、９８.７％でございます。
○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

では検討されたのかどうかということなので

他に、質疑はございませんか。

すけれども。

１１番髙橋君。

○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

大変申しわけあ

りません。

○１１番（髙橋秀樹君）

配置図の７ページ

目です。
駐車場とこちらに描かれているのですけれ

２階は学童保育所の専用といいますか。

ども、駐車場はどちらからこれ入ることにな

現在、これまで定員は６０人だったのです

るのですか。東側か西側か。

けれども、これを８０人にさせていただく

○議長（吉田敏男君）

と。

○福祉課長（櫻井光雄君）

さらに、小学校６年生まで対象者を拡大し

答弁、福祉課長。
お答えいたしま

す。

ているということで、現状の中で十分な面積

こちらは、足寄小学校のほうからと、国道

を確保できるようにしておりますので、この

を突き抜けるといいますか、通路になってい

吹き抜けの部分を全部２階の床にしなくても

ます。

面積は確保できるということでありましたの
でこういった設計になっております。
以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

ここの建物なのですけれども、２階の部分
だけ出ているのですけれども、下は通り抜け
ができるような形を今予定しております。

いいですか。

以上でございます。

他に、質疑ありませんか。

○議長（吉田敏男君）

２番榊原君。

○１１番（髙橋秀樹君）
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１１番髙橋君。
これ、足寄小学校

側からも入っては来られると。

ども、どうなのでしょうか、その辺は。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

小学校のほうから入って来られるように
なっています。

実は、ここに直接横断歩道ができないか、
もっといけば、手押しボタンでもいいのです

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）

答弁、福祉課長。

けれども、信号機がつけることができないか
１１番髙橋君。

○１１番（髙橋秀樹君）

ということで要請はしたいと思っています。

足寄小学校側から

入って来られるという。

ただ、現状、両端に横断歩道があって、そ
の児童館に行くところだけをまた横断歩道を

この間、ＰＴＡの方が足寄小学校側から

設置するとした場合に、通行の支障といいま

入ってこられるようになると、正門からその

すか、障害が逆についてしまうということ

まま子供がこの駐車場を通ってこの児童館の

で、なかなか公安委員会の許可がおりないの

ほうに入ってくるような形になってしまうの

ではないだろうかと。

ではないかと懸念をしていたのです。

この児童館以外にも要望をしているのです

ここ、横断歩道等はないような形になって

けれども、なかなかそういった実現ができな

いるのですけれども、そこの配慮というのは

い状況から、なかなか難しいのではないかと

どういうようなお考えをしているのか、

いうふうに今考えております。

ちょっとお伺いをいたします。
○議長（吉田敏男君）

以上でございます。

答弁、福祉課長。

○福祉課長（櫻井光雄君）

お答えいたしま

す。

○議長（吉田敏男君）

１１番髙橋君。

○１１番（髙橋秀樹君）

それであれば、例

えば、道路標識。道路にスクールゾーンとか

小学生が小学校のほうから来る場合ですけ

何か派手にスピード落とせぐらいなわっと書

れども、横断歩道を渡ってきていただくよう

いてあるようなというところというのは、足

な形になります。

寄町としてできるのか、それともそれはもう

ここ、表示の仕方が駐車場というふうに

公安に言わなければできないのか。

なっていますけれども、きちんと歩道と車道

そういうスピードを出せないような配慮を

と駐車場、きちんと区分けして安全に児童生

させるということができるのかできないの

徒が渡れるような形になっておりますので、

か。

御理解をいただきたいと思います。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

○建設課長（阿部智一君）

○１１番（髙橋秀樹君）

１１番髙橋君。
そうしましたら、

お答えをいたし

ます。

足寄小学校があって、どちらかの横断歩道を
渡ってこちらに来ると。

答弁、建設課長。

基本的に、道路の交通規制につきまして
は、公安委員会さんが所管ということになっ

その場合は、西側からの想定でいるのです

てまいりますので、今、議員御質問のとお

か、駐車場へ入ってくる想定で、ぐるっと

り、車両の通行の速度を落とすような規制等

回って東側から入ってくる想定でいるのか。

については、基本的には公安委員会さんが所

両方ともあるのかなというふうに思うのです

管をするということになってまいりますの

けれども。

で。

子供のことですから、正門を出て、そのま

まず、方法といたしましては、当然、町道

ま車道をぱっと渡ってしまうということも想

でございますので、道路管理者を通しての足

定できるのかなというふうに思うのですけれ

寄町がどこまでの規制をできるかという部分
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については、公安委員会さんのほうと十分協

第１０１号足寄町第６次総合計画基本構想及

議をした上で進めざるを得ないのかなという

び基本計画（平成２７年度～平成３６年度）

ふうに考えておりますし。

についての件を議題といたします。

この間も、本別の公安委員会さんのほうと
も事前協議ということで協議をさせていただ
いているわけですが、その結果につきまして

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

大野雅司君。

は、先ほど福祉課長のほうからも御答弁をさ

○総務課長（大野雅司君）

ただいま議題と

せていただいておりますけれども。

なりました、議案第１０１号足寄町第６次総

今後についても、一番私どもといたしまし

合計画基本構想及び基本計画（平成２７年度

ては手押しであれ信号機を設置するのが、こ

～平成３６年度）について、提案理由の御説

れ一番児童が通う上では一番安全な対策とい

明を申し上げます。

うふうにも考えておりますので、その辺も含

別冊のとおり、足寄町第６次総合計画基本

みながら公安委員会のほうと協議を進めてい

構想及び基本計画を定めましたので、足寄町

きたいなというふうに考えておりますので、

議会総合条例第１１条第１項の規定により、

御理解いただきたいというふうに思います。

議会の議決をお願いするものでございます。

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

計画の内容について、御説明申し上げま
別冊の総合計画つづり１ページをごらんく

質疑なしと認めま

す。

ださい。
策定趣旨を記載してございますが、総合計

これで、質疑を終わります。

画は市町村のさまざまな計画の基本となるも

これから、討論を行います。

のであり、足寄町が目指すまちづくりや、そ

討論はございませんか。

れを実現するための施策等を定める重要な計

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

画でございまして、これまで地方自治法にお

討論なしと認めま

す。

いて市町村は議会議決を経て総合的かつ計画
的な行政運営を図るための基本構想を定め、

これで、討論を終わります。

これに即して行うようにしなければならない

これから、議案第１００号（仮称）放課後

と規定されていましたが、平成２３年の自治

児童拠点施設建築（建築主体）工事請負契約

法改正でこの規定が削除され、策定義務がな

についての件を採決をします。

くなりました。

この表決は、起立によって行います。

しかしながら、総合計画の策定義務が撤廃

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。

で指針となる中長期的な計画は必要であるこ

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

されても、本町のまちづくりを進めていく上
とから、足寄町第５次総合計画に掲げたまち

全員の起立です。

づくりの目標に対して施策の成果や課題を適

したがって、議案第１００号（仮称）放課

切に評価し、町民と行政による協働のまちづ

後児童拠点施設建築（建築主体）工事請負契

くりを実現するため、足寄町が目指す将来像

約についての件は、原案のとおり可決されま

を明確に提示した、平成２７年度から平成３

した。

６年度までの１０カ年計画として、足寄町第
６次総合計画を策定したものでございます。
◎

議案第１０１号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第４

３ページをごらんください。
議案

計画の位置づけと性格といたしまして、総
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合計画では、まちの目指す将来像を掲げ、生

の土地利用計画から最後の７５ページの公益

活基盤、医療、福祉、教育、産業、行財政な

行政の推進までの４９の項目について、現状

ど、まちづくりの全ての分野にわたって取り

と課題、基本方針、施策の内容を記載してお

組むべき内容を明らかにしています。

ります。

位置づけと性格といたしまして、１点目と

なお、実施計画につきましては、ただいま

いたしまして、総合計画は足寄町の最上位計

策定作業を進めておりまして、策定いたしま

画でございます。

したら報告させていただく予定でおります。

２点目といたしまして、町民や民間団体、

以上で、提案理由の説明とさせていただき

関係機関と共有し協働で進める計画でござい

ますので、御審議のほど、よろしくお願い申

ます。

し上げます。

３点目といたしまして、足寄町のまちづく
りの意思を示す計画でございます。

○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。

４ページ目となりますが、総合計画は基本
構想、基本計画、実施計画で構成し、計画期

これから、質疑を行います。
質疑はございませんか。

間は平成２７年度から平成３６年度までの１
０カ年でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

５ページから１０ページにかけて、計画の

質疑なしと認めま

す。

背景といたしまして、足寄町の沿革、立地条

これで、質疑を終わります。

件、自然条件、社会・経済的条件、足寄町の

お諮りをいたします。

課題について記載しております。

本件につきましては、議長を除く１２人の

１１ページからが基本構想となりますが、

委員で構成する足寄町第６次総合計画審査特

緑の大地にあふれる幸せ、安全で安心なまち

別委員会を設置し、これに付託して閉会中の

足寄を将来像といたしました。

継続審査にすることにしたいと思います。

１２ページで、基本目標としまして、緑豊

これに御異議ございませんか。

かな自然と共生し、安心して暮らせる快適な

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

まちづくり、いつまでも健康で安心して暮ら

○議長（吉田敏男君）

せる支え合いのまちづくり、豊かで強い心を

す。

異議なしと認めま

育む学びと文化のまちづくり、豊かな自然を

したがって、本件については、議長を除く

生かした活力と魅力ある産業によるまちづく

１２人の委員で構成する足寄町第６次総合計

り、みんなでつくる協働のまちづくりの五つ

画審査特別委員会を設置し、これに付託して

を基本目標としました。

閉会中の継続審査にすることに決定をいたし

１３ページ、１４ページでは、人口指標と

ました。

して人口推計の各種参考値を記載し、１４

ここで、暫時休憩をいたします。

ページの最後の部分になりますが、平成７２

休憩中に、特別委員会を開催し、正副委員

年、２０６０年でございますが、４５年後の

長の互選をお願いをいたします。

人口を３,９５３人と推計いたしました。
１５ページから、施策の大綱といたしまし

午後

２時２４分

休憩

午後

２時３０分

再開

て、先ほどの基本目標五つを各編のテーマと

○議長（吉田敏男君）

いたしました。

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

１８ページ以降が基本計画となりますが、
基本計画では、ただいまの５編に章立てをし
て、各章に節を設け、節の項目は２１ページ

◎

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）
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諸般の報告をしま

す。

ます。

足寄町第６次総合計画審査特別委員会の正

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第１

副委員長の互選が行われ、その結果の報告が

０２号平成２７年度足寄町一般会計補正予算

議長の手元に参りましたので、報告をいたし

（第７号）の件の質疑を行います。

ます。

６ページをお開きください。

委員長に、井脇昌美君。

歳入歳出一括で行います。

副委員長に、星孝道君。

質疑はございませんか。

以上のとおりです。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

◎

議案第１０２号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第５

か。
議案

（「なし」と呼ぶ者あり）

第１０２号平成２７年度足寄町一般会計補正

○議長（吉田敏男君）

予算（第７号）の件を議題といたします。

ります。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
町長

総括ございません

これで、質疑を終わ

これから、討論を行います。
討論はございませんか。

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
ただいま議題とな

りました、議案第１０２号平成２７年度足寄

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

町一般会計補正予算（第７号）について、提

これで、討論を終わります。

案理由を御説明申し上げます。

これから、議案第１０２号平成２７年度足

補正予算つづりをお願いをいたします。

寄町一般会計補正予算（第７号）の件の採決

議案第１０２号平成２７年度足寄町一般会

をします。

計補正予算（第７号）について、御説明を申

この表決は、起立によって行います。

し上げます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

の方は起立願います。

２２２万２,０００円を追加をし、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億４４９
万２,０００円とするものでございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第１０２号平成２７年度

６ページをお願いをいたします。

足寄町一般会計補正予算（第７号）の件は、

６ページの歳出でありますが、第２款総務

原案のとおり可決されました。

費、第１項総務管理費、第７目庁舎管理費に
おきまして、暖房及び空調設備を制御する中

◎

議 案第 ９ ８号 及 び議 案 第９ ９

央監視盤の故障修繕などの施設等修繕料とい

号、議案第１０３号から議案第

たしまして２２２万２,０００円を計上をい

１１０号まで

たしました。

○議長（吉田敏男君）

追加日程第６

議案

歳入につきましては、第１８款繰入金、第

第９８号平成２６年度足寄町上水道事業会計

１項基金繰入金におきまして、歳出と同額の

剰余金の処分及び決算認定についての件から

財政調整基金繰入金を計上をいたしました。

追加日程第１５議案第１１０号平成２６年度

以上で、議案第１０２号平成２７年度足寄

足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

町一般会計補正予算（第７号）の提案理由の

認定についての件まで１０件を一括議題とい

説明とさせていただきます。

たします。

御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ
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本件について、提案理由の説明を求めま

す。
総務課長

について御説明申し上げます。
大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

地方自治法第２２３条第３項の規定によ
ただいま議題と

り、平成２６年度足寄町国民健康保険事業特

なりました、議案第９８号平成２６年度足寄

別会計歳入歳出決算を監査委員の意見をつけ

町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認定

て議会の認定に付するものでございます。

について及び議案第９９号平成２６年度足寄

次に、議案第１０５号平成２６年度足寄町

町健康保険病院事業会計決算認定について並

簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい

びに議案第１０３号平成２６年度足寄町一般

て、御説明申し上げます。

会計歳入歳出決算認定についてから議案第１

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

１０号平成２６年度足寄町後期高齢者医療特

り、平成２６年度足寄町簡易水道特別会計歳

別会計歳入歳出決算認定についてまで、一括

入歳出決算を監査委員の意見をつけて議会の

提案理由を御説明申し上げます。

認定に付するものでございます。

提出議案書３８ページをお願いいたしま
す。

次に、議案第１０６号平成２６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

議案第９８号平成２６年度足寄町上水道事

ついて、御説明申し上げます。

業会計剰余金の処分及び決算認定について、
御説明申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ
り、平成２６年度足寄町公共下水道事業特別

地方公営企業法第３２条第２項の規定によ
り、平成２６年度足寄町上水道事業会計決算

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。

に伴う剰余金処分計算書案のとおり処分し、

１２ページをお願いいたします。

あわせて同法第３０条第４項の規定により、

議案第１０７号平成２６年度足寄町介護保

平成２６年度足寄町上水道事業会計決算を、

険特別会計歳入歳出決算認定について、御説

監査委員の意見をつけて議会の認定に付する

明申し上げます。

ものでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

次に、議案第９９号平成２６年度足寄町国

り、平成２６年度足寄町介護保険特別会計歳

民健康保険病院事業会計決算認定について御

入歳出決算を、監査委員の意見をつけて議会

説明申し上げます。

の認定に付するものでございます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

次に、議案第１０８号平成２６年度足寄町

り、平成２６年度足寄町国民健康保険病院事

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業

業会計決算を監査委員の意見をつけて議会の

特別会計歳入歳出決算認定について、御説明

認定に付するものでございます。

申し上げます。

追加提出議案書の１１ページをごらんくだ
さい。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ
り、平成２６年度足寄町足寄都市計画足寄市

議案第１０３号平成２６年度足寄町一般会

街地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

計歳入歳出決算認定について、御説明申し上

算を監査委員の意見をつけて議会の認定に付

げます。

するものでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

次に、議案第１０９号平成２６年度足寄町

り、平成２６年度足寄町一般会計歳入歳出決

介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定

算を、監査委員の意見をつけて議会の認定に

について御説明申し上げます。

付するものでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ

次に、議案第１０４号平成２６年度足寄町

り、平成２６年度足寄町介護サービス事業特

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

別会計歳入歳出決算を監査委員の意見をつけ
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て議会の認定に付するものでございます。

選出監査委員を除く１１人の委員で構成する

次に、議案第１１０号平成２６年度足寄町

平成２６年度決算審査特別委員会を設置し、

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

これに付託して閉会中の継続審査にすること

ついて御説明申し上げます。

に決定をいたしました。

地方自治法第２３３条第３項の規定によ
り、平成２６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

ここで、暫時休憩をいたします。
休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長
の互選をお願いをいたします。

議会の認定に付するものでございます。
以上で、議案第９８号平成２６年度足寄町

午後

２時４２分

休憩

午後

２時４８分

再開

上水道事業会計剰余金の処分及び決算認定に

○議長（吉田敏男君）

ついて及び議案第９９号平成２６年度足寄町

再開をいたします。

休憩を閉じ、会議を

国民健康保険病院事業会計決算認定について
並びに議案第１０３号平成２６年度足寄町一

◎

諸般の報告

般会計歳入歳出決算認定についてから議案第

○議長（吉田敏男君）

１１０号平成２６年度足寄町後期高齢者医療

ます。

諸般の報告をいたし

特別会計歳入歳出決算認定についてまで、一

平成２６年度決算審査特別委員会の正副委

括提案理由の説明とさせていただきますの

員長の互選が行われ、その結果の報告が議長

で、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

の手元に参りましたので報告をいたします。

す。

委員長に、高道洋子君。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

副委員長に、木村明雄君。
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。

◎

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

意見書案第５号

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

追加日程第１６

意

見書案第５号林業・木材産業の成長産業化に
向けた施策の充実・強化を求める意見書の件

これで、質疑を終わります。

を議題といたします。

お諮りをいたします。

本件につきましては、条例第６５条第３項

本件につきましては、議長と議会選出監査
委員を除く１１人の委員で構成する平成２６

の規定により提案理由の説明を省略をいたし
ます。

年度決算審査特別委員会を設置し、これに付

これから、質疑を行います。

託して閉会中の継続審査にすることにしたい

質疑はございませんか。

と思います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なお、議会は、平成２６年度決算審査特別
委員会に対し、地方自治法第９８条第１項の

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

規定による審査を付与することにしたいと思

これで、質疑を終わります。

います。

これから、討論を行います。

これに御異議ございませんか。

討論はございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めま

す。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

したがって、本件については、議長と議会

これで、討論を終わります。
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これから、意見書案第５号林業・木材産業

おり可決されました。

の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求
める意見書の件を採決をします。

◎

議員派遣の件

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

員派遣の件を議題といたします。

の方は起立願います。

議

本件については、お手元に配付のとおり議

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

追加日程第１８

員を派遣したいと思いますが、これに御異議

全員の起立です。

ございませんか。

したがって、意見書案第５号林業・木材産

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

○議長（吉田敏男君）

求める意見書の件は、原案のとおり可決され

ます。

ました。

異議ないものと認め

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。
◎

意見書案第６号

○議長（吉田敏男君）

追加日程第１７

意

◎

閉会中の継続調査申出書の件

見書案第６号所得税法第５６条の廃止を求め

○議長（吉田敏男君）

る意見書の件を議題といたします。

会中の継続調査申出書の件を議題といたしま

本件につきましては、条例第６５条第３項

閉

す。

の規定により提案理由の説明を省略をいたし
ます。

追加日程第１９

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

これから、質疑を行います。

の委員長から、総合条例第１３６条の規定に

質疑はございませんか。

よって、お手元に配付いたしましたとおり閉

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

会中の継続調査の申し出があります。

質疑なしと認めま

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

これで、質疑を終わります。

査にすることに御異議ございませんか。

これから、討論を行います。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

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）

異議なしと認めま

す。

討論なしと認めま

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

これで、討論を終わります。

した。

これから、意見書案第６号所得税法第５６
条の廃止を求める意見書の件を採決をしま
す。

◎

閉会の議決

○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

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）

お諮りをいたしま

本定例会に付議されました事件は全て終了
をいたしました。

起立）

したがって、総合条例第２８条の規定に

全員の起立です。

したがって、意見書案第６号所得税法第５

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。

６条の廃止を求める意見書の件は、原案のと
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（「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。
◎

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

これで、本日の会議

を閉じます。
平成２７年第３回足寄町議会定例会を閉会
をいたします。
午後

２時５３分

閉会
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