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◎議事日程
日程第

１

会議録署名議員の指名＜Ｐ４＞

日程第

２

会期の決定＜Ｐ４＞

日程第

３

行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ７＞

日程第

４

報告第１９号

専決処分の報告について（町民センター緑地公園パークゴ
ルフ場事故に対する損害賠償の額を定めることについて）
＜Ｐ７＞

日程第

５

報告第２０号

専決処分の報告について〔平成２７年度足寄町一般会計補
正予算（第８号）〕＜Ｐ７～Ｐ８＞

日程第

６

報告承認第５号

専決処分の承認を求めることについて〔平成２７年度足寄
町一般会計補正予算（第９号）〕＜Ｐ８～Ｐ９＞

日程第

７

議案第１１１号

足寄町携帯電話基地局整備工事請負契約について＜Ｐ９～
Ｐ１０＞

日程第

８

議案第１１２号

足寄町携帯電話基地局電気通信設備購入売買契約について
＜Ｐ１０～Ｐ１１＞

日程第

９

議案第１１３号

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例＜Ｐ１１～Ｐ１２＞

日程第１０

議案第１１４号

平成２７年度足寄町一般会計補正予算（第１０号）＜Ｐ１
２～Ｐ１３＞

日程第１１

議案第１１５号

平成２７年度足寄町上水道事業会計補正予算（第２号）＜
Ｐ１３～Ｐ１４＞
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午前１０時００分

開会

中でも被害状況を報告をさせていただきます
けれども、かつて経験したことのないような

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

強風に見舞われまして、強風災害があったと

全員の出席でござい

いうことでございます。

ます。

後ほど、行政報告で報告をさせていただき

ただいまから、平成２７年第５回足寄町議

ます。

会臨時会を開会をいたします。

また、全体的に農業関係でありますけれど

町長安久津勝彦君から招集の御挨拶がござ
います。
町長

も、ことしは足寄町にとっては大豊作という
気象で終われるだろうという報告を受けてい

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

ます。
議長のお許しをい

ただ、そういう中にあって、やはり一番、

ただきましたので、第５回臨時会招集に際し

この間も申し上げてきたわけでありますけれ

ての御挨拶を一言申し上げます。

ども、ＴＰＰの大枠合意がされたということ

９月定例会以降、さまざまな取組を進めて

で、今後このことがどのような形になってい

きているところでありますけれども、若干、

くのか、対策を含めて、どのような形になっ

報告も兼ねてお話をさせていただきたいとい

ていくのか。今現在も、正確な情報開示とい

うふうに思います。

うのは私どもの町にも届いていません。

１０月１日からは、足寄高校の存続をかけ

今、札幌地区あるいは近々十勝、釧路ある

た、あるいは魅力づくりの一環として、公設

いは旭川で農水のほうで説明会を開かれると

民営塾を開校することができました。

いう情報は来ていますけれども、事細かな合

引き続き、足寄高校存続につなげるべく最

意の内容等々を含めて、私どものほうに対し

大限の努力をしてまいりたいというふうに

ての詳細の情報開示はまだされていないとい

思っております。

うことでございますから、引き続き、また情

また、１０月２日の日には、足寄町の最大

報の収集あるいは対策、どういったような対

の応援団であります、札幌足寄会が札幌で開

策が必要なのかということも含めて、しっか

催をされました。

りとした対応をしてまいりたいというふうに

ことしは、札幌の足寄会につきましては、

考えております。

出席者も多くて現地の方だけで６０名の参加

本日、予定してあります案件でございます

をいただいたということで盛大に開催するこ

けれども、この後、議長のお許しをいただい

とができました。

た後に行政報告を３件、それから報告案件と

また、１０月１７日の日には、東京足寄会
も開催をされました。

いたしまして専決処分の関係が２件、それか
ら報告承認案件ということで、これも専決処

こちらのほうは、例年よりも若干出席者が
少なく、四十数名の出席でありました。

分にかかわる報告、あるいは承認をいただく
件が１件でございます。

しかし、内容的には非常に私ども足寄町の

それと、議案といたしましては、５件を予

近況の報告あるいは参加者からいろいろな御

定しておりますので、御審議賜りますようお

提言等々もいただきまして、内容的には非常

願い申し上げまして、招集に際しての御挨拶

に充実した内容であったというふうに思って

にかえさせていただきます。

おります。

どうぞよろしくお願いいたします。

また、１０月２日、さらには次の週の２週
連続で大変低気圧あるいは台風の影響により

○議長（吉田敏男君）

これから、本日の会

議を開きます。

ます大風が吹きまして、後ほど、行政報告の
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本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

○議長（吉田敏男君）

日程第３

行政報告

を行います。
◎

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

町長から行政報告の申し出がありました。
会議録署

これを許します。

名議員の指名を行います。

町長

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

議長のお許しをい

１８４条の規定によって、９番髙橋健一君、

ただきましたので、３件の行政報告を申し上

１０番星孝道君を指名をいたします。

げます。
まず、ふるさと雇用再生特別対策推進事業

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

についての件でございます。

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

ていただきました、ふるさと雇用再生特別対

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

第３回定例町議会において行政報告をさせ
策推進事業につきましては、同定例会におい

本

て補正予算の議決をいただき、一定の整理が

日開催されました第５回臨時会に伴う議会運

つきましたので、この事業にかかわる不適切

営委員会の協議の結果を報告いたします。

な事務処理に関係した職員について、厳重注

会期は、本日１日間であります。

意とする処置をとりましたので御報告を申し

本日は、最初に町長から行政報告を受けた

上げます。

後、報告第１９号と報告第２０号の報告を受
けます。

また、私といたしましても、補助金返還と
いう重大な事案を発生させた責任を重く受け

次に、報告承認第５号と、議案第１１１号

とめ、本議会に私の給料の１カ月間、１０分

から議案第１１５号までを即決で審議いたし

の２の減額の条例提案をさせていただいてお

ます。

ります。

以上で、議会運営委員会の協議結果の報告

本事業に関する極めて不適切な事務処理に

を終わらせていただきます。

ついて、重ねて深くおわびするとともに、今

○議長（吉田敏男君）

後は補助事業にかかわる事務取扱について法

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

令遵守に努め、二度と不手際が発生しないよ
う指導してまいる所存でありますので、御理

◎

会期の決定

○議長（吉田敏男君）

日程第２

解を賜りますようお願い申し上げ、御報告と
会期決定

いたします。

の件を議題といたします。

大変申しわけございませんでした。

お諮りをいたします。

次に、１０月８日から９日にかけての台風

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと
思います。

第２３号の接近による強風への対応等につい
てでございます。

これに御異議ございませんか。

１０月８日から９日にかけての台風第２３

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

号の接近による強風への対応等について御報

異議なしと認めま

告を申し上げます。

す。

大型の台風第２３号は、７日に日本の東を

したがって、会期は、本日１日間に決定を
いたしました。

北上しながら超大型となり、８日昼１２時に
は温帯低気圧に変わって根室の南東海上から
９日にかけてゆっくり千島近海に進みまし

◎

行政報告

た。
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このため、十勝地方では８日から９日にか

強風で家屋損壊の危険があったため、茂喜

けて北のち、北西の強風と、まとまった雨が

登牛の御夫婦が柏倉集落センターに自主避難

継続して降りました。

され、役場から寝具や食糧を運んで一夜を過

風速を計測する観測所が町内には町民セン

ごしていただき、また、屋根が飛んで自宅で

ター前の足寄観測所しかありませんが、この

の生活が困難になった市街地の独居高齢者に

観測所において１０分間の平均風速の最大値

あっては、高齢者等複合施設の生活支援長屋

である最大風速は、８日午前９時３５分の北

を一時避難所として利用していただく等の対

北東の風、毎秒１０.５メートルを記録し、

応をいたしました。

３秒間の平均風速の最大値である最大瞬間風

町道にあっては、倒木や老朽家屋の屋根ト

速は、８日、午前１１時２０分に北北西の

タンが飛散して通行人がけがをする危険が

風、毎秒２８.８メートルと、２００８年１

あった南２条通ほか４路線について安全確保

２月の統計開始以来、第１位の記録を更新を

のための通行規制を行いました。

いたしました。

道道にあっては、帯広建設管理部足寄出張

足寄、柏倉、上螺湾の３観測所の雨量は、

所からの通報を受け、道道本別留辺藻線、道

８日明け方から夜の初めごろまでの累計雨量

道北見白糠線、道道清水谷足寄線の通行どめ

が２０ミリから３３ミリ、１時間雨量も上螺

情報を防災無線により数回にわたり全町にお

湾観測所の午前５時４０分から１時間で６.

知らせをしましたが、９日昼過ぎまでに通行

５ミリが最大で、道路決壊や道路冠水等が生

どめが解除となりました。

ずる雨量ではありませんでしたが、強風によ

また、強風や停電等のため、螺湾小学校、

る建物の損壊、倒木などによる停電の発生、

芽登小学校及び大誉地小学校は午後の授業を

町道や道道の通行どめなどの被害が発生いた

休校とし、下愛冠児童館も閉館としました。

しました。

停電に関しましては、北電から８日、午前

町の対応でありますが、前日の７日午後に

９時前に白糸、茂喜登牛及び喜登牛方面の停

気象庁が発表した暴風と大雨に警戒が必要と

電、午前９時４２分に愛冠、上利別及び大誉

の情報を受け、８日早朝から運行するスクー

地方面の停電、昼１２時４１分に中足寄、螺

ルバス、僻地患者輸送車及び集乳車の運行路

湾、上足寄及び茂足寄方面の停電との通報を

線の安全確保と倒木等が発生した際に迅速な

受け、随時停電エリアの特定と復旧見込み等

対応がとれるよう建設課により４班体制で８

について情報収集を行いました。

日明け方から主要町道等のパトロールを行

北電からの情報によると、非常に多くの地

い、倒木の除去や通行規制処理を行いまし

区で倒木の送電線への接触や断線が発生して

た。

おり、１地区で複数の断線等が生じていると

８日、午前９時過ぎに、下愛冠児童館、旧

考えられ、停電エリアと断線箇所等の特定と

上利別中学校、農業研修センター等の町有施

復旧までに相当の時間がかかるとの回答があ

設の屋根が破損し、役場や消防に「住宅や物

り、ピーク時には足寄町内で３００を超える

置、倉庫等の屋根やトタンが飛んだ」「倒木

世帯の停電が発生したものと考えられます。

が道路をふさぎ車が通れない」「倒木が電線

このような状況から、多くの地区で停電が

にかかって危険だ」等の電話が入り、消防、

発生しており、復旧の見込みが立たない状況

建設課、経済課、福祉課職員を中心に、通報

であり、さらに停電地域がふえる可能性があ

のあった箇所とその周辺の安全確保と障害物

ることや不要な外出は避けて家の周りの風に

除去、周辺道路の通行規制、被害に遭われた

飛ばされそうな物の取り込み、一晩中停電が

住民のお世話や北電等への情報提供を行いま

継続しても過ごせるような準備等について、

した。

防災無線により全町に注意喚起のお知らせを
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しました。

保を図り、林道等にあっても経済課の直営作

なお、停電は白糸、茂喜登牛及び喜登牛方

業により倒木除去等を行いましたが、町の建

面は、９日、深夜０時３９分、愛冠、上利別

設機械等では対応できなかった公営住宅、下

及び大誉地方面は午前５時１０分、中足寄、

愛冠児童館、農業研修センター及び旧上利別

螺湾、上足寄及び茂足寄方面は午前５時５７

中学校の屋根、消防庁舎屋上損壊の被害拡大

分に完全復旧しました。

を防ぐための応急工事費や早急な復旧が必要

また、強風により屋根等に被害があった住
宅への支援策として、補修工事を町内業者に

な建物の工事費等の予算措置については専決
処分により対応させていただきました。

依頼する場合、過去に住環境等整備補助制度

今回の強風による被害額でありますが、倒

による補助を受けた住宅であっても、過去の

木等の除去作業のほとんどを直営で行ってお

補助額は累積せず、別枠で補助額を算出する

り、直営での対応が困難な応急復旧作業等に

こととし、２０万円までの工事額は２分の１

あっては、既定予算での対応と補正予算の専

を補助し、２０万円を超える額に対しては８

決処分、さらに追加補正予算により対応する

分の１を加算する旨、防災無線と町内建設業

予定をしており、専決処分による補正額１,

者等への文書による周知を行い、さらに足寄

４３６万６,０００円、追加補正として映画

町災害見舞金交付要綱に基づき住宅が半壊し

旅立ちロケセット屋根補修、公営住宅や教員

た世帯への見舞金支給を予定しております。

住宅の物置・車庫の更新費用等として計上し

停電により搾乳作業ができないことによる

て い る 補正 額 ３２ ９ 万１ ,０ ００ 円 を含 め

乳房炎や乳量減が発生する心配があったこと

た、１０月２１日現在の積算可能な被害額の

から、ＪＡあしょろとその対応を検討し、停

総額はおおよそ２,０００万円となっており

電復旧後の速やかな搾乳と集乳作業を早めた

ます。

ことで、乳牛への大きな影響や廃棄牛乳は発
生していないとの報告を受けております。

強風による建物倒壊や倒木等への対応につ
きましては、今後も安全確保を最優先に考え

また、螺湾地区簡易水道、上足寄地区営農

た対応を行うとともに、災害や停電時の行政

用水道、大誉地簡易水道、大誉地地区飲雑用

の対応には限界があることや、停電に備えた

水及び西足寄地区専用水道の各施設が停電し

自助の必要性と自主防災組織等による地域で

たことから、建設課上下水道室職員が各施設

の相互支援体制の構築につきまして、厳冬期

に急行し、発電機による給電を開始して水道

を控え、自治会回覧等により改めてお願いし

供給を維持しました。

たいと考えており、また、老朽空き家対策に

９日以降の建設課、経済課、総務課及び教

ついては先進地の事例を参考に対応を進めて

育委員会職員を中心に道路や公共施設、町が

まいりたいと考えておりますので、御理解を

保有する地デジ有線共聴や携帯電話の光ケー

賜りますようお願い申し上げ、御報告といた

ブル等のパトロールを実施した結果やＪＡ足

します。

寄からの報告等を含めた被害状況の集計結果
は、住宅の半壊２戸、一部損壊１８戸、公共

次に、新豊栄橋の完成及び開通について御
報告をいたします。

施設の一部破損が２０カ所、農業施設にあっ

十勝川水系利別川の河川改修事業に伴い、

てはビニールハウス、牛舎、乾燥庫、格納庫

栄町２丁目と共栄町を結ぶ豊栄橋を、現在位

等で全壊１５カ所、半壊１９カ所、一部破損

置から約７００メートル下流にかけかえる新

１４０カ所、物置車庫等の損壊が１５カ所と

豊栄橋かけかえ工事が平成２７年１０月２３

なっております。

日に完了したことから、１０月３０日、午前

町道等の生活路線のほとんどは建設課の直
営作業により８日中に障害物の除去や安全確

１０時より一般車両等の通行を開始すること
になりました。
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町民の皆様への周知につきましては、１０

なりました、報告第１９号専決処分の報告に

月８日付の自治会回覧や町ホームページにお

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

いて周知をしたところでございます。

地方自治法第１８０条第１項の規定によ

本工事は、平成２２年度より事業着手し、

り、下記のとおり専決処分したので、同条第

河川管理者の北海道と道路管理者の足寄町が

２項の規定により、これを報告するものでご

管理割合に応じた費用負担を行い、河川管理

ざいます。

者の北海道が施工を行いました。

専決処分書。町民センター緑地公園パーク

調査設計、本工事を含めた総事業費が１０

ゴルフ場事故による損害賠償の額を定めるこ

億９,６５３万８,０００円のうち、足寄町負

とについて、地方自治法第１８０条第１項の

担額は４億４,８９０万円で、橋長１８０.８

規定により、次のとおり専決処分する。

メートル、全幅員１０.５メートルとなって

一つ、損害賠償額、２万５,２９０円。

おり、そのうち片側に２メートルの歩道を設

２、事故発生の場所、日時等については別

けております。

紙示談書のとおりでございます。

下部工としては、橋台２基、橋脚４基を設
け、上部工は５経間連続ＰＣ－Ｔ桁で施工し

１ページの右側に示談書を添付してござい
ますので、御参照を願います。

ており、完成後は足寄町が管理を行い、町道

事故の原因でございますが、平成２７年７

にかかる橋としては一番の町大橋となりま

月１５日、午前８時５５分ごろ、町民セン

す。

ター緑地公園パークゴルフ場でのプレー中

本橋の開通により、足寄小学校の横を通行

に、シラカバの枝が突然折れて落下し、右肩

していた大型車両の交通量が減少することか

に直撃し、打撲を負わせたものでございま

ら、児童生徒を初め、近隣住民の安全確保や

す。

共栄町への農産物の輸送時間の短縮などに大

平成２７年１０月５日に、示談が成立いた

きく貢献できるものと期待をしているところ

しましたので、損害賠償金として２万５,２

でございます。

９０円を支払うものとするものでございま

なお、旧豊栄橋は平成２７年度中に解体工

す。

事を行うこととなっており、１０月３０日以

以上で、報告第１９号専決処分の報告とさ

降は通行できなくなりますので、御理解を賜

せていただきますので、御理解のほどよろし

りますようお願い申し上げ、御報告といたし

くお願い申し上げます。

ます。

○議長（吉田敏男君）

以上、行政報告とさせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

ります。

これで、行政報告を

終わります。

◎

報告第２０号

○議長（吉田敏男君）
◎

報告第１９号

○議長（吉田敏男君）

これで、報告を終わ

日程第４

日程第５

報告第２

０号専決処分の報告について〔平成２７年度
報告第１

９号専決処分の報告について（町民センター

足寄町一般会計補正予算（第８号）〕の件を
議題といたします。

緑地公園パークゴルフ場事故に対する損害賠

本件について、報告を求めます。

償の額を定めることについて）の件を議題と

総務課長

いたします。

大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

ただいま議題と

本件について、報告を求めます。

なりました、報告第２０号専決処分の報告に

建設課長

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）

ただいま議題と
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地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、下記のとおり専決処分したので同条第２

るものでございます。

項の規定により、これを報告するものでござ
います。

専決処分書。平成２７年度足寄町一般会計
補正予算（第９号）を別紙のとおり専決処分

専決処分書。平成２７年度足寄町一般会計

する。

補正予算（第８号）を、地方自治法第１８０

理由でございますが、平成２７年１０月８

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

日、台風２３号の強風により被害が発生した

分する。

ため、予算の補正をする必要が生じました

補正予算の内容について申し上げます。

が、議会を招集する時間的余裕がないので、
地方自治法第１７９条第１項の規定により、

３ページをお願いいたします。

専決処分をしたものでございます。

平成２７年度足寄町一般会計補正予算（第
８号）歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

補正予算の内容について御説明申し上げま
す。

ぞれ２万８,０００円を追加し、歳入歳出予

８ページをお願いいたします。

算の総額を歳入歳出それぞれ９６億４５２万

平成２７年度足寄町一般会計補正予算（第

円とするものでございます。

９号）。

補正予算の内容につきましては、報告第１

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

９号で報告いたしましたパークゴルフ場事故

１,４３６万６,０００円を追加し、歳入歳出

に伴います賠償金２万８,０００円の支出計

予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億１,８

上と、その財源といたしまして同額の賠償補

８ ８ 万 ６,００ ０円 と する も ので ご ざい ま

償保険金の歳入計上を行ったものでございま

す。

す。

１１ページをお願いいたします。

以上で、報告第２０号の説明とさせていた

歳出から申し上げます。

だきますので、御理解のほどよろしくお願い
申し上げます。

第９款消防費、第１項消防費、第１目消防
施設費におきまして、池北三町行政事務組合

○議長（吉田敏男君）

これにて、報告を終

わります。

消防負担金といたしまして、４６１万３,０
００円を計上いたしました。
第１１款災害復旧費、第２項厚生労働施設

◎

報告第５号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

災害復旧費、第１目民生施設災害復旧費にお
報告承認

きまして、下愛冠児童館屋根等の応急工事及

第５号専決処分の承認を求めることについ

び復旧工事といたしまして、合わせて４１４

て、平成２７年度足寄町一般会計補正予算

万２,０００円を計上いたしました。

（第９号）の件を議題といたします。

第３項、その他公共施設等災害復旧費、第

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

１目、その他公共施設等災害復旧費におきま
して、農業研修センター屋根等応急工事及び

大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

復旧工事、旧上利別中学校屋根等応急工事並
ただいま議題と

びに公営住宅屋根等応急工事及び復旧工事と

なりました、報告承認第５号専決処分の承認

いたしまして、合わせて５６１万１,０００

を求めることについて、提案理由の御説明を

円を計上いたしました。

申し上げます。

次に、歳入について申し上げます。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

第１８款繰入金、第１項基金繰入金におき

り、下記のとおり専決処分したので同条第３

まして、財政調整基金繰入金１,４３６万６,

項の規定により、これを報告し、承認を求め

０００円を計上いたしました。
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以上で、提案理由の御説明とさせていただ

す。

きますので、御審議のほどよろしくお願い申
し上げます。

総務課長

大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

○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。

ただいま議題と

なりました、議案第１１１号足寄町携帯電話
基地局整備工事請負契約について、提案理由

ただいまの報告に対して、質疑を行いま

の御説明を申し上げます。

す。

平成２７年１０月２０日、足寄町財務規則

１１ページをお開きください。

に基づき指名競争入札に付した足寄町携帯電

歳入歳出一括で行います。

話基地局整備工事について、下記のとおり請

質疑はございませんか。

負契約を締結するため、議会の議決に付すべ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

き契約及び財産の取得または処分に関する条

総括ございません

か。

例第２条の規定により議会の議決をお願いす
るものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

契約の目的は、足寄町携帯電話基地局整備

質疑なしと認めま

工事でございます。

す。

契約の方法につきましては、指名競争入札

これで質疑を終わります。

による契約でございます。

これから、討論を行います。

契約の金額は、１億８,５６１万９,６００

討論はございませんか。

円。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

契約の相手方は、札幌市白石区菊水７条２

討論なしと認めま

す。

丁目７番１号、札幌流通倉庫東ビル、株式会
社ミライト、北海道支店長高橋千秋氏でござ

これで討論を終わります。

います。

これから、報告承認第５号専決処分の承認
を求めることについて、平成２７年度足寄町

工期は、平成２８年３月１５日でございま
す。

一般会計補正予算（第９号）の件を採決をし
ます。

工事概要でございますが、携帯電話の不感
が解消されていない上大誉地地区、上螺湾地

この表決は、起立によって行います。

区、鳥取地区の３地区に合わせて８基地局の

本件は、原案のとおり決定することに賛成

整備を行うもので、各基地には地上高２８

の方は起立願います。

メートルのコンクリートポールを設置いたし

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

ます。

全員の起立です。

１３ページに位置図を貼付しておりますの

したがって、報告承認第５号専決処分の承

で、御参照のほどお願い申し上げます。

認を求めることについて、平成２７年度足寄

以上で、提案理由の説明とさせていただき

町一般会計補正予算（第９号）の件は、原案

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

のとおり承認されました。

上げます。
○議長（吉田敏男君）

◎

議案第１１１号

○議長（吉田敏男君）

日程第７

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
議案第１

これから、質疑を行います。

１１号足寄町携帯電話基地局整備工事請負契

質疑はございませんか。

約についての件を議題といたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本件について、提案理由の説明を求めま

○議長（吉田敏男君）
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質疑なしと認めま

す。

る契約でございます。

これで、質疑を終わります。

契 約 の金 額 は、 ２ ,２９ ５ 万８ ４ ６円 で

これから、討論を行います。

す。

討論はございませんか。

契約の相手方は、札幌市北区北９条西２丁

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

目４番地１、ソフトバンク株式会社東日本モ

討論なしと認めま

す。

バイルエリア本部北海道技術部部長吉川充氏
でございます。

これで、討論を終わります。

工期は、平成２８年１月８日でございま

これから、議案第１１１号足寄町携帯電話
基地局整備工事請負契約についての件を採決
をします。

す。
購入する設備は、議案第１１１号で議決い
ただきました、工事請負契約によりまして整

この表決は、起立によって行います。

備する携帯電話基地局に設備する無線機など

本件は、原案のとおり決定することに賛成

電気通信設備でございます。

の方は起立願います。

１５ページに設備図を貼付しておりますの

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

で、御参照をお願いいたします。

全員の起立です。

したがって、議案第１１１号足寄町携帯電

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

話基地局整備工事請負契約についての件は、

上げます。

原案のとおり可決されました。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
◎

議案第１１２号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

これから、質疑を行います。
議案第１

１番熊澤君。

１２号足寄町携帯電話基地局電気通信設備購

○１番（熊澤芳潔君）

入売買契約についての件を議題といたしま

内容と、どうして随意契約なのかということ

す。

をお聞きしたいと思います。

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）

随意契約についての

答弁、総務課長。

○総務課長（大野雅司君）
大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

随意契約の理由

について、御説明申し上げます。
ただいま議題と

契約は、ソフトバンク株式会社と契約をし

なりました、議案第１１２号足寄町携帯電話

ておりますが、携帯電話につきましては他社

基地局電気通信設備購入売買契約について、

もございますが、ここのエリアにつきまして

提案理由の御説明を申し上げます。

不感を解消していただくということに対して

平成２７年１０月２０日、足寄町財務規則

御理解をいただけた会社がソフトバンクのみ

に基づき随意契約に付した足寄町携帯電話基

でありまして、ソフトバンク株式会社の電波

地局電気通信設備購入について、下記のとお

しかここの棟では電波を通じません。

り売買契約を締結するため、議会の議決に付
すべき契約及び財産の取得または処分に関す
る条例第３条の規定により議会の議決をお願
いするものでございます。

ということで、ソフトバンクの通信機を設
備するものでございます。
他社の通信機は設備いたしませんので、不
感解消と申しましても他社の電波は通じませ

契約の目的は、足寄町携帯電話基地局電気
通信設備購入でございます。

ん。
そういう意味合いで、ソフトバンク１社と

契約の方法につきましては、随意契約によ

の随意契約となっておりますので、御理解賜
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りますようよろしくお願い申し上げます。

明らかにするため町長の給料月額を減額する

○議長（吉田敏男君）

ものでございます。

よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。

改正の内容について御説明申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

足寄町特別職の職員の給与並びに旅費及び

質疑なしと認めま

す。

費用弁償に関する条例の一部を改正する条
例。

これで、質疑を終わります。

附則に次の１項を加えるものでございまし

これから、討論を行います。

て、第２４項としまして、「平成２７年１１

討論はございませんか。

月１日から平成２７年１１月３０日までの間

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

に限り、町長に支給する給料については、別

討論なしと認めま

す。

表第１（第３条関係）に掲げる額に１００分
の８０を乗じて得た額とする。」とする条項

これで、討論を終わります。

を加えるものでございます。

これから、議案第１１２号足寄町携帯電話
基地局電気通信設備購入売買契約についての
件を採決をします。

附則において、条例の施行を平成２７年１
１月１日からとしております。
以上で、提案理由の説明とさせていただき

この表決は、起立によって行います。

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

本件は、原案のとおり決定することに賛成

上げます。

の方は起立願います。

○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）
○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。

全員の起立です。

したがって、議案第１１２号足寄町携帯電

これから、質疑を行います。
質疑はございませんか。

話基地局電気通信設備購入売買契約について
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）

質疑なしと認めま

す。
◎

議案第１１３号

○議長（吉田敏男君）

日程第９

これで、質疑を終わります。
議案第１

１３号足寄町特別職の職員の給与並びに旅費

これから、討論を行います。
討論はございませんか。

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例の件を議題といたします。

○議長（吉田敏男君）

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

（「なし」と呼ぶ者あり）
討論なしと認めま

す。
これで、討論を終わります。

大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

これから、議案第１１３号足寄町特別職の
ただいま議題と

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する

なりました、議案第１１３号足寄町特別職の

条例の一部を改正する条例の件を採決をしま

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する

す。

条例の一部を改正する条例について、提案理

この表決は、起立によって行います。

由の御説明を申し上げます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

本条例の改正につきましては、ふるさと雇

の方は起立願います。

用再生特別対策推進事業の執行に関してなさ
れました不適切な事務処理によって補助金返
還に至った問題に関しまして、責任の所在を

（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１１３号足寄町特別職
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の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す

０万８,０００円を計上いたしました。

る条例の一部を改正する条例の件は、原案の

６ページにお戻りください。

とおり可決されました。

歳入につきましては、第１７款寄附金、第
１項寄附金におきまして、ふるさと納税寄附

◎

議案第１１４号

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

金といたしまして４,０００万円を計上いた
議案第

１１４号平成２７年度足寄町一般会計補正予
算（第１０号）の件を議題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

しました。
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を２,９４２万
２,０００円計上いたしました。
以上で、議案第１１４号平成２７年度足寄

大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

町一般会計補正予算（第１０号）の提案理由
ただいま議題と

の説明とさせていただきますので、御審議の

なりました、議案第１１４号平成２７年度足

ほど、よろしくお願い申し上げます。

寄町一般会計補正予算（第１０号）につきま

○議長（吉田敏男君）

して、提案理由の御説明を申し上げます。

理由の説明を終わります。

補正予算つづり１ページをお願いいたしま
す。

これをもって、提案

これから、議案第１１４号平成２７年度足
寄町一般会計補正予算（第１０号）の件の質

議案第１１４号平成２７年度足寄町一般会

疑を行います。

計補正予算（第１０号）について、御説明申

８ページをお開きください。

し上げます。

歳出から款で進めます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ
６,９４２万２,０００円を追加し、歳入歳出

第２款総務費、質疑はございませんか。
１１番高橋君。

予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億８,８

○１１番（髙橋秀樹君）

３ ０ 万８ ,０ ０ ０円 と する も ので ご ざい ま

援の積立金４,０００万円というふうになっ

す。

ております。

歳出の主なものから御説明申し上げます。

今回のふるさと応

今、現状、ふるさと納税、どのような申込

８ページをお願いいたします。

件数でどのくらいの金額ベースになっている

第２款総務費、第１項総務管理費、第１４

のかをお伺いいたします。

目企画振興費、第８節報償費におきまして、

○議長（吉田敏男君）

ふるさと納税謝礼といたしまして２,０００

○総務課長（大野雅司君）

万円、第２５節積立金におきまして、ふるさ

数についてお答えいたします。

と足寄応援基金積立金といたしまして４,０
００万円を計上いたしました。

答弁、総務課長。
今現在の申込件

９月末現在で６,６７５万円ほどの申し込
みとなってございます。

第９款消防費、第１項消防費、第３目災害

既定予算が６,０００万円でございますの

対策費におきまして、防災無線機器等の修繕

で、この際、この補正予算でこれから３月ま

料などの防災無線管理経費といたしまして、

での分を見込みまして増額計上させていただ

合わせて１７６万５,０００円を計上いたし

いた次第でございます。

ました。

なお、予算額を超過しておりますが、歳入

第１１款災害復旧費、第３項その他公共施

につきましては予算額を超過しても受け入れ

設等災害復旧費、第１目その他公共施設等災

ることができまして、謝礼につきましては受

害復旧費、第１８節備品購入費におきまし

けてから発送するまでの時間がございますの

て、車庫・物置といたしまして合わせて２５

で、予算不足は現時点では発生しておりませ
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ん。

○議長（吉田敏男君）

以上で、御回答といたします。
○議長（吉田敏男君）

んか。

よろしいですか。

他に、総務費、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）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、第８款土木

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
次に、第９款消防

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）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次にまいります。

第１１款災害復旧費。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

７番田利君。
○７番（田利正文君）

これで、質疑を終わ

ります。

費、質疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括ご

ざいませんか。

費、質疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

歳入総括ございませ

これで、討論を終わります。
このときに、上利別

これから、議案第１１４号平成２７年度足

の旧駅ですか、それも損壊を受けたというふ

寄町一般会計補正予算（第１０号）の件を採

うに聞いておりますが、その件についてはど

決をします。

うなっているでしょうか。

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

総務課長、答弁。

○総務課長（大野雅司君）

旧上利別駅でご

の方は起立願います。

ざいますが、現在、地域の方とその扱いにつ
きまして協議中でございます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

と申しますのは、もう既に建築年から相当

したがって、議案第１１４号平成２７年度

経過しておりまして、その建物を今後維持し

足寄町一般会計補正予算（第１０号）の件

ていくかどうかということについては、大変

は、原案のとおり可決されました。

老朽化しておりますので、経費もかかります
し、将来の利用目的もございますので、現

◎

議案第１１５号

在、地域と協議中で、今は応急処置をとって

○議長（吉田敏男君）

いる状態でございますので、御回答といたし

１１５号平成２７年度足寄町上水道事業会計

ます。

補正予算（第２号）の件を議題といたしま

○議長（吉田敏男君）

他に、質疑ございま

日程第１１

議案第

す。

せんか。

本件について、提案理由の説明を求めま
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

す。

歳出総括ございませ

んか。

建設課長

阿部智一君。

○建設課長（阿部智一君）
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

なりました、議案第１１５号平成２７年度足

次に、６ページにお

戻りください。
歳入に入ります。

ただいま議題と

寄町上水道事業会計補正予算（第２号）につ
いて、提案理由の御説明を申し上げます。
予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

歳入一括で行います。

予定額から収入支出それぞれ１００万円を追

質疑はございませんか。

加し、収益的収入及び支出の予定額を収入支

（「なし」と呼ぶ者あり）

出それぞれ１億５,６７６万４,０００円とす
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るものでございます。

○議長（吉田敏男君）

支出から御説明申し上げますので、１６

１４ページ、資本的

支出、質疑はございませんか。

ページをお願い申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

第１款水道事業費用、第１項営業費用、第
１目原水及び浄水費の修繕費について、１０

○議長（吉田敏男君）
か。

月２日の強風による北区浄水場の屋根破損修

（「なし」と呼ぶ者あり）

繕により現行予算残額が少額となることか

○議長（吉田敏男君）

ら、今後の不足の事態に備え１００万円の追

ります。

加を行うものでございます。

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。

収入につきましては、支出補正額と同額の

討論はございませんか。

１００万円を給水収益として追加計上するも
のでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、予算第４条に定めた資本的収入及び

討論なしと認めま

す。

支出について御説明申し上げますので、１８

これで、討論を終わります。

ページをお願い申し上げます。

これから、議案第１１５号平成２７年度足

資本的支出。第１款資本的支出、第１項建
設改良費、第１目配水設備工事費の工事請負

寄町上水道事業会計補正予算（第２号）の件
を採決をします。

費、上水道計装装置更新工事において、常盤

この表決は、起立によって行います。

浄水場着水流量計が故障したことから、更新

本件は、原案のとおり決定することに賛成

費用として３８３万４,０００円を計上させ

の方は起立願います。

ていただくものでございます。

（賛成者起立）

１１ページにお戻り願います。

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足

したがって、議案第１１５号平成２７年度

する額７,６３１万７,０００円を８,０１５

足寄町上水道事業会計補正予算（第２号）の

万１,０００円に、補填財源の消費税等調整

件は、原案のとおり可決されました。

額５０６万円を５３４万４,０００円に、建
設改良積立金３,０７７万９,０００円を３,

◎

閉会宣告

４３２万９,０００円に改めるものでござい

○議長（吉田敏男君）

ます。

時会に付議されました案件の審議は全部終了

以上、提案理由の御説明とさせていただき

これをもって、本臨

をいたしました。

ますので、御審議のほど、よろしくお願い申

これで、本日の会議を閉じます。

し上げます。

平成２７年第５回足寄町議会臨時会を閉会

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

をいたします。

理由の説明を終わります。

午前１１時０１分

１１ページをお開きください。
これから、議案第１１５号平成２７年度足
寄町上水道事業会計補正予算（第２号）の件
の質疑を行います。
１２ページ、収益的収入及び支出一括で行
います。
質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
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閉会

