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平成３０年第２回足寄町議会定例会議事録（第１号）
平成３０年６月５日（火曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 熊 澤 芳 潔 君 ２番 榊 原 深 雪 君

３番 多治見 亮 一 君 ４番 木 村 明 雄 君

５番 川 上 初太郎 君 ６番 前 田 秀 夫 君

７番 田 利 正 文 君 ８番 高 道 洋 子 君

９番 髙 橋 健 一 君 １０番 星 孝 道 君

１１番 髙 橋 秀 樹 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 安久津 勝 彦 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 渡 辺 俊 一 君

総 務 課 長 大 野 雅 司 君

福 祉 課 長 丸 山 晃 徳 君

住 民 課 長 松 野 孝 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 佐々木 雅 宏 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 横 田 晋 一 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞

日程第 ２ 会期の決定＜Ｐ３＞

日程第 ３ 諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞

日程第 ４ 行政報告（町長）＜Ｐ４＞

日程第 ５ 報 告 第 ２ 号 繰越明許費繰越計算書について（一般会計）＜Ｐ７＞

日程第 ６ 報 告 第 ３ 号 予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約

の締結について＜Ｐ７＞

日程第 ７ 議 案 第 ５ ５ 号 公安委員会委員の選任について＜Ｐ７＞

日程第 ８ 議 案 第 ５ ６ 号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について＜

Ｐ８＞

日程第 ９ 議 案 第 ５ ７ 号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更につい

て＜Ｐ９＞

日程第１０ 議 案 第 ５ ８ 号 はるにれ団地公営住宅新築建築主体（５号棟）工事請負

契約について＜Ｐ９＞

日程第１１ 議 案 第 ５ ９ 号 はるにれ団地公営住宅新築建築主体（６号棟）工事請負

契約について＜Ｐ１１＞

日程第１２ 議 案 第 ６ ０ 号 消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型（螺湾１号）購入売買契約

について＜Ｐ１１＞

日程第１３ 議 案 第 ６ １ 号 小中学校タブレットパソコン購入・無線ＬＡＮ環境整備

業務契約について＜Ｐ１２＞

日程第１４ 議 案 第 ６ ２ 号 池北三町行政事務組合規約の変更について＜Ｐ１３～Ｐ

１６＞

日程第１５ 議 案 第 ６ ３ 号 池北三町行政事務組合の解散について＜Ｐ１３～Ｐ１

６＞

日程第１６ 議 案 第 ６ ４ 号 池北三町行政事務組合の解散に伴う財産処分について＜

Ｐ１３～Ｐ１６＞

日程第１７ 議 案 第 ６ ５ 号 本別町からの資源ごみ処理等に関する事務の事務受託に

ついて＜Ｐ１３～Ｐ１６＞

日程第１８ 議 案 第 ６ ６ 号 陸別町からの資源ごみ処理等に関する事務の事務受託に

ついて＜Ｐ１３～Ｐ１６＞

日程第１９ 議 案 第 ６ ７ 号 足寄町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の

基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例＜Ｐ１６＞

日程第２０ 議 案 第 ６ ８ 号 足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例＜Ｐ１７＞

日程第２１ 請 願 第 １ 号 北海道主要基幹農作物種子条例の制定に関する請願書＜

Ｐ１７＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開会宣告

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござい

ます。

ただいまから、平成３０年第２回足寄町議

会定例会を開会をいたします。

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） これから、本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

１８４条の規定によりまして、６番前田秀夫

君、７番田利正文君を指名をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 昨

日開催されました、第２回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告します。

会期は、本日６月５日から６月１８日まで

の１４日間とし、このうち６日から１３日ま

でと、１６、１７の１０日間は休会となりま

す。

次に、審議予定について報告します。

本日、６月５日は、最初に議長の諸般の報

告を行います。

次に、町長からの行政報告を受けます。

次に、議案等の審議方法について申し上げ

ます。

最初に、報告第２号、報告第３号の報告を

受けます。

次に、議案第５５号から議案第６８号まで

の即決で審議いたします。

次に、請願第１号につきましては、総務産

業常任委員会へ付託し、会期中の審議としま

す。

１４日は、一般質問などを行います。

１５日以降の審議予定については、一般質

問者の人数などにより流動的でありますの

で、今後の議会運営委員会において協議し、

皆様に御報告いたしますので、御了承願いま

す。

なお、議案第６９号から議案第７２号まで

の補正予算案は、後日、提案説明を受けた

後、即決で審議いたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 会期決定の件

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決定

の件を議題といたします。

お諮りをいたします。

本定例会の会期は、本日から６月１８日ま

での１４日間にしたいと思います。これに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日から６月１８日ま

での１４日間に決定をいたしました。

なお、１４日間のうち、６日から１３日ま

でと、１６日から１７日までの１０日間は休

会にしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

よって、１０日間は休会に決定をいたしま

した。

なお、今定例会における一般質問通告書の

提出期限は、６月７日、木曜日の午後４時ま

ででありますので、よろしくお願いをいたし

ます。
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◎ 諸般の報告

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 諸般の報

告を行います。

議長の報告事項は、印刷をしてお手元に配

付のとおりです。

これで諸般の報告を終わります。

◎ 行政報告

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 行政報告

を行います。

町長から行政報告の申し出がありましたの

で、これを許します。

町長 安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君） 議長のお許しをい

ただきましたので、４件の行政報告を申し上

げます。

まず、足寄町地域防災計画、足寄町水防計

画並びに足寄町国民保護計画の改定につい

て、御報告をいたします。

足寄町地域防災計画は、災害対策基本法に

基づき昭和４０年に策定をし、逐次改正を行

い、直近では平成２４年２月に改正を行った

ところですが、その後の国の防災基本計画及

び災害対策基本法などの防災関連法令の改廃

並びに北海道地域防災計画の改正、本町機構

の変更、諸般の社会情勢の変化などにより抜

本的な改正が必要となり、平成２８年の大雨

災害及び平成２９年の防災訓練の総括も踏ま

え、本年３月に足寄町防災会議を開催し、改

正案が承認され、別冊のとおり計画書の改正

を終えたところであります。

今回の改正は、北海道地域防災計画の内容

構成に準じた形で、旧計画の１１章からなる

本編と資料編での構成から、８章からなる風

水害火山等災害対策編、７章からなる地震災

害対策編の本編２編と資料編での構成へと全

面改定を行っております。

主な改正内容でございますが、災害対策基

本法の改正を受け、従前の「避難所・避難場

所」を「指定避難所・指定緊急避難場所」と

し、その用語の定義を追加、国の避難勧告等

の判断・伝達マニュアルの見直しにより、従

前の「避難準備情報」を「避難準備情報・高

齢者等避難開始」に、「避難指示」を「避難

指示（緊急）」に修正するなどの文言整理を

行うとともに、とかち広域消防局の設立等を

初めとする諸般の情勢変化に伴う所要の改正

も行いました。また、役場庁舎が被災した際

の災害対策本部の設置施設を総合体育館とす

ること、要配慮者にも配慮した多様な情報伝

達体制の整備等について新たに追加を行って

おります。

なお、防災計画の改定にあわせて、資料編

につきましても、土砂災害警戒区域の指定状

況、災害種別ごとの危険性等を考慮して見直

しを行いました、指定緊急避難場所・指定避

難所の掲載等を初めとした全面的な改正を

行っております。

次に、足寄町水防計画につきましても水防

法に基づき、防災計画同様に逐次改正を行っ

ておりますが、社会情勢の変化を踏まえまし

て改訂が必要となり、本年３月に開催しまし

た足寄町防災会議において改正案が承認さ

れ、別冊のとおり計画書の改正を終えたとこ

ろであります。

改正の内容につきましては、別添の新旧対

照表のとおりですが、水害による「逃げおく

れゼロ」「社会的被害の最小化」を図ること

を目的とした水防法や北海道水防計画の改正

を受け、北海道や足寄町が処理すべき事務ま

たは業務の大綱の見直し、水防活動に従事す

る者の安全配慮に関する事項の新設、水防活

動の利用に適合する注意報及び警報の種類と

対応する一般の利用に適合する注意報、警

報、特別警報の種類及びそれらの発表基準の

改正を行うとともに、とかち広域消防局の設

立、北海道の組織改編等を初めとする諸般の

情勢変化に伴う所要の改正も行いました。

今後も引き続き、住民の方々や関係団体等

の協力を得ながら、防災・減災対策に万全を

期すべく努力をしてまいる所存であります。

次に、足寄町国民保護計画につきまして

は、武力攻撃事態等における国民の保護のた

めの措置に関する法律（通称・国民保護法）
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に基づき、平成１９年に策定をし平成２４年

２月に改正を行ったところですが、その後の

国の国民保護に関する基本指針や北海道国民

保護計画の改正を初めとする情勢変化を反映

させるため、本年３月開催の足寄町国民保護

協議会に変更案を諮問し、変更案のとおり答

申を受け、過日北海道知事との協議を終え、

計画の変更が決定されたところであります。

今回の改正は、別添の新旧対照表のとお

り、とかち広域消防局の設立や、関係法令等

の改正に伴う文言整理が主となっております

が、国民の保護のための情報伝達手段として

緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅ

ｔ）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ

Ｔ）、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

等を追記しております。

また、国民保護計画の変更にあわせ、資料

編につきましても、別添の新旧対照表のとお

り、足寄町の気候・人口等を直近の数値に置

きかえるとともに、町や関係機関の組織機構

の見直しを反映させております。

国際情勢が不安定な昨今において、我が国

におきまして、本国民保護計画による措置を

行うことのないよう願うばかりですが、有事

の際には被害等を最小限に食いとめなければ

ならず、そのためには本国民保護計画に基づ

き、関係機関との連携を図りながら対処して

いく所存でありますので、御理解を賜ります

ようお願い申し上げ、行政報告とさせていた

だきます。

次に、足寄町空き家等対策計画及び足寄町

空き家等対策のマニュアルを策定しましたの

で、御報告をいたします。

近年、社会的ニーズの変化や地域における

人口と世帯数の減少、高齢化等を背景に、空

き家の数は年々増加傾向にあり、適正管理が

なされないまま放置された空き家の倒壊の危

険性や公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題

を生じさせる状況となってきております。

またその一方では、空き家を地域の資産と

して活用することで、地域の活性化につなげ

ていくことも期待されており、このような背

景から、国は平成２７年５月に空き家等対策

の推進に関する特別措置法を全面施行し、

国、都道府県、市町村、所有者または管理者

それぞれの責務を定め、空き家等への対策を

総合的に推進していくこととしております。

本町におきましても、空き家等に関する施

策を総合的かつ計画的に実施し、安心・安全

に暮らせるまちづくりを推進するため、町内

全域を対象地区とした足寄町空き家等対策計

画を平成３０年１月に策定をいたしました。

本計画における対策の理念としましては、

町民の安全・安心と町の景観を守り、町の活

力につながる持続可能な取り組みを促進する

ため、町、所有者、地域、専門家、民間事業

者等の連携で空き家対策を推進するもので、

基本的な考え方としましては、空き家になっ

てからではなく、居住中の段階からの周知・

理解の醸成等による空き家発生の予防、空き

家の適正管理の推進、修繕や改修等により利

活用が可能な空き家の有効活用の推進を行う

こととしております。

なお、対策の実施体制といたしましては、

総務課、建設課、住民課、福祉課による庁内

の推進体制及び自治会、専門家団体、民間事

業者との連携により実施していく予定でおり

ます。

また、空き家等対策のマニュアルについて

も、平成３０年３月に策定をいたしました。

このマニュアルは、本町における空き家対策

の実践段階の初動期に当たって、法に規定さ

れている事項のほか、空き家の実態把握、実

態調査結果の情報の活用、管理不全な空き家

に対する初期対応、所有者等の特定、特定空

き家等措置手順、特定空き家等の判断基準、

利活用のための調査手順、利活用のための調

査結果の活用、所有者、地域住民からの相談

対応等、想定される対応内容をまとめたもの

であり、さらに今後本町における空き家対策

の実践に伴い、その経験を本マニュアルに反

映し、ノウハウの蓄積を図ることとしており

ます。

今後は、計画及びマニュアルに沿って、空
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き家等対策の推進に努めてまいりますので、

御理解を賜りますようお願い申し上げ、御報

告とさせていただきます。

次に、十勝市町村税滞納整理機構における

平成２９年度の実績が取りまとめられました

ので、御報告をいたします。

まず、十勝市町村全体の実績ですが、滞納

事案４０５件、滞納額２億９,６９２万１,０

００円の引き継ぎに対して、延滞金を含めた

収納額は１億１３８万６,０００円、収納率

は３４.１５％となっており、前年比３.５６

ポイントの増となりました。

前年に比べ件数、引き受け額は減少しまし

たが、収納額、収納率いずれも前年実績を上

回り、収納率に関しては過去４位の成績とな

りました。十勝管内の雇用情勢や個人消費等

の経済状況が大きく改善をしていない中、引

き続き高い水準を維持しているものと考えて

おります。

次に、本町の実績ですが、引き継ぎました

事案は８件、滞納額２１３万７,０００円に

対して、延滞金を含めた収納額は１０８万

８,０００円、収納率は５０.８９％となって

おり、前年比２８.１９ポイントの増となり

ました。また、事前予告通知による効果額は

１９４万９,０００円で、収納実績と合わせ

た総額は３０３万７,０００円となってお

り、本町が負担する分担金９２万円を差し引

いた費用対効果額は２１１万７,０００円の

実績となりました。

発足から１１年間における本町の引き継ぎ

件数は延べ１１０件で、収納額は３,０９０

万５,０００円の実績となっており、滞納整

理機構への引き継ぎの宣伝効果もあって、町

税全体の収納率も向上しているところであり

ます。

なお、平成３０年度におきましては、継続

事案３件を含む６件、滞納税額１５８万５,

０００円を引き継ぎをしております。

十勝市町村税滞納整理機構は、滞納整理に

関する高度な専門知識や手法を有しており、

各市町村での対応が困難な者に対しても高い

収納率を上げております。

今後におきましても、適切に納税されてい

る方々の不公平感をなくすため、十勝一丸と

なった取り組みを図ってまいりますので、御

理解を賜りますようお願い申し上げ、御報告

といたします。

次に、池北三町行政事務組合の解散につき

まして、御報告をいたします。

平成３１年４月以降のごみ処理体制につき

ましては、池北三町行政事務組合銀河クリー

ンセンター最終処分場の埋め立て残余容量が

平成３０年度末でほぼなくなることから、資

源ごみを除くごみは、本別、陸別、足寄の３

町ともに、十勝圏複合事務組合が設置、運営

するくりりんセンターにおいて搬入、処理を

し、資源ごみは引き続き銀河クリーンセン

ターで処理をすることについて、平成２９年

第２回議会定例会において、御報告をいたし

ました。

現在、池北三町行政事務組合で共同処理を

行う事務は、ごみ処理施設等の設置、維持管

理となっており、平成２９年第２回議会定例

会で御報告したとおり、平成３１年４月から

資源ごみを除くごみは、くりりんセンターで

処理をするに伴い、組合の事務は資源ごみの

中間処理や小動物の焼却等となり、事務量の

大幅な減少が見込まれることから、より効率

的かつ効果的な組織運営を図るべく、構成３

町と池北三町行政事務組合との間で、平成３

１年４月以降の事務執行体制のあり方につい

て、協議、検討を重ねてまいりました。

広域化を実施するための制度につきまして

は、地方自治法に規定されており、現行の一

部事務組合方式、協議会方式、事務の委託方

式等について、メリット、デメリットを比

較、検討した結果、効率性や経済性に優れ、

道内や国内において最も多く活用されている

事務の委託方式を採用するとの結論に達した

ところであります。

したがいまして、現行の一部事務組合方式

を維持せず、平成３１年３月３１日をもって

池北三町行政事務組合を解散し、ごみ処理施
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設等の所在地である足寄町が事務を承継する

とともに、本別町及び陸別町から事務の委託

を受けようとするものであります。

なお、組合を解散するに当たり、構成３町

の議会の議決を要しますことから、今定例会

に池北三町行政事務組合規約の変更につい

て、ほか関連する４件の議案を提案しており

ますので、御審議を賜りますようお願いを申

し上げます。

今後におきましては、平成３１年４月から

のごみ分別・収集方法の変更に伴い、住民の

皆様に混乱を招かぬよう、説明会等を開催

し、周知を図ってまいりますので、御理解賜

りますようお願い申し上げ、御報告といたし

ます。

○議長（吉田敏男君） これで、行政報告を

終わります。

◎ 報告第２号

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 報告第２

号繰越明許費繰越計算書についての件を議題

といたします。

本件について、報告を求めます。

総務課長 大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました報告第２号繰越明許費繰越計算書

について、御報告申し上げます。

平成２９年度足寄町一般会計予算の繰越明

許費は別紙のとおり、翌年度に繰り越したの

で、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により報告するものでございます。

繰越明許費につきましては、予算計上議決

いただきました多目的交流施設整備事業な

ど、１ページ右側に別紙といたしまして計算

書を添付しておりますが、それぞれ事業費の

額が確定いたしましたので報告するものでご

ざいます。

翌年度への繰越額は９事業、合計３億７,

００８万３,０００円でございます。

以上のとおり、御報告申し上げます。

○議長（吉田敏男君） ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これをもって、報告を終わります。

◎ 報告第３号

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 報告第３

号予定価格１,０００万円以上の工事または

製造の請負契約の締結についての件を議題と

いたします。

本件について、報告を求めます。

総務課長 大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました報告第３号予定価格１,０００万

円以上の工事または製造の請負契約の締結に

ついて御報告申し上げます。

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規定

により、次のとおり報告するものでございま

す。

３ページにございますが、平成３０年２月

２２日から平成３０年５月２８日までの間

で、足寄町議会総合条例第１２条第１項第１

号の規定により報告する工事または製造の請

負は、別紙のとおり５件でございます。

以上のとおり、御報告申し上げます。

○議長（吉田敏男君） ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これをもって、報告を終わります。

◎ 議案第５５号

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 議案第５

５号公平委員会委員の選任についての件を議

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。
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町長 安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君） ただいま議題とな

りました議案第５５号公平委員会委員の選任

について、提案理由の説明を申し上げます。

下記の者を足寄町公平委員会委員に選任い

たしたく、地方公務員法第９条の２第２項の

規定により、議会の同意を求めるものでござ

います。

提案する方につきましては、足寄郡足寄町

南６条６丁目３８番地、大貫裕弘氏、昭和３

２年４月１日生まれでございます。

提案理由につきましては、平成３０年７月

８日、現公平委員会委員が任期満了によるも

のでございます。

なお、大貫氏の略歴、学歴、職歴等につき

ましては、記載のとおりでございますので、

説明省略をさせていただきます。

御同意賜りますようよろしくお願い申し上

げ、提案理由の説明とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、議案第５５号公平委員会委員の

選任についての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第５５号公平委員会委員

の選任についての件は、同意することに決定

をいたしました。

◎ 議案第５６号

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第５

６号辺地にかかわる公共的施設の総合整備計

画の策定について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 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５６号辺地に係る公共的施

設の総合整備計画の策定について、提案理由

の御説明を申し上げます。

辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律第３条第１

項の規定に基づき、茂足寄辺地及び大誉地辺

地に係る総合整備計画を策定するもので、財

政上有利な起債であります辺地対策事業債を

申請する場合は、この整合整備計画の策定が

条件とされていることから、同事業債を申請

予定の事業について、総合整備計画を策定し

議決をお願いするものでございます。

計画に計上する事業につきましては、６

ページに添付させていただいております総合

整備計画書に計上しております事業で、茂足

寄辺地につきましてはページ左側の計画書

で、市町村道・橋梁といたしまして、橋梁長

寿命化修繕事業を計上しております。

大誉地辺地につきましては、ページ右側の

計画書で、飲用水供給施設といたしまして、

足寄簡易水道（上利別地区）遠隔監視システ

ム等整備事業を計上しております。

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

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。
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これで討論を終わります。

これから、議案第５６号辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の策定についての件を採

決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第５６号辺地に係る公共

的施設の総合整備計画の策定についての件

は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第５７号

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第５

７号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

一部変更について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 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５７号辺地に係る公共的施

設の総合整備計画の一部変更について、提案

理由の御説明を申し上げます。

辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律第３条第８

項において準用する、同条第１項の規定に基

づき、芽登辺地及び平和辺地に係る総合整備

計画を一部変更するもので、財政上有利な起

債であります辺地対策事業債を申請する場合

には、この整合整備計画への計上が条件とさ

れていることから、同事業債を申請予定の事

業について、総合整備計画に追加する変更に

ついて議決をお願いするものでございます。

計画に追加する事業につきましては、８

ページ以降に添付させていただいております

総合整備計画書に下線で表示しております事

業で、芽登辺地につきましては８ページの計

画書で、飲用水供給施設といたしまして芽登

第３飲雑用水施設配水管移設整備事業を追加

しております。

平和辺地につきましては１０ページの計画

書で、農林漁業経営近代化施設といたしまし

て、新町イチゴハウスエネルギー供給設備整

備事業並びに市町村道・橋梁といたしまし

て、橋梁長寿命化修繕事業を追加しておりま

す。

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

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第５７号辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の一部変更についての件

を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第５７号辺地に係る公共

的施設の総合整備計画の一部変更についての

件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第５８号

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 議案第

５８号はるにれ団地公営住宅新築建築主体

（５号棟）工事請負契約についての件を議題

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 大野雅司君。
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○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました議案第５８号はるにれ団地公営住

宅新築建築主体（５号棟）工事請負契約につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

平成３０年５月２９日足寄町財務規則に基

づき、指名競争入札に付したはるにれ団地公

営住宅新築建築主体（５号棟）工事につい

て、下記のとおり請負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。

契約の目的は、はるにれ団地公営住宅新築

建築主体（５号棟）工事でございます。

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。

契約の金額は、７,５９２万４,０００円。

契約の相手方は、足寄町西町８丁目１番地

の１２、株式会社外田組、代表取締役 菅原

智美氏でございます。

工期は、平成３０年１２月２８日でござい

ます。

工事概要につきましては、１３ページの全

体配置図をごらんいただきたいと思います

が、１３ページの左下に５号棟といたしまし

て、工事場所は足寄町北２条４丁目６０番地

１、構造は木造平屋建て１棟５戸、延べ床面

積３５９.３２平方メートルでございます。

１４ページ、１５ページに平面図、立面図

を添付しておりますので、御参照をお願いい

たします。

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

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

７番。

○７番（田利正文君） 以前にちょっと質問

したことなのですけれども、１４ページ見て

いただればわかると思うのですが、２ＬＤ

Ｋ、町長の答弁では対面式キッチンというふ

うに言われてました。これを１ＬＤＫのよう

に、キッチンの向きを南側に向けてもらう

と。そして、入り口の壁側のほうに少しずら

してもらうということは、今からでも必要だ

というふうに判断すれば可能なのかどうかお

聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） お答えをいたし

ます。

既に発注になった部分となりますので、基

本的にはできません。

従来も説明したかと思いますが、今現在

入っている方で、この形で問題あり、問題が

ありますよとか、そういった苦情が来ている

わけでありませんので、このまま施工したい

というふうに考えてますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。

○議長（吉田敏男君） ７番。

○７番（田利正文君） もう１点ですけれど

も、前回のときもお話ししました。物置の中

に９０リットルタンク入ってましたよね。そ

れも同じですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 同じでございま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたし

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。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第５８号はるにれ団地公営

住宅新築建築主体（５号棟）工事請負契約に

ついての件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
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の方は起立願います。

（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５８号はるにれ団地公

営住宅新築建築主体（５号棟）工事請負契約

についての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第５９号

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案第

５９号はるにれ団地公営住宅新築建築主体

（６号棟）工事請負契約についての件を議題

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 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５９号はるにれ団地公営住

宅新築建築主体（６号棟）工事請負契約につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。

平成３０年５月２９日足寄町財務規則に基

づき、指名競争入札に付したはるにれ団地公

営住宅新築建築主体（６号棟）工事につい

て、下記のとおり請負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。

契約の目的は、はるにれ団地公営住宅新築

建築主体（６号棟）工事でございます。

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。

契約の金額は、６,２７４万８,０００円。

契約の相手方は、足寄町旭町１丁目３４番

地、原建設株式会社、代表取締役 原安正氏

でございます。

工期は、平成３０年１２月２８日でござい

ます。

工事概要につきましては、１３ページの全

体配置図をごらんいただきたいと思います

が、１３ページの左下に６号棟といたしまし

て、工事場所は足寄町北２条４丁目６０番地

１、構造は木造平屋建て１棟４戸、延べ床面

積２９４.６５平方メートルでございます。

１６ページ、１７ページに平面図、立面図

を添付しておりますので、御参照をお願いい

たします。

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

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第５９号はるにれ団地公営

住宅新築建築主体（６号棟）工事請負契約に

ついての件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第５９号はるにれ団地公

営住宅新築建築主体（６号棟）工事請負契約

についての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第６０号

○議長（吉田敏男君） 日程第１２ 議案第

６０号消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型（螺湾１

号）購入売買契約についての件を議題といた

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 大野雅司君。
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○総務課長（大野雅司君） ただいま議題と

なりました議案第６０号消防ポンプ自動車Ｃ

Ｄ－Ⅰ型（螺湾１号）購入売買契約につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。

平成３０年５月２４日足寄町財務規則に基

づき、指名競争入札に付した消防ポンプ自動

車ＣＤ－Ⅰ型（螺湾１号）購入について、下

記のとおり、請負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。

契約の目的は、消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ

型（螺湾１号）購入でございます。

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。

契約の金額は、２,８９４万４,０００円。

契約の相手方は、札幌市東区苗穂町１３丁

目２番１７号、株式会社北海道モリタ、代表

取締役 中川龍太郎氏でございます。

納入期日につきましては、平成３１年２月

２８日でございます。

１９ページに外観図を添付しておりますの

で、御参照をお願いいたします。

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

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第６０号消防ポンプ自動車

ＣＤ－Ⅰ型（螺湾１号）購入売買契約につい

ての件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６０号消防ポンプ自動

車ＣＤ－Ⅰ型（螺湾１号）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。

この際、報告をいたします。

町長から提出議案中、お手元に配付の正誤

表のとおり、訂正したい旨文書をもって議長

宛てに申し出がありましたので、本件につき

ましては、さよう訂正することに御了解をい

ただきたいと思います。

◎ 議案第６１号

○議長（吉田敏男君） 日程第１３ 議案第

６１号小中学校タブレットパソコン購入・無

線ＬＡＮ環境整備業務契約についての件を議

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 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６１号小中学校タブレット

パソコン購入・無線ＬＡＮ環境整備業務契約

について、提案理由の御説明を申し上げま

す。

平成３０年５月２４日足寄町財務規則に基

づき、指名競争入札に付した小中学校タブ

レットパソコン購入・無線ＬＡＮ環境整備業

務について、下記のとお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。

契約の目的は、小中学校タブレットパソコ

ン購入・無線ＬＡＮ環境整備業務でございま

す。

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。
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契約の金額は、１,６１１万３,６００円。

契約の相手方は、帯広市西１９条南１丁目

４番地２２、大丸株式会社道東支店、支店長

佐々木靖文氏でございます。

納入期日につきましては、平成３０年９月

１４日でございます。

ページ右側に内訳書を添付しておりますの

で、御参照をお願いいたします。

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

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第６１号小中学校タブレッ

トパソコン購入・無線ＬＡＮ環境整備業務契

約についての件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６１号小中学校タブ

レットパソコン購入・無線ＬＡＮ環境整備業

務契約についての件は、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。

１１時５分再開といたします。

午前１０時５１分 休憩

午前１１時０５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。

◎ 議案第６２号から議案第６６号まで

○議長（吉田敏男君） 関連がありますの

で、日程第１４ 議案第６２号池北三町行政

事務組合規約の変更についてから、日程第１

８ 議案第６６号陸別町からの資源ごみ処理

等に関する事務の事務受託についてまでの件

を一括議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

住民課長 松野 孝君。

○住民課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました議案第６２号池北三町行政事務組

合の変更についての件から、議案第６６号陸

別町から資源ごみ処理等に関する事務の事務

受託についての件まで、一括提案理由の御説

明を申し上げます。

議案書２１ページをお開きください。

最初に、議案第６２号池北三町行政事務組

合規約の変更についてでございますが、池北

三町行政事務組合規約の一部変更につきまし

て、地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、構成団体との協議を行うに当たり、同法

第２９０条の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。

規約変更の内容でございますが、先ほどの

町長の行政報告にもありますとおり、平成３

１年４月から資源ごみを除くごみは十勝圏複

合事務組合が設置、運営するくりりんセン

ターで処理をするのに伴いまして、池北三町

行政事務組合の事務量の大幅な減少が見込ま

れることから、事務の簡素・効率化を図るた

め、事務組合を解散し、足寄町が資源ごみ処

理等の事務を承継することについての規定を

新たに規約に加えるものでございます。

附則において、施行期日につきましては、

北海道知事の変更に係る許可のあった日から

と定めております。

次に、議案書２２ページをお願いいたしま

す。

議案第６３号池北三町行政事務組合の解散
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についてでございますが、平成３１年３月３

１日をもって、池北三町行政事務組合を解散

することにつきまして、地方自治法第２８８

条の規定により、構成団体との協議を行うに

当たり、同法第２９０条の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。

続いて、議案書２３ページをお願いいたし

ます。

議案第６４号池北三町行政事務組合の解散

に伴う財産処分についてでございますが、池

北三町行政事務組合の解散に伴う財産処分に

つきまして、地方自治法第２８９条の規定に

より、構成団体との協議を行うに当たり、同

法第２９０条の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。

内容につきましては、別紙協議書のとお

り、池北三町行政事務組合の所有する財産は

足寄町が承継し、財産の処分年月日を平成３

１年３月３１日とするものでございます。

なお、土地・建物等の財産に関する調書を

２４ページから２７ページに添付しておりま

すので、御参照をお願いいたします。

次に、議案書２８ページをお願いいたしま

す。

議案第６５号本別町からの資源ごみ処理等

に関する事務の事務受託についてでございま

すが、本別町からの事務の事務受託につきま

して、地方自治法第２５２条の１４第１項の

規定により、構成団体との協議を行い別紙の

とおり規約を定めるに当たり、同条第３項で

準用する同法第２５２条の２第３項の規定に

よりまして、議会の議決を求めるものでござ

います。

２９ページをお願いいたします。

規約の主な内容について、御説明をいたし

ます。

まず第２条におきまして、委託事務の範囲

を定めております。

第４条におきましては、経費の負担等につ

いて、委託事務の管理及び執行に要する経費

は本別町の負担とし、負担割合につきまして

は右の欄の別表のとおりとし、足寄町長と本

別町長が協議して定めることとしておりま

す。

なお、負担割合につきましては、現行と同

様であります。

第９条におきましては、必要に応じて委託

事務の管理及び執行について連絡調整を図る

ため、連絡会議を開くこととしております。

なお、附則において、この規約は平成３１

年４月１日から施行することを定めておりま

す。

次に、３１ページをお願いいたします。

議案第６６号陸別町からの資源ごみ処理等

に関する事務の事務受託についてでございま

すが、陸別町からの事務の事務受託につきま

して、地方自治法第２５２条の１４第１項の

規定により、構成団体との協議を行い別紙の

とおり規約を定めるに当たり、同条第３項で

準用する同法第２５２条の２第３項の規定に

より、議会の議決を求めるものでございま

す。

なお、規約内容の説明につきましては、本

別町との規約とほぼ同様でありますので、省

略をさせていただきます。

以上で、議案第６２号池北三町行政事務組

合規約の変更についての件から、議案第６６

号陸別町からの資源ごみ処理等に関する事務

の事務受託についての件までの一括提案理由

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上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

５件一括で行います。

質疑はございませんか。

１番。

○１番（熊澤芳潔君） 今後も３町の形では

進むことは進むのですけれども、現在終わっ

ている埋立地だとか、そういったところの場

所で災害が発生した場合はどういう形でこ

れ、当然協議されていくのだろうと思いま

す。どういう形で、規約に何かうたってませ

んよね、それはね。それで、そういう場合は
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どういう方向で進むのかをお聞きしたいと思

います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（松野 孝君） 災害が起こった

場合には当然工事費が絡んだり、経費がかか

るということがわかった場合は、先ほど規約

のほうでも御説明いたしましたとおり、各事

務の委託を受ける本別町あるいは陸別町の町

長を含めた連絡会議において調整するという

場が設けられております。ただ、その前段に

担当課長を含む事務担当者のレベルの協議の

場も設ける予定でございますので、そのよう

な事態が発生した場合には事務レベルで協議

をいたして、その後町長を初めとする会議に

おいて決定していくことと考えてございま

す。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（熊澤芳潔君） わかりました。そう

しますと、そういった災害が発生した場合

は、３町がきちっと協議をして進めていく

と、こういうことになるということでよろし

いですね。（「そのようになると思いま

す。」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 他に、質疑はござい

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

５件一括で行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第６２号池北三町行政事務

組合規約の変更についての件を採決をしま

す。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６２号池北三町行政事

務組合規約の変更についての件は、原案のと

おり可決されました。

これから、議案第６３号池北三町行政事務

組合の解散についての件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６３号池北三町行政事

務組合の解散についての件は、原案のとおり

可決されました。

これから、議案第６４号池北三町行政事務

組合の解散に伴う財産処分についての件を採

決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６４号池北三町行政事

務組合の解散に伴う財産処分についての件

は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第６５号本別町からの資源

ごみ処理等に関する事務の事務受託について

の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６５号本別町からの資

源ごみ処理等に関する事務の事務受託につい

ての件は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第６６号陸別町からの資源

ごみ処理等に関する事務の事務受託について

の件を採決をします。

この表決は、起立によって行います。
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本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第６６号陸別町からの資

源ごみ処理等に関する事務の事務受託につい

ての件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第６７号

○議長（吉田敏男君） 日程第１９ 議案第

６７号足寄町地域経済牽引事業の促進による

地域の成長発展の基盤強化のための固定資産

税の課税免除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。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

住民課長 松野 孝君。

○住民課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました議案第６７足寄町地域経済牽引事

業の促進による地域の成長発展の基盤強化の

ための固定資産税の課税免除に関する条例の

一部を改正する条例について、提案理由の御

説明を申し上げます。

本条例につきましては、法律の改正に伴い

まして、条例の題名や文言等を改めるため、

昨年第３回定例会に条例の一部改正案を提案

し、議決をいただいておりますが、経過措置

を規定する附則第２項について、旧法の附則

の規定に基づき、従前の例により承認を受け

た企業立地計画等に従って設置された施設で

ある場合、課税免除の適用に支障を生じるた

め、所要の改正を行うものでございます。

改正内容について、御説明いたします。

３３ページをお開きください。

改正附則第２項の経過措置の規定におきま

して、「企業立地の促進等による地域におけ

る産業集積の形成及び活性化に関する法律の

一部を改正する法律、附則第３条第１項の規

定に基づき、なお従前の例により承認を受け

た企業立地計画または同条第２項の規定によ

り、なおその効力を有するものとされた企業

立地計画に従って同意集積区域内に事業を行

うために設置した施設に係る固定資産税の課

税免除については、なお従前の例による」と

改めるものでございます。

なお、附則におきまして、この条例は公布

の日から施行し、改正後の附則第２項の規定

は平成２９年７月３１日から適用することと

しております。

３３ページの右の欄に新旧対照表を添付し

ておりますので、御参照を願います。

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

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第６７号足寄町地域経済牽

引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化のための固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例の件を採決をしま

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。

（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６７号足寄町地域経済

牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化のための固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

おり可決されました。
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◎ 議案第６８号

○議長（吉田敏男君） 日程第２０ 議案第

６８号足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例の一部を改正する条例の件を議題といた

します。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

住民課長 松野 孝君。

○住民課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました議案第６８号足寄町廃棄物の処理

及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

について、提案理由の御説明を申し上げま

す。

十勝環境複合事務組合につきましては、本

年３月３１日をもって解散し、十勝圏複合事

務組合に統合をしたため、所要の改正を行う

ものでございます。

改正内容について、御説明をいたします。

３４ページをお開きください。

第８条第４項中、「十勝環境複合事務組

合」を「十勝圏複合事務組合」に文言を改め

るものでございます。

なお、附則において、この条例は、公布の

日から施行し、平成３０年４月１日から適用

することとしております。

３４ページの右の欄に新旧対照表を添付し

ておりますので、御参照をお願いいたしま

す。

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

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第６８号足寄町廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例の件を採決をします。

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。

（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６８号足寄町廃棄物の

処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例の件は、原案のとおり可決されました。

◎ 請願第１号

○議長（吉田敏男君） 日程第２１ 請願第

１号北海道主要基幹農作物種子条例の制定に

関する請願書の件を議題といたします。

ただいま議題となっております、請願第１

号北海道主要基幹農作物種子条例の制定に関

する請願書の件は、総務産業常任委員会に付

託し、会期中の審査にすることとしたいと思

います。

これに、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、請願第１号北海道主要基幹農

作物種子条例の制定に関する請願書の件は、

総務産業常任委員会に付託し、会期中の審査

にすることに決定をいたしました。

◎ 散会宣告

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

本日はこれで散会をいたします。

次回の会議は、６月１４日午前１０時より

開会をいたします。

大変御苦労様でございます。

午前１１時２９分 散会


