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平成３１年第１回足寄町議会定例会議事録（第１号）
平成３１年３月５日（火曜日）

◎出席議員（１２名）

１番 熊 澤 芳 潔 君 ２番  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 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（１名）

６番 前 田 秀 夫 君

◎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＜Ｐ４＞

日程第 ２ 会期の決定＜Ｐ４＞

日程第 ３ 諸般の報告（議長）＜Ｐ５＞

日程第 ４ 請願第３号 足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に関す

る事の請願書（議会運営委員会）＜Ｐ５＞

日程第 ５ 行政報告（町長）＜Ｐ５＞

日程第 ６ 報告第５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＜Ｐ６＞

日程第 ７ 議案第１３号 公平委員会委員の選任について＜Ｐ７＞

日程第 ８ 議案第１４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について＜Ｐ７～Ｐ８＞

日程第 ９ 議案第１５号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１０ 議案第１６号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１１ 議案第１７号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１２ 議案第１８号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１３ 議案第１９号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１４ 議案第２０号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１５ 議案第２１号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１６ 議案第２２号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１７ 議案第２３号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１８ 議案第２４号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第１９ 議案第２５号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第２０ 議案第２６号 農業委員会委員の任命について＜Ｐ８～Ｐ１２＞

日程第２１ 議案第２７号 町道路線の認定について＜Ｐ１２～Ｐ１３＞

日程第２２ 議案第２８号 町道路線の変更について＜Ｐ１３～Ｐ１４＞

日程第２３ 議案第２９号 町道路線の廃止について＜Ｐ１４～Ｐ１５＞

日程第２４ 議案第３０号 足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例＜Ｐ１５～Ｐ１６＞

日程第２５ 議案第３１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例＜Ｐ１

６～Ｐ１７＞

日程第２６ 議案第３２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＜Ｐ１７～Ｐ１８＞

日程第２７ 議案第３３号 足寄町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例＜Ｐ

１８＞

日程第２８ 議案第３４号 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

条例を廃止する条例＜Ｐ１８～Ｐ１９＞

日程第２９ 議案第３５号 足寄町水道事業給水条例の一部を改正する条例＜Ｐ１９～Ｐ

２０＞

日程第３０ 議案第３６号 足寄町簡易水道設置条例の一部を改正する条例＜Ｐ２０～Ｐ

２１＞

日程第３１ 議案第３７号 足寄町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条
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例＜Ｐ２１～Ｐ２２＞

日程第３２ 意見書案第１号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任

用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書＜Ｐ２２＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開会宣告

○議長（吉田敏男君） ６番前田秀夫君は欠

席であります。

ただいまから、平成３１年第１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

○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条の規定によって、１１番髙橋秀樹

君、１２番井脇昌美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 原深雪君。

○議会運営委員会委員長（原深雪君） 昨

日開催されました、第１回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

会期は、本日、３月５日から３月１８日ま

での１４日間とし、このうち、６日から１２

日までと１５日から１７日までの計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、３月５日は、初めに議長の諸般の報

告を行います。

次に、１２月４日に議会運営委員会へ付託

されました請願第３号についての審査報告を

受け審議を行います。

次に、町長からの行政報告を受けます。

議案等の審議方法について申し上げます。

最初に、報告第５号の報告を受けます。

次に、議案第１３号から議案第３７号まで

を即決で審議いたします。

次に、意見書案第１号については、総務産

業常任委員会へ付託し、会期中の審査としま

す。

１３日は一般質問などを行います。

１４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３８号から議案第４６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。

また、議案第４７号から議案第５６号まで

の新年度予算案については、後日、提案説明

を受けた後、予算審査特別委員会を設置し、

会期中の審査といたします。

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３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３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１２日ま

での７日間と１５日から１７日の計１０日間

は休会といたしたいと思います。

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。
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なお、今定例会における一般質問通告書の

提出期限は、３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

たいと思います。

◎ 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。

◎ 請願第３号

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 請願第３

号足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

の一部改正に関する請願書の件を議題といた

します。

本件に関し委員長の報告を求めます。

議会運営委員会委員長 原深雪君。

○議会運営委員会委員長（原深雪君） た

だいまより委員会審査報告をいたします。

１、事件名。請願第３号足寄町廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の一部改正に関する

ことの請願。

２、審査の経過。委員会開催日１月１８

日。

３、決定とその理由。決定、不採択。

理由、空き地における雑草等については各

自治会においても大変な御苦労をされている

ことは理解するが、行政としての個人の財産

である土地に関して罰則を定める条例の制定

は、民事不介入の観点から現状では困難であ

り、現行の足寄町廃棄物の処理及び清掃に関

する条例の範囲内で環境美化に努めるよう、

粘り強く促していくことが現状の限界点であ

ると考える。

本町においては、今後空き家の対策を含め

て、それぞれに時間をかけ整理する必要があ

り、性急な条例の一部改正を求めることは不

適当である。

４、少数意見の留保。足寄町議会総合条例

第１３７号の規定による少数意見の留保はあ

りませんでした。

○議長（吉田敏男君） ただいまの委員長の

報告に対する質疑を行います。

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、請願第３号足寄町廃棄物の処理

及び清掃に関する条例の一部改正に関する請

願書の件を採決をします。

本件に対する委員長の報告は不採択です。

この採決は原案についての採決でありま

す。

請願第３号足寄町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部改正に関する請願書の件

を、採択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） 起立はありません。

したがって、請願第３号足寄町廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の一部改正に関する

請願書の件は、不採択と決定をいたしまし

た。

◎ 行政報告

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 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、２件の行政報告を申し上

げます。

まず、足寄町国民保護計画の一部変更につ

いて御報告をいたします。
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足寄町国民保護計画は、いわゆる国民保護

法と呼ばれる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に基づき、平

成１９年に策定し、法律改正等に基づき現在

まで数度の変更を行ってまいりましたが、こ

のたび国民保護計画の基準となる国の国民保

護に関する基本指針が変更されたことなどに

伴い、足寄町国民保護計画の一部を変更いた

しました。

変更内容につきましては、別紙の新旧対照

表のとおりでありますが、ＮＢＣ（核・生

物・化学兵器）攻撃等により発生する武力攻

撃災害への対応訓練やさまざまな情報伝達手

段を用いた訓練など、避難訓練の内容の例

示、弾道ミサイル攻撃時の住民の適切な避難

行動のために平素からＪアラートによる情報

伝達と弾道ミサイル落下時の行動の周知に努

めることの明記、組織改編に伴う環境省部局

名称の変更となっております。

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、国民健康保険病院の診療体制につい

てでございます。

国民健康保険病院の医師体制につきまして

は、現在、常勤医師内科４名、外科１名のほ

か、非常勤の派遣・出張医により診療を行っ

ていますが、このほど地域の医師不足解消を

目的として、平成２０年度に北海道が創設し

た地域枠医師の配置決定がなされ、平成３１

年４月から新たに箱﨑頌平医師が当院の常勤

内科医として配置、着任されることとなりま

したので御報告を申し上げます。

箱﨑医師は、札幌医科大学医学部出身の２

８歳、医師免許取得後５年目となる地域枠医

師第２期生であり、札幌医科大学研究生とし

て所属する傍ら、現在は帯広厚生病院に内科

医師として勤務されております。

また、平成３０年４月から月１回、第４日

曜日を基本とする当直及び翌日午後３時まで

の外来診療について、帯広厚生病院からの派

遣診療応援という形で、当院での診療を担っ

ていただいており、患者さんにとってはなじ

みの医師でもあります。

配置される期間につきましては、基本的に

１年間となっており、帯広厚生病院から当院

への派遣診療応援につきましても継続される

見込みとなっております。

前任の寺沢誠医長は本年３月末をもって離

任されることとなりますが、箱﨑医師の着任

により、常勤医師が内科、外科合わせて引き

続き５名体制となることで、現行の医療提供

体制が維持されるとともに、今後におきまし

ても、地域住民が２４時間いつでも安心して

暮らせるよう、安定的な診療体制の構築に努

めてまいりたいと考えております。

なお、関連する予算を今定例会に提案させ

ていただきますので、御審議賜りますようお

願い申し上げ、国民健康保険病院の診療体制

等についての御報告とさせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これで、行政報告を

終わります。

◎ 報告第５号

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 報告第５

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５号予定価格１,００

０万円以上の工事又は製造の請負契約の締結

について、提案理由の御説明を申し上げま

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。
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平成３０年１１月２３日から平成３１年２

月２５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

事又は製造の請け負いは、２ページにござい

ます別紙のとおり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。

これをもって、報告を終わります。

◎ 議案第１３号

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 議案第１

３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。

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１３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。

提案をさせていただく方は、足寄町西町７

丁目３番地３１。白沢嗣栄氏。昭和１８年８

月１６日生まれでございます。

提案理由につきましては、平成３１年５月

１９日任期満了によるものでございます。

白沢氏の略歴、学歴、職歴等、公職歴等に

つきましては記載のとおりでございますの

で、説明省略とさせていただきます。

白沢氏、再任という形で考えてますので、

よろしく御審議のほどをお願いを申し上げま

す。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「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１３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１３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１４号

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第１

４号固定資産評価審査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。

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１４号固定資産評価審査

委員会委員の選任につきまして、提案理由の

説明を申し上げます。

下記の者を足寄町固定資産評価審査委員会

委員に選任いたしたく、地方税法第４２３条

第３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、足寄町南６条

４丁目５４番地。遠國紀幸氏。昭和１５年４

月１０日生まれでございます。

提案理由につきましては、平成３１年３月

３１日任期満了によるものでございます。

遠國氏につきましても、再度提案を、再度

お願いいたしたく提案をするものでございま

す。

遠國氏の略歴、学歴、職歴、公職歴、団体

歴等につきましては記載のとおりでございま
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すので、説明省略させていただきます。

以上、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１４号固定資産評価審査

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１４号固定資産評価審

査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１５号から議案第２６号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第１

５号農業委員会委員の任命についてから日程

第２０ 議案第２６号農業委員会委員の任命

についてまでの１２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。

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１５号農業委員会委員の

任命についてから議案第２６号農業委員会委

員の任命についてまで、一括提案理由を御説

明を申し上げます。

議案書５ページをお願いをいたします。

議案第１５号農業委員会委員の任命につい

て、御説明申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町鷲府５

６番地の８。鳥羽秀男氏。昭和３６年１０月

５日生まれでございます。

鳥羽氏の経歴等につきましては、８ページ

の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

次に、議案第１６号農業委員会委員の任命

について、御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町郊南２

丁目１８番地７。齋藤陽敬氏。昭和２８年７

月２８日生まれでございます。

齋藤氏の経歴等につきましても、８ページ

の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

次に、議案第１７号農業委員会委員の任命

について、御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町稲牛１

７２番地の４６。岡元義春氏。昭和３４年４

月２５日生まれでございます。

岡元氏の経歴等につきましても、８ページ

の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

次に、議案第１８号農業委員会委員の任命

について、御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町上足寄

１６９番地の８。石黒 彰氏。昭和４１年１

０月２２日生まれでございます。

石黒氏の経歴等につきましても、８ページ
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の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

次に、６ページをお願いをいたします。

議案第１９号農業委員会委員の任命につい

て、御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町上利別

１９２番地の３。阿部 昇氏。昭和３３年４

月１５日生まれでございます。

阿部氏の経歴等につきましても、８ページ

の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

次に、議案第２０号農業委員会委員の任命

について、御説明申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町平和８

３番地４。遠國和宏氏。昭和３９年６月１５

日生まれでございます。

遠國氏の経歴等につきましても、８ページ

の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

次に、議案第２１号農業委員会委員の任命

について、御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町螺湾２

４１番地の６。荻原博佳氏。昭和２９年１月

１日生まれでございます。

荻原氏の経歴等につきましても、８ページ

の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

次に、議案第２２号農業委員会委員の任命

について、御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町大誉地

６８６番地の２。吉村進氏。昭和３３年２月

１８日生まれでございます。

吉村氏の経歴等につきましても、別紙８

ページの一覧をごらんいただきたいというふ

うに思います。

次に、７ページをお願いいたします。

議案第２３号農業委員会委員の任命につい

て、御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町芽登１

８５６番地。遠藤勇氏。昭和３４年９月６日

生まれでございます。

遠藤氏の経歴等につきましては、８ページ

の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

次に、議案第２４号農業委員会委員の任命

について、御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町南３条

１丁目４３番地。原武義氏。昭和２１年１

０月１５日生まれでございます。

原氏の経歴等につきましても、８ページ

の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

次に、議案第２５号農業委員会委員の任命

について、御説明を申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町茂喜登

牛９８番地４。吉川友二氏。昭和３９年１２
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月２２日生まれでございます。

吉川氏の経歴等につきましても、８ページ

の別紙一覧をごらんください。

次に、議案第２６号農業委員会委員の任命

について、御説明申し上げます。

下記の者を足寄町農業委員会委員に任命い

たしたく、農業委員会等に関する法律第８条

第１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、足寄町鷲府３

１７番地の７。宮口孝治氏。昭和４０年２月

３日生まれでございます。

宮口氏の経歴等につきましても、８ページ

の別紙一覧をごらんいただきたいというふう

に思います。

以上、１２件でございますが、提案理由に

つきましては、平成３１年３月３１日をもっ

ての現農業委員会委員任期満了によるもので

ございます。

以上で、議案第１５号農業委員会委員の任

命についてから議案第２６号農業委員会委員

の任命についてまで、一括提案理由の説明と

させていただきますが、資料といたしまして

８ページに一覧表をつけさせていただきまし

たので、御参考にしていただきたいというふ

うに思います。

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。

質疑及び採決につきましては、１件ずつ行

います。

これから、議案第１５号農業委員会委員の

任命についての質疑を行います。

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１５号農業委員会委員の

任命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１５号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

地方自治法第１１７条の規定によりまし

て、齋藤陽敬君の退席をお願いをいたしま

す。

これから、議案第１６号農業委員会委員の

任命についての件の質疑を行います。

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１６号農業委員会委員の

任命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、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１６号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

これから、議案第１７号農業委員会委員の

任命についての件の質疑を行います。

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） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第１７号農業委員会委員の

任命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１７号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定
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をいたしました。

これから、議案第１８号農業委員会委員の

任命についての件の質疑を行います。

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１８号農業委員会委員の

任命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１８号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

これから、議案第１９号農業委員会委員の

任命についての質疑を行います。

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１９号農業委員会委員の

任命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１９号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

これから、議案第２０号農業委員会委員の

任命についての質疑を行います。

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２０号農業委員会委員の

任命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２０号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

これから、議案第２１号農業委員会委員の

任命についての件の質疑を行います。

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） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第２１号農業委員会委員の

任命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２１号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

これから、議案第２２号農業委員会委員の

任命についての質疑を行います。

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２２号農業委員会委員の

任命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２２号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定



― 12―

をいたしました。

これから、議案第２３号農業委員会委員の

任命についての質疑を行います。

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２３号農業委員会委員の

任命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２３号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

地方自治法第１１７条の規定によりまし

て、原深雪君の退席をお願いをいたしま

す。

これから、議案第２４号農業委員会委員の

任命についての質疑を行います。

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２４号農業委員会委員の

任命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２４号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

これから、議案第２５号農業委員会委員の

任命についての質疑を行います。

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２５号農業委員会委員の

任命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２５号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

これから、議案第２６号農業委員会委員の

任命についての質疑を行います。

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２６号農業委員会委員の

任命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２６号農業委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

◎ 議案第２７号

○議長（吉田敏男君） 日程第２１ 議案第

２７号町道路線の認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。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第２７号町道路線の認定に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

道路法第８条第２項の規定により、次の路
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線の認定をお願いするものでございます。

路線番号６１５号。路線名はるにれ通。起

点位置につきましては、足寄町北１条４丁目

８６番地。終点位置につきましては、足寄町

北２条４丁目８４番地でございます。

認定の理由でございますが、はるにれ団地

整備事業に伴いはるにれ団地東側に道路を新

設したことから、今後町道として適正に維持

管理を行うため認定をお願いするものでござ

います。

なお、１０ページに新規路線位置図を添付

しておりますので、御参照願います。

以上、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を申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「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２７号町道路線の認定に

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２７号町道路線の認定

についての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第２８号

○議長（吉田敏男君） 日程第２２ 議案第

２８号町道路線の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。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第２８号町道路線の変更に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

道路法第１０条第３項の規定により、路線

番号１０６番、路線名花輪線ほか１０路線の

起点または終点の変更をお願いするものでご

ざいます。

路線ごとの変更につきましては、路線番号

１０６番、路線名花輪線につきましては、道

路改良に伴い起点位置の変更及び字地番の見

直しにより変更を行うものでございます。

次に、路線番号２８３番、路線名里見が丘

通及び路線番号２８６番、路線名郊南里見が

丘１号通につきましては、地籍調査事業によ

り現況地目及び道路敷地の変更に伴い路線の

延伸による位置及び地番の変更を行うもので

ございます。

次に、路線番号３０７番、路線名６線線に

つきましては、当該路線にて地域開発がなさ

れ道路として利用頻度が多くなることから、

道路区域の延伸を行い、町道として維持管理

をするため位置の変更を行うものでございま

す。

次に、路線番号４２８番、路線名下愛冠市

街通及び路線番号５５９番、路線名下愛冠２

丁目本通から路線番号５７２番、路線名下愛

冠３丁目仲１号通の６路線につきましては、

一般国道２４２号足寄町愛冠視距改良工事に

伴い、位置及び地番の変更を行うものでござ

います。

次に、路線５３５番、路線名北３条通につ

きましては、道路改良に伴い、終点の位置及

び字地番の変更を行うものでございます。

なお、１２ページから１８ページまでに、

区域変更路線位置図を添付しておりますの

で、御参照を願います。

以上、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を申し

上げます。
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○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） １４ページですけれ

ども、実情を知らないでこういう質問もあれ

かと思いますけれども、本当にこの道路必要

なのでしょうか。何だろう、ローソンがある

ところを斜めにこう区切るというのですね。

路線位置図③というやつ、１４ページ。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） お答えを申し上

げます。

もともとは国道として使っていたところな

のですけれども、一応通り抜けがまだ可能と

いうことで、現段階では廃止をせずそのまま

変更という形で進めさせていただきたいとい

うふうに考えておりますので、御理解のほど

どうぞ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） 信号に近くてね、危

険が伴うのではないかという思いがあったの

ですけれども、その辺は大丈夫ですか。

○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。

中央分離帯等もついておりますので、信号

に関しての心配は大丈夫かなというふうに考

えております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

どうぞ。７番。

○７番（田利正文君） １７ページ、路線位

置図の⑥ですか。

下愛冠の３丁目の２号通と１号通の国道ま

でつながるのかな、これ。この山の部分、こ

れ必要なのかなという気がしたものですか

ら。２本のところですね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 下愛冠３丁目２

号通と下愛冠３丁目１号通の関係ですよね。

まだ現在ここの道路につきましては、通り

抜け等もできますし、循環していると、使え

るというふうに考えておりますので、現在の

ところ町道として管理をしていきたいという

ふうに考えておりますので、御理解のほど、

どうぞ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。

７番。

○７番（田利正文君） 国道ができ上がって

上に住んでいる方のところの道路、この上の

白い線がそうですよね。そうすると、下愛冠

の会館あるところの横に区切る道路で切って

しまったほうが、除雪その他やる場合でも楽

でいいのでないのかという気するのですけれ

ども、そうではないですか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 今、上から来る

道路と下の道路と切ったほうがいいのでない

かという御質問だったのですけれども、３丁

目２号通のほうからぐるりと循環アクセス道

路という形でつながっておりますので、現状

のまま、このままいきたいというふうに考え

ております。

御理解のほど、どうぞよろしくお願いいた

します。

○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） これから、議案第２

８号町道路線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２８号町道路線の変更

についての件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第２９号

○議長（吉田敏男君） 日程第２３ 議案第
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２９号町道路線の廃止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。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第２９号町道路線の廃止に

ついて、提案理由の御説明を申し上げます。

道路法第１０条第１項の規定により、路線

番号５６２番、路線名下愛冠２丁目連絡通の

廃止をお願いするものでございます。

本路線は一般国道２４２号足寄町愛冠視距

改良工事に伴い、下愛冠３丁目側が通行不能

となったことから、廃止をお願いするもので

ございます。

なお、下愛冠２丁目側につきましては、議

案第２８号で下愛冠２丁目本通として区域変

更をお願いをいたしました。

なお、２０ページに路線廃止位置図を添付

しておりますので、御参照願います。

以上、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を申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「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２９号町道路線の廃止に

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２９号町道路線の廃止

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１０分まで休憩をいたします。

午前１０時５４分 休憩

午前１１時１０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３０号

○議長（吉田敏男君） 日程第２４ 議案第

３０号足寄町職員の勤務時間、休暇等に関す

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。

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３０号足寄町職員の勤務

時間、休暇等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。

本条例の改正につきましては、人事院規則

の改正により国家公務員に時間外勤務命令の

上限時間が設けられたことから、これに準じ

た措置をするために改正するものでございま

す。

改正条文の内容について申し上げます。

足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例。

足寄町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を次のように改正する。

第８条に次の１項を加えるとしまして、第

２項として、前項に規定するもののほか、同

項に規定する正規の勤務時間以外の時間にお

ける勤務に関し、必要な事項は規則で定める

と規定いたします。

なお、規則においては、基本的には１カ月

の時間外の上限を４５時間、１年について３
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６０時間と規定いたします。

附則において、施行日を平成３１年４月１

日からとしております。

２１ページ右側に新旧対照表を添付してお

りますので、御参照ください。

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３０号足寄町職員の勤務

時間、休暇等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３０号足寄町職員の勤

務時間、休暇等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。

◎ 議案第３１号

○議長（吉田敏男君） 日程第２５ 議案第

３１号職員の育児休暇等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。

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３１号職員の育児休業等

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。

本条例の改正につきましては、地方公務員

の育児休業等に関する法律及び人事院規則の

改正に伴い、これに準じて改正するものでご

ざいます。

法律等の改正に準じた改正でございますの

で、改正条文の詳細な説明は省略させていた

だきますが、改正の主な内容は、第２条の育

児休業をすることができない職員に、短時間

勤務の任期付職員などを加え、第２条の２育

児休業をすることができない職員に養育里親

である職員を加え、第３条の再度の育児休業

ができる特別の事情に要件を追加し、第４条

の育児休業の期間の再度の延長ができる特別

の事情に、保育所への入所がかなわなかった

場合などを追加したことなどのほか、字句、

用語の改正も行われております。

また、改正条例第２条においては、平成３

２年度から始まります会計年度任用職員制度

への対応に必要な改正を行っております。

附則において、この条例の第１条の規定は

平成３１年４月１日から施行することとし、

第２条の規定は平成３２年４月１日から施行

することとしております。

なお、２５ページから３１ページに新旧対

照表を添付しておりますので、御参照いただ

きたいと思います。

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。
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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３１号職員の育児休業等

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３１号職員の育児休業

等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。

◎ 議案第３２号

○議長（吉田敏男君） 日程第２６ 議案第

３２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３２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について、提案理由

の御説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、日額の報酬

を受ける特別職の報酬支給期限の改正と前回

第４回定例会において改正した改正内容に一

部不備があり、従前支給していた十勝管内で

宿泊した場合の宿泊料が支給できない改正内

容となってしまっていたことから、これを支

給できることに改めるものでございます。

改正条文の内容について申し上げます。

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。

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次のように改

正する。

第９条第３項中、「翌月の５日まで」を

「職務従事後」に改める。

これは日額の報酬を受ける特別職の報酬支

給期限を改めるものでございます。

別表第４備考中、乙地方とは町内を除くそ

の他の地域の次に、「日当に限り」を加え

る。

これは別表に定める項目のうち、帯広市及

び十勝総合振興局管内に旅行する場合に支給

しない項目を日当に限り、他の項目について

は支給できることとするものでございます。

附則において、この条例は平成３１年４月

１日から施行することとしております。

３３ページに新旧対照表を添付しておりま

すので、御参照ください。

なお、今回の改正につきましては、一部に

前回改正時の改正条文の不備を原因とするも

のがございます。今後におきましては、改正

条文の精査に十分な注意を払い、今後このよ

うなことのないように努めたいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願い申し

上げます。

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３２号足寄町特別職の職
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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３２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の件は、原案のと

おり可決されました。

◎ 議案第３３号

○議長（吉田敏男君） 日程第２７ 議案第

３３号足寄町職員等の旅費に関する条例の一

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。

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３３号足寄町職員等の旅

費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。

本条例の改正につきましては、前回第４回

定例会において改正した改正内容に一部不備

があり、従前支給していた十勝管内で宿泊し

た場合の宿泊料が支給できない改正内容と

なってしまっていたことから、これを支給で

きることに改めるものでございます。

改正条文の内容について申し上げます。

足寄町職員等の旅費に関する条例の一部を

改正する条例。

足寄町職員等の旅費に関する条例の一部を

次のように改正する。

別表第１備考中、乙地方とは町内を除くそ

の他の地域の次に、「日当に限り」を加え

る。

これは別表に定める項目のうち、帯広市及

び十勝総合振興局管内に旅行する場合に支給

しない項目を日当に限り、ほかの項目につい

ては支給できることとするものでございま

す。

附則において、施行日を平成３１年４月１

日からとしております。

３５ページに新旧対照表を添付しておりま

すので、御参照ください。

なお、今回の改正につきましては、一部に

前回改正時の改正条文の不備を原因とするも

のがございます。今後におきましては、改正

条文の精査に十分な注意を払い、今後このよ

うなことのないように努めたいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願い申し

上げます。

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３３号足寄町職員の旅費

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３３号足寄町職員等の

旅費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。

◎ 議案第３４号
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○議長（吉田敏男君） 日程第２８ 議案第

３４号足寄町足寄土地計画足寄市街地区土地

区画整理事業特別会計条例を廃止する条例の

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。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第３４号足寄町足寄都市計

画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計条

例を廃止する条例について、提案理由の御説

明を申し上げます。

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画

整理事業特別会計条例を廃止する条例。

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画

整理事業特別会計条例は廃止する。

廃止の理由でございますが、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

計につきましては、精算事務の一部を残し事

業を完了したことから、特別会計の廃止をお

願いするものでございます。

附則といたしまして、この条例は平成３１

年３月３１日から施行することとしておりま

す。

以上、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を申し

上げす。

○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３４号足寄町足寄都市計

画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計条

例を廃止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３４号足寄町足寄土地

計画足寄市街地区土地区画整理事業特別会計

条例を廃止する条例の件は、原案のとおり可

決されました。

◎ 議案第３５号

○議長（吉田敏男君） 日程第２９ 議案第

３５号足寄町水道事業給水条例の一部を改正

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。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第３５号足寄町水道事業給

水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。

本条例の改正につきましては、足寄簡易水

道事業喜登牛地区において、現在施設の老朽

化により水の供給が困難となり、隣接する芽

登営農用水道からの余剰水により水の供給を

行っております。

また、現在給水している人口についても大

幅に減少している状況であること、及び施設

の改築更新については多額の費用がかかるこ

となどから、水の供給については現状のまま

芽登営農用水道からの供給とし、簡易水道事

業における給水区域、給水人口並びに給水量

において、喜登牛地区について該当となる部

分を削除し変更するための改正を行うもので

ございます。

改正条文の内容について申し上げます。

足寄町水道事業給水条例の一部を改正する

条例。

足寄町水道事業給水条例の一部を次のよう

に改正する。
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第２条第２号ア中、給水区域におきまして

「、喜登牛の一部」を削り、同号イ中、給水

人口におきまして「１,２６０人」を「９８

０人」に改め、同号ウ中、給水量におきまし

て「３３１立方メートル」を「２８９立方

メートル」に改めるものでございます。

附則といたしまして、この条例は公布の日

から施行することとしております。

なお、３７ページ右側に新旧対照表を添付

しておりますので、御参照願います。

以上、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を申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「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３５号足寄町水道事業給

水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３５号足寄町水道事業

給水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。

◎ 議案第３６号

○議長（吉田敏男君） 日程第３０ 議案第

３６号足寄町簡易水道設置条例の一部を改正

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。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第３６号足寄町簡易水道設

置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。

本条例の改正につきましては、先ほど議案

第３５号で提案させていただきました、足寄

町水道事業条例の一部を改正する条例と同様

に、足寄町簡易水道設置条例におきまして

も、喜登牛地区について該当となる部分を削

除し、変更するための改正を行うものでござ

います。

改正条文の内容について申し上げます。

足寄町簡易水道設置条例の一部を改正する

条例。

足寄町簡易水道設置条例の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１号ア中、給水区域におきまして

「、喜登牛の一部」を削り、同号イ中、給水

人口におきまして「１,２６０人」を「９８

０人」に改め、同号ウ中、給水量におきまし

て「３３１立方メートル」を「２８９立方

メートル」に改めるものでございます。

附則といたしまして、この条例は公布の日

から施行することとしております。

なお、３８ページ右側に新旧対照表を添付

しておりますので、御参照願います。

以上、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。
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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３６号足寄町簡易水道設

置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３６号足寄町簡易水道

設置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。

◎ 議案第３７号

○議長（吉田敏男君） 日程第３１ 議案第

３７号足寄町水道布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準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。

建設課長 増田 徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第３７号足寄町水道布設工

事監督員の設置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準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。

本条例の改正につきましては、学校教育法

及び水道法施行規則の改正に準じて、足寄町

水道布設工事監督員の設置基準及び資格基準

並びに水道技術管理者の資格基準に関する条

例の一部を改正するものでございます。

改正条文の内容について申し上げます。

足寄町水道布設工事監督員の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に

関する条例。

足寄町水道布設工事監督者の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に

関する条例の一部を次のように改正する。

第３条第１項第３号中、「短期大学」の次

に「（同法による専門職大学の前期課程を含

む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法

による専門職大学の前期課程にあっては、修

了した後）」を加え、同項第６号の「よる」

を「基づく」に改め、同項第８号中、「又は

水道環境」を削る。

第４条第１項第２号中、「卒業した後」の

次に「（学校教育法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した後）」を、「同項

第３号に規定する学校を卒業した者」の次に

「（同法による専門職大学の前期課程にあっ

ては、修了した者）」を加え、同項第４号

中、「卒業した」の次に「（当該学科目を修

めて学校教育法に基づく専門職大学の前期日

程（以下この号において「専門職大学前期課

程」と言う。）を修了した場合を含む。）」

を、「同項第３号に規定する学校の卒業者」

の次に「（専門職大学前期課程の修了者を含

む。次号において同じ。）」を加えるもので

ございます。

附則といたしまして、この条例は平成３１

年４月１日から施行することとしておりま

す。

なお、４０ページに新旧対照表を添付して

おりますので、御参照願います。

以上、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を申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「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）
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○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３７号足寄町水道布設工

事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道

技術管理者の資格基準に関する条例の一部を

改正する条例の件を採決をいたします。

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３７号足寄町水道布設

工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準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。

◎ 意見書案第１号

○議長（吉田敏男君） 日程第３２ 意見書

案第１号地方公務員法及び地方自治法の一部

改正における会計年度任用職員の処遇改善と

雇用安定に関する意見書の件を議題といたし

ます。

本件につきましては、条例第６５条第３項

の規定により、提案理由の説明を省略をいた

します。

ただいま議題となっております、意見書案

第１号地方公務員法及び地方自治法の一部改

正における会計年度任用職員の処遇改善と雇

用安定に関する意見書の件は、総務産業常任

委員会に付託し、会期中の審査とすることに

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、意見書案第１号地方公務員法

及び地方自治法の一部改正における会計年度

任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見

書の件は、総務産業常任委員会に付託するこ

とに決定をいたしました。

なお、本件は会期中の休会中に審査の上、

報告をお願いをいたします。

◎ 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、３月１３日、午前１０時よ

り開会をいたします。

大変御苦労さまでございました。

午前１１時４１分 散会


