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午前１０時００分

開会

ので、御報告をしておきたいというふうに思
います。

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

次に、あわせて住宅、生活再建に向けた既

５番川上初太郎君、

６番前田秀夫君は欠席であります。

存の住環境、店舗等の整備補助金、これは災
害用に少し特例を設けさせていただき、これ

ただいまから、平成２８年第４回足寄町議
会臨時会を開会をいたします。

も議会の承認をいただいたところであります
けれども、きのう現在で決定通知を出させて

ここで暫時休憩をいたします。

いただいた件数は、総数で２０件、これは住

午前１０時０１分

休憩

宅のリフォーム、それから備品の購入含めて

午前１０時０４分

再開

でありますけれども、２０件の方々の申請を

休憩を閉じ、会議を

いただきまして、まだ支給、終わってません

○議長（吉田敏男君）
再開をいたします。

から支給にはなってませんけれども、決定通
知を出させていただいた金額は１,１５８万

◎

町長挨拶

○議長（吉田敏男君）

３ ,００ ０ 円と いう こ とに な って ご ざい ま

町長安久津勝彦君か

す。

ら招集の御挨拶がございます。
町長

引き続きまたこれから申請があるのかなと

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

いうふうに思ってますけれども、しっかりと
議長のお許しをい

被災者に寄り添った支援を継続してまいりた

ただきましたので、第４回臨時会招集に際し

いというふうに思っておりますので、御理解

ての御挨拶を一言申し上げたいというふうに

いただきたいというふうに思います。

思います。

次に、農地等さらには公共施設等の復旧の

この間、台風被害、大変大きな被害を受け

関係でありますけれども、順次復旧を進めて

たわけでありますけれども、異例とも言える

おります。とりわけ農地の復旧に当たりまし

臨時会４時開会等々含めて、議員各位に大変

ては、ＪＡさんあるいは生産者の皆さん方と

な御協力、起こしいただきましたことを心か

も十分協議を行いながら、まずは優先順位を

ら感謝申し上げたいなというふうに思ってお

つけて、まず小麦の播種時期がありますか

ります。

ら、小麦の播種を予定している畑、これの復

口頭でありますけれども、災害復旧にかか
わる途中経過ということで、口頭であります

旧を最優先にしながら順次進めているという
ようなことでございます。

けれども、少し御報告をさせていただきたい
というふうに思います。

ただ実態としましては、やっぱりこの時期
ですから、町内業者さん、通常の仕事も受注

議会で承認をいただきました住宅の被害に

されている業者もたくさんいらっしゃいまし

遭われた被災者の皆さん方に対する見舞金の

て、これも長雨の関係でそれぞれの現場が随

支給の関係でありますけれども、９月２日に

分おくれているということもあって、実際に

最終の支給が順次支給したわけでありますけ

災害復旧に当たっていただく、協力いただけ

れども、９月２日に最終の支給が終了したと

る業者というのも本当に２社ぐらいしかいな

いうことでございます。

いというのが、これは現状でありますし、そ

被災者の対象件数は床上、床下合わせて４

れからこれから災害査定等々の日程も入って

９件ありましたけれども、１件の方は辞退を

るわけでありますけれども、これも設計書を

されるということで、最終的には４８件。見

つくっていただくコンサルも本当に心配して

舞金の配布総額につきましては、７７０万

いたとおり、やっぱり広域的な被害を受けて

５,０００円と、こういう結果になりました

ますから、業者探しもこれもままならないと
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いう、こんな状況も続いているというような

高校生の寮といいますか下宿といいますか、

ことでありますけれども、しかしそういう中

これを主においての多目的交流施設、おかげ

にあっても着実に復旧について、しっかり取

さまで１０月１日にオープンすることができ

り組んでいきたいというふうに思っていると

ました。これは既に承認いただいてますとお

ころでございます。

り、まちづくり会社のびびっどコラボレー

次に、今後に向けて、いろいろな河川の改

ションに指定管理でお願いをしているところ

修等々含めて関係機関への要請の状況を少し

でありますけれども、１０月１日に無事オー

報告しておきますと、１０月４日の日には建

プンという運びになりました。ただ現実問題

設管理部、昔でいえば土木現業所です。ここ

といたしましては、１０月１日から入所して

の足寄出張所所長さんに対しての要請は、１

いただく高校生は残念ながら１名ということ

０月４日に終わらせております。それから昨

であります。これは御案内のとおり、ここの

日は北電の、これは停電の関係でありますか

北側の長屋に今現在高校生３名入居していた

ら、北電の足寄営業所の所長さんにも要請を

だいてますけれども、移っていただきたいと

しているということでございます。

いうことの働きかけはしてますけれども、少

今後の要請関係の予定につきましては、本
日、午後から帯広のほうに出向きまして、振

し時間がかかるのかなと、そんなふうな思い
もしております。

興局のほうに対して、これは建設管理部も含

いずれにしましても、なかなか運営につい

めてでありますけれども、あわせて本日午後

ては厳しい部分もあるかなというふうに思い

から要請にお邪魔をするということになって

ますけれども、引き続きまた行政のほうとし

おります。

ても、まちづくり会社と連携をしながらしっ

それから北海道関係につきましては、１０
月１９日の日に道庁へ行って、道に対しての

かりとした取組をしていきたいというふうに
考えております。

要望もしてまいりたい。この一連の要請につ

次に、本日予定しております案件でありま

きましては、足寄町と議会、町長名と議長名

すけれども、議案として３件、これは工事請

連名で要請に行っているということでござい

負契約、それから台風被害の農地災害復旧に

ます。なお、札幌の道庁に要望に際しまして

かかわる分担金の徴収条例の関係、それとも

は、これは議長にも同行いただいて、しっか

う一つは一般会計の補正予算の３件となって

りと要請をしてまいりたいというふうに考え

おりますので、よろしく御審議を賜りますよ

ております。

うお願い申し上げまして、臨時会招集に対し

また、１１日の日には北電の帯広支店長さ
んのほうにも要請に行くという予定をしてお

ての御挨拶にかえさせていただきたいという
ふうに思います。

りましたけれども、この日につきましては、

どうぞよろしくお願いをいたします。

逆に現場の確認も含めて帯広支店長さんが足

○議長（吉田敏男君）

寄まで来ていただけるということになってま

議を開きます。

すから、そこでまたしっかり要請をしてまい
りたいというふうに考えているということで

これから、本日の会

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

ございます。
なおまた次の臨時会の中で少しペーパーに

◎

会議録署名議員の指名

して、詳細の報告をさせていただきたいとい

○議長（吉田敏男君）

日程第１

うふうに思っております。

名議員の指名を行います。

会議録署

次に、地方創生の交付金を活用させていた

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

だいて、多目的交流施設、これは主は、足寄

１８４条の規定によって、１番熊澤芳潔君、
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２番榊原深雪君を指名をいたします。

てでございますが、道路管理者である北海道
開発局から、本線工事がおおむね完了したこ

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

とから、当初の予定どおり１０月下旬をめど

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

行うとの報告を受けましたので、御報告を申

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

に新たな車線に本線を切りかえ、供用開始を
し上げます。

本

なお、当初計画においては、平成２８年度

日開催されました第４回臨時会に伴う議会運

で全ての工事が完了する予定でありました

営委員会の協議の結果を報告いたします。

が、愛冠跨道橋の橋梁塗料からＰＣＢ、ポリ

会期は、本日１日間であります。

塩化ビフェニルが確認されたことから、来年

本日は、最初に町長から行政報告を受けま

度に愛冠跨道橋の解体撤去及び旧道の補修を

す。

行い、町への引き渡し後に事業完了するとの

次に、議案第１１３号から議案第１１５号

報告を受けているところでございます。

までを即決で審議いたします。

また足寄橋のかけかえ工事に伴う仮設道路

以上で、議会運営委員会の協議結果の報告

につきましても、視距改良工事の本線供用と

を終わらせていただきます。

あわせて１０月下旬より供用開始予定であ

○議長（吉田敏男君）

り、本仮設道路はかけかえ工事が完了するま

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

で供用されることとなります。
なお、これらの供用開始の具体的な時期に

◎

会期の決定

○議長（吉田敏男君）

日程第２

つきましては、連絡を受け次第、広報等によ
会期決定

の件を議題といたします。

り住民周知を行ってまいりたいと考えており
ます。

お諮りをいたします。

町といたしましても引き続き国道関連工事

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと
思います。

の早期完了に向けて協力を行ってまいります
ので、今後とも御理解を賜りますようお願い

これに御異議ございませんか。

を申し上げ、御報告とさせていただきます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

異議なしと認めま

これで、行政報告を

終わります。

す。
したがって、会期は、本日１日間に決定を
いたしました。

◎

議案第１１３号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

議案第１

１３号橋梁長寿命化修繕（矢車橋架換）工事
◎

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

請負契約についての件を議題といたします。
行政報告

を行います。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

町長から行政報告の申し出がありました。

総務課長

大野雅司君。

これを許します。

○総務課長（大野雅司君）

町長

なりました、議案第１１３号橋梁長寿命化修

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、１件の行政報告を申し上

ただいま議題と

繕（矢車橋架換）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。

げます。

平成２８年９月２９日足寄町財務規則に基

一般国道２４２号愛冠視距改良工事につい

づき、指名競争入札に付した橋梁長寿命化修
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繕（矢車橋架換）工事について、下記のとお

ところでございまして、議員御指摘の今回の

り、請負契約を締結するため、議会の議決に

大雨災害等に係るいわゆる河川の流量のあり

付すべき契約及び財産の取得または処分に関

方の御質問かなというふうに思いますけれど

する条例第２条の規定により議会の議決をお

も、これにつきましては、今後どういう形で

願いするものでございます。

推移するかというのは、これからの問題なの

契約の目的は、橋梁長寿命化修繕（矢車橋

かなというふうには考えているところでござ

架換）工事でございます。契約の方法につき

いまして、現状の今回の設計といたしまして

ましては、指名競争入札による契約でござい

は、あくまでも現時点の河川サイドの基準と

ます。契約の金額は、６,４９６万２,０００

申しますか、雨量強度等に基づくもので断面

円。契約の相手方は、足寄町南６条７丁目２

決定をさせていただいて、かけかえをすると

２番地、株式会社勝建工業、代表取締役、黒

いうことで御理解をいただきたいというふう

田勝氏でございます。工期は、平成２９年３

に思います。

月１７日でございます。工事概要でございま

以上でございます。

す が 、橋 長 １７ .２ メ ート ル 、車 道 幅員 ４

○議長（吉田敏男君）

１番。

メートルのかけかえ工事でございます。工事

○１番（熊澤芳潔君）

わかりました。

場所は、足寄町上螺湾でございます。

ただ今回の実態を見まして、橋の設計いろ

２ページに橋梁一般図を添付しております
ので、御参照をお願いしたいと思います。

いろとわからないのですけれども、両側の根
元が流されて、そして橋が落ちてるよという

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ような実態が多く見られるのですよね。そう

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

いったことについても強化する必要があるの

上げます。

かなという気がいたしますけれども、その点

○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。

ちょっとお聞きして終わりたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

答弁、建設課長。

これから、質疑を行います。

○建設課長（阿部智一君）

質疑はございませんか。

ます。

１番。
○１番（熊澤芳潔君）

お答えをいたし

先ほどもお答えをしたとおりですね。今後
今回の台風で、北海

の大雨等に対する対応ということになろうか

道に本当に多くの橋梁、橋が落ちた実態がテ

と思いますので、これにつきましては、国も

レビ等で見れたわけでございますけれども、

含めた中で、今後どういう形で河川の流量の

今回の設計に当たって、先ほど今、長さ等に

あり方、あるいはどの程度の雨を想定した計

ついては見ました。ただ強化策としては、で

画にしていくのかというのは、当然これから

はそのほかに果たしてこれでいいのかどう

の話になってくるのかなというふうに思って

か、疑問が感じるのですけれども、その点に

おりますので、その辺の情報等も収集をしな

ついてちょっとお伺いいたします。

がら今後の、特に橋梁等河川絡みの流量等に

○議長（吉田敏男君）

ついても反映をしていきたいなというふうに

答弁、建設課長。

○建設課長（阿部智一君）

お答えをいたし

考えているところでございます。

ます。

以上でございます。

今回のかけかえにつきましては、あくまで
も橋梁の長寿命化事業の中でのかけかえとい

○議長（吉田敏男君）

他に質疑はございま

せんか。

うことで、かけかえに際しましては、河川管

（「なし」と呼ぶ者あり）

理者とのいわゆる河川協議に基づいて橋長

○議長（吉田敏男君）

等、河川の断面等を決定をさせていただいた

す。
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質疑なしと認めま

これで質疑を終わります。

を所有し、また、管理し、事業により利益を

これから、討論を行います。

受ける個人または団体、以下受益者から徴収

討論はございませんか。

することと定めております。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第３条で分担金の額として分担金の額は当

討論なしと認めま

す。

該復旧事業に要する費用の１０％の額を定め
ております。

これで討論を終わります。

第４条で分担金の納入について定めており

これから、議案第１１３号橋梁長寿命化修

ます。

繕（矢車橋架換）工事請負契約についての件
を採決をします。

第５条でその他として、国庫補助事業等の
採択を受けた地区の受益者については別途取

この表決は、起立によって行います。

り扱うものと定めております。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

第６条で委任について定めております。

の方は起立願います。

附則として、この条例は公布の日から施行

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

し、平成２８年９月１５日から適用すること

全員の起立です。

と定めております。

したがって、議案第１１３号橋梁長寿命化
修繕（矢車橋架換）工事請負契約についての

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ
らせていただきます。

の件は、原案のとおり可決されました。

よろしく御審議のほど、お願い申し上げま
す。

◎

議案第１１４号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

○議長（吉田敏男君）
議案第１

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

１４号平成２８年台風７号、台風１１号、台

これから、質疑を行います。

風９号及び台風１０号による、足寄町農地災

質疑はございませんか。

害復旧事業分担金徴収条例の制定についての

８番。

の件を議題といたします。

○８番（高道洋子君）

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
経済課長

このたび四つの台風

による農地の被害の分担金ということでござ
いますが、もう既に決まっていると思うので

村田善映君。

○経済課長（村田善映君）

すけれども、確認させていただきたいと思い
ただいま議題と

ます。

なりました議案第１１４号平成２８年台風７

この四つの被害による総額ですね、支払総

号、台風１１号、台風９号及び台風１０号に

額と、それと対象者が何人いらっしゃるのか

よる、足寄町農地災害復旧事業分担金徴収条

ということと、対象者が一番高く分担金の、

例の制定について提案理由の御説明を申し上

幾らから幾らまでの高い人と低い人と、その

げます。

３点を伺いたいと思います。

本条例は足寄町が実施する平成２８年台風

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

７号、台風１１号、台風９号及び台風１０号

○経済課長（村田善映君）

による、農地災害復旧事業に要する費用の一

風、４号ほど発生したのですけれども、台風

部に充てるため、地方自治法第２２４条の規

７号これが最初に被害を受けました。それに

定に基づき、徴収する分担金について、必要

よって１０号、１１号と被災は増派している

な事項を定めるものであります。

ような状況であります。

第１条で趣旨を規定しております。

まず今回の台

まず農地決壊、農地が流されたということ

第２条で分担金を負担すべき者として農地

でいきますと、全体で３２戸で５７圃場、土
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砂堆積、これが３９戸で圃場が９１圃場と

いのですね。

なっております。これはあくまでも、今現在

最 高 、最 低 は３ ,５ ００ 万 円か ら ３万 円

確認している被害戸数、圃場数なのですけれ

と。したら３,５００万円も払う人がいると

ども、９月の定例のときにも話しましたけれ

いうことですか、分担金を。その１０％です

ども、まだ通行どめで奥地に行けないという

ね。３５０万円から３,０００円ということ

ことで、被害のほうも確認してない、そうい

ですね。

う箇所もありますので、それ以降箇所数はふ

わかりました。

えてくる可能性もあります。現在は今そうい

○議長（吉田敏男君）

うことの状況です。

せんか。

その中の負担金で一番大きい額ということ

他に質疑はございま

１番。

でありますと、１件でありますけれども土砂

○１番（熊澤芳潔君）

決壊及び農地決壊及び土砂堆積ということ

の質問なのですけれども、３条で１０％とい

で、一応うちのほうで概算で数字を上げさせ

う負担今出ました。

た事業費としては３,５００万円ほどの被害
額になっているような状況であります。

今、高道議員の関連

ただ、この間私どもの議会で被災地をずっ
と回って、見て回って、例えば斉須さんあた

以上でございます。

りああいったところを見ますと、ただ単にな

○議長（吉田敏男君）

８番。

らすのではなく、客土をしなければならない

○８番（高道洋子君）

私が聞いたのは、支

実態ですよね。そうしますと、客土をした、

払総額です。支払総額と何人の人が対象者な

するような計算でなっているのかどうか、そ

のか。

れとそうすると、金額が、この３,５００万

それと、最低と最高と。
○議長（吉田敏男君）

円というのが底なのかどうかわかりませんけ

経済課長、答弁。

○経済課長（村田善映君）

れども、１０％といえども相当な負担が農家

全体の被害総額

の方の、今経済厳しい中、また、足寄町の場

につきましては、２億５,４００万円の全体

合は面積が小さい農家がいますよって中で、

被害額でございます。

果たして１０％という負担がどうなのかなと

そのうちの最低の事業費でありますけれど

いう疑問を感じるのですけれども、その点に

も、最低でいけば３万円ほどの被害額、先ほ

ついてはちょっと詳しく実態をちょっとお聞

ど言いましたけれども最高でいけば３,５０

きしたいと思います。

０万円という形になります。

○議長（吉田敏男君）

実は、トータルでいきますと、被害生産者
というか被害受益者がダブっている方もかな

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

御質問に対して

お答えいたします。

りちょっといるので、圃場数でいくと１４７

まず今固有名詞出ましたので、斉須さんの

圃場になります。生産者でいきますとかなり

圃場につきましては、３,５００万円という

ダブってきているわけなのですけれども、そ

ことなのですけれども、その復旧工法につき

の中でダブっている総数も入れますと、現在

ましては、現在国庫補助事業の公共債の申請

７１戸になります。

でしております。

以上です。
○議長（吉田敏男君）
○８番（高道洋子君）

その中では、採算の圃場については、土砂
８番。

堆積と農地決壊と、こう二つの工種になって

総額の２億５,４０

おります。土砂堆積したものをまずは決壊し

０万円というのは、これは分担金の総額とい

たところに押して埋めていくと、その上で客

うことですか。

土をすると、客土につきましては実は町有地

被害額。ではこれは１０％ということでい

のほうなのですけれども、一部そこを土取り
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場という形の中で、その土でもって客土する

す。

ということで考えております。

ちょっと今の道議会開会中ですから、まだ

そこについて、あとは受益者負担の１０％

決まってはいないというふうに思いますけれ

となっておりますけれども、この間農協とも

ども、一応現場のほうから足寄のこういった

協議をして農協５％、実質１０％のうちなの

応急処置といいますか、河川の部分の関係、

ですけれども、農協が５％、生産者５％とい

４億円ぐらい予定しているという現場からは

う負担になっておりますので、そういう形の

上げているということですから、そういう中

中で取り進めていきたいと思いますので、よ

で実際現地に行って、どういう工法も含めて

ろしくお願いいたします。

ですよ、本当、本格的な築堤になんてことに

そういうことです。

はならないと思いますけれども、そういう中

○議長（吉田敏男君）

１番。

で対応していただけるのかなと。そこの間違

○１番（熊澤芳潔君）

生産者になるべく負

いない形という意味も含めて、きょう午後か

担しないような形でお願いをしたいなという

ら振興局、さらには１９日には議長も同行い

気がいたしますけれども、それと同時に河川

ただいて、北海道の建設部長とまたそこら辺

の関係ですね。あの地形を見ますと、こうい

のお願いに行くという予定になってますの

う曲がった地形で、このままでいってしまう

で、御理解いただきたいというふうに思いま

とまたすぐ春あたりまた来るのかなという気

す。

がしますけれども、そういった河川の早急な

以上でございます。

るかさ上げですか、堤防のかさ上げですか、

○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

そういったこともやっていかないとどうなの

他に、質疑はございませんか。

かなという考えもありますけれども、その点

４番。

についてはどういう形で進んでいくのか、

○４番（木村明雄君）

ちょっとお聞きします。

いてなのですけれども、今もう既にどんどん

○議長（吉田敏男君）

答弁、町長。

○町長（安久津勝彦君）

農地の復旧工事につ

やっているのだと思うわけなのですけれど

お答えいたしま

す。

も、これがことしいっぱいで終わるのか、そ
れともまた来年のまきつけまでに間に合うの

先ほど口頭でありますけれども、要請のこ
と少し触れさせていただきました。

か、その辺ちょっとお伺いをしたいと思いま
す。

議員仰せのとおり、今、利別川着々と河川

○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

改修やっていただいておるのですけれども、

○経済課長（村田善映君）

本格的な足寄川あるいは螺湾川、本格的な河

す。

お答えいたしま

川改修となりますと、これはもう相当の年数

今のお話も出ましたけれども、秋まき小麦

あるいは費用もかかるのだろうと思っていま

については、先ほど町長が答弁したとおりな

す。

のですけれども、今後につきましても、てん

先日、この出張所の所長さんともちょっと

菜糖だとか豆含めて、ある程度収穫がスター

要請に行ってきたのですけれども、とりあえ

トしたり終えたりしている圃場、生産者と協

ず破られたところなんかについては何らかの

議をしながら進めております。年内に工事を

手当をしていただかないと、これはもう農地

やる方については、年内に終えていきたい

復旧してもまたいっちゃうだろうということ

と。

も含めて、箇所数も図面にプロットして、こ

一応農協とも調整しながら進めているわけ

れだけの箇所、これは経済課のほうとも

なのですけれども、本当の、ちょっとしばれ

ちょっと現地も行って見ていただいておりま

てから入ったほうがいい圃場もあれば、来
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年、とりあえず現状の中ではまず作物つくれ

ければならない部分もあるかなと思うのです

る分だけはつくって、来年きちんと収穫を終

けれども、現状では今の土壌とほぼ似たよう

えてからきちんとした形の中で圃場を整備と

な土質だということで、実際に黒土というこ

いうか、復旧をしていただきたいと、そうい

とではなく、ちょっと赤みかかってるのです

う生産者もおります。その辺につきまして

けれども、これ生産者と何回かその客土の土

は、いわゆる経済課と農協と生産者、協議を

だとか、そういったことを話しているとき

しながら進めていきたいと。

に、生産者も表土をめくってまで取り戻すと

最終的には２９年度全て完了することで、

いうことはやっぱり困難だから、その土でも

目標に現在進めておりますので、その辺御理

いいですよと。ただし、その土づくりをする

解願いたいと思います。

には堆肥を入れて、やっぱり３年ぐらいかか

以上です。

らないと元に戻らないだろうなということ

○議長（吉田敏男君）

４番。

も、一部生産者と調整しながら取り進めてお

○４番（木村明雄君）

わかりました。

りますので、生産者の自助努力だとか、うち

これやはり今こうやってお聞きいたします

らもそれについてきちんとした農地に復旧で

と、圃場が９１枚もあると。その中にはさま

きるように心がけながら取り進めてまいりた

ざまな掘れたとか、砂利が上がったとか、そ

いと思いますので、御理解願いたいと思いま

れからまた掘れてしまって客土しなければな

す。

らないとか、いろいろなところがまた出てく
ると思うわけなのですけれども。それからま
た平らに調整しなければならないというとこ

以上です。
○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。

ろもあるのだろうと思う。

（「なし」と呼ぶ者あり）

そこで、これだけの被害があった中で、土
のほうはどうなのか、間に合うのか、それと

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。

もうまくそれがとる場所があったのか、その

これで、質疑を終わります。

辺もちょっとお伺いをしたいと思います。

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。

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

お答えいたしま

す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

客土用の土につきましては、先ほど熊澤議

討論なしと認めま

す。

員にお答えしたとおり、町有地の一部をとら

これで、討論を終わります。

していただいております。

これから、議案第１１４号平成２８年台風

その件につきましても、林業振興担当のほ
うとで調整しながら進めております。

７号、台風１１号、台風９号及び台風１０号
による、足寄町農地災害復旧事業分担金徴収

一応確保できるだけの土は見込まれるとい
うことで取り進めております。

条例の制定についての件を採決をいたしま
す。

土の状況なのですけれども、一応現在もう
既に土壌分析しております。畑地の土壌分析
と草地に対する土壌分析、これも取り進めて

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。

結果も昨日なのですけれども、見せていただ
きました。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

若干ちょっとｐＨが高い部分もあるのです

したがって、議案第１１４号平成２８年台

けれども、そこについては施肥の導入をしな

風７号、台風１１号、台風９号及び台風１０
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号による、足寄町農地災害復旧事業分担金徴

６ページにお戻りください。

収条例の制定についての件は、原案のとおり

第１４款国庫支出金、第１５款道支出金に

可決されました。

おきまして、それぞれ事業費見合いの補助
金、交付金を計上しております。

◎

議案第１１５号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

第１８款繰入金、第１項基金繰入金におき
議案第１

１５号平成２８年度足寄町一般会計補正予算

まして、ふるさと足寄応援基金繰入金といた
しまして５４６万円を計上いたしました。

（第８号）の件を議題といたします。

第２０款諸収入、第５項雑入におきまし

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
総務課長

て、水源林造林事業収入といたしまして、
２,５２９万２,０００円を計上いたしまし

大野雅司君。

○総務課長（大野雅司君）

た。
ただいま議題と

なお、１１ページに説明資料を添付させて

なりました、議案第１１５号平成２８年度足

いただきましたので、御参照いただきたいと

寄町一般会計補正予算（第８号）につきまし

思います。

て、提案理由の御説明を申し上げます。

以上で、議案第１１５号平成２８年度足寄

補正予算つづりをごらんください。

町一般会計補正予算（第８号）の提案理由の

議案第１１５号平成２８年度足寄町一般会

説明とさせていただきますので、御審議のほ

計補正予算（第８号）について、御説明申し

ど、よろしくお願い申し上げます。

上げます。

○議長（吉田敏男君）

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

３,２６４万８,０００円を追加し、歳入歳出

これから、議案第１１５号平成２８年度足

予算の総額を歳入歳出それぞれ９９億８,１

寄町一般会計補正予算（第８号）の件の質疑

０ ９ 万６ ,０ ０ ０円 と する も ので ご ざい ま

を行います。

す。

８ページをお開きください。

歳出から御説明申し上げます。

歳出から始めます。款で進めます。

８ページをお願いいたします。

第２款総務費、質疑はございませんか。

第２款総務費、第１項総務管理費、第１５

（「なし」と呼ぶ者あり）

目行政情報管理費、第１３節委託料におきま

○議長（吉田敏男君）

して、社会保障税番号制度システム改修業務

産業費、質疑はございませんか。

総務省所管分といたしまして１０８万５,０
００円を計上いたしました。

次に、第６款農林水

１２番。
○１２番（井脇昌美君）

水源林造林の事業

第６款農林水産業費、第２項林業費、第４

の補助が今回また補正で２,５００万円ほど

目水源林造林事業費、第１２節役務費におき

出て、これ１３日かな、入札執行の予定に

まして、手数料といたしまして２,２９０万

なってるはずなのだけれども、この地元の造

５,０００円を計上いたしました。

林業者が今まで、去年もそうなのですけれど

第７款商工費、第１項商工費、第３目観光

も、非常に今回特に流動性の中で、春先予定

費、第１５節工事請負費におきまして、足寄

した金額の５割、倍以上が、１００％以上が

銀河ホール２１アンテナショップ整備工事と

増額の補正になっているのですね。

いたしまして５４６万円を計上いたしまし
た。

逆に言えば、やってけないと言うのですよ、

以上で歳出終わり、次に歳入について申し
上げます。

実態の業者さんの声を聞くと、とっても、
逆に言うと。というのは、このベースできち
んと計画を組んで事業をやる。一月一月でな
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いのですと。四半期ごとに仕事を計画組んで

かという形の中で、一応林業振興担当含めて

やっているので、一遍にどんと発注されても

調整しながら進めてきているのが実態であり

逆に言えばありがたいような困る、ありがた

ます。

迷惑の場合もあるのだと。何を言いたいか、

その中で、額もちょっと大きい額も今回来

それは声ですから、業者の方の。もう少し経

たという状況でありますけれども、今まで従

済課林業振興室でしっかりと、札幌のほうに

前でいけばどかんと予算とっておいて、逆に

行ったらわかるわけですからね。ふだんこの

言ったら予算なくなったから落としますよと

ことをきちっと向こうとどのような流れかと

いうような流れもあったと思っております。

いうことを、事前に聞いてあるのかないの

今回については、その逆にいろいろと予算

か、そこら辺が一番、これからも危惧される

の森林整備センターのほうからも足寄町に対

のですよ。ただ、来ましたから、いや、２,

しては、水源造林に区域の整備、これについ

５００万円来たと、何とかひとつと。これは

て何とか予算、消化というか、予算できる場

もう今の事業体というのは、もう１カ月、２

所がないかということで、実は８月、９月も

カ月前には、３カ月、４カ月前の仕事の雇用

担当の者と森林整備センターの担当者と事務

の人力も含めて計画を組んでるのです。わか

協議して進めてきているわけです。

りますか、組んでるのです。

今、議員仰せのとおりなのですけれども、

そして急に補正がどんと来て、いやいや、

確かに今造林業者もかなり本数抱えていろい

今月の１０月の十何日か入札あるので、井脇

ろと工面しながらやりくりしてるような状況

さんもうまいったわと。今までもあったので

というのも若干聞いております。

す、実は。それで、事前にこういうことは、

その中で、うちのほうも林業振興室も、あ

今までやはり一つの連携また水源林かん養と

とできる、最終的にこの事業がどうしても執

いうのは、ずっと当町にも非常に欠くことの

行できない場合は、繰り越しもあるよという

できない機関なわけですから、事前によく、

形の中で、説明も聞いております。

札幌へ出張されて、ことしの年度の計画と補

その中で、どういう範囲の中でやりくりで

正のほうはどんな計画になってますかという

きるかということも含めて、今ちゃんと調整

ことを、私は、職員として行かなくても電話

しながら進めたいと思っておりますので、御

ででも聞けるわけですからね、その辺どう

理解のほどよろしくお願いいたします。

なってるのか、ちょっと問いたいのですよ。
○議長（吉田敏男君）

答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君）

お答えいたしま

す。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

１２番。

○１２番（井脇昌美君）

ここ３年、４年

の、課長のほうで予算のベースを見ればわか

議員の仰せのとおり、非常に予算について
は、実は流動的に動いております。当初予算

ると思います。年々減ってきてる、実は実態
はね、減らされてるのです。

ということで行きますと、やっぱり国からの

それでそのことはまあ仕方ないにしても、

予算の配当を含めて、なかなか満額は得られ

この水源林だけは、うちの当町の非常に利

ないとか、そういう情報も入ってきたり、い

益、ありがたいもう存在なわけですから、こ

ろいろと来てるわけなのですけれども、全然

れはいかなることによっても実行していかな

調整しているわけでなく、月に１回から２回

ければいけないという、何か使命みたいなあ

程度、森林整備センターから職員も来たりし

る機関ですから。

て調整は図っております。

私言うのは、今回の立木のあの現説あるは

今回もいわゆる森林整備センターのほうか

ずですから、水源林の立木入札で出てますか

ら、追加配当という形の中で、どこできます

ら、職員にそういうようなときに事前に流れ
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で聞くとか、課長、わかるでしょう、言わん

苗圃はもうずたずたになっているというの

とすることは。で、そのことでまた出そうで

も、実態を、いつも春先なり、秋かな、秋に

すよと、何とか皆さんひとつと、今みんな兵

植栽、森林組合さんと同時に苗圃のほうに注

隊さんは蔓切り・除伐やってるわけですか

文、何十万本ということでするはずですけれ

ら、今盛んに。だからその中でやっぱり聞く

ども、そこへやはり今回の台風でいかがだっ

と、大体皆さんどうなのですかと聞いたら、

たですかと、管理している苗圃の状態はどう

造林が４割ぐらいです、年間の事業の組み立

だったのですかと。そういうのの当町単独と

てが。あとの６割は何かといったら造材事業

しての植栽事業もあるわけですから、常に東

で生計を立ててるわけですよ。それだけに、

西南北アンテナを立ててきちっと発進してお

事前にもう今月発注されて来月やるなどとい

くということは大事だということです。わか

うのは不可能な状態なのです、実は。実はそ

りますね。

うなのです。

答弁要りませんから、そんなこで今後、業

だから事前に極力、これ役所も、経済課も

者もそういうことで、相当協力的に思ってま

林業振興室もやむを得ないところあるので

すから、だけれども苦言をなしてるからその

す、これ一方的に向こうからぼんと落ちてく

辺も御理解をきちっとしてあげて、双方で協

るわけですから。ただ、私の言わんとするこ

力し合わないとできないことですから、よろ

とは、一日も一月も早く向こうのほうと連絡

しくお願いしたいと思います。

をとってれば、必ず向こうも話ししてくれま

○議長（吉田敏男君）

すから。ただ一方的に来たから、いやいや来

費、質疑はございませんか。

たと大変だと、こんな量というけど、こんな

他に、農林水産業

（「なし」と呼ぶ者あり）

量なのです、実は。４,０００万円の年度の

○議長（吉田敏男君）

予算の中で２,５００万円補正になってくる

ます。

それでは次にまいり

のですから。これはもう半端な数字でないわ

第７款商工費。

けですから、それでちょっと苦言を、業者の

質疑はございませんか。

方々も責任持たなくてはいけないという中

（「なし」と呼ぶ者あり）

で、苦言を申してましたから、そのこともお

○議長（吉田敏男君）

話をしておきたいなと。わかりますか。そん

せんか。

なことで。

歳出総括、ございま

（「なし」と呼ぶ者あり）

それとちょっと繰り越しもあるということ
はどこまで経済課で林業振興室で、あるとい

○議長（吉田敏男君）

６ページにお戻りく

ださい。

うことを想定しているかと。これは実は言わ

歳入に入ります。

んばかりでなく、苗木なのですよ。あの台風

歳入一括で行います。

でもう苗圃が、苗圃というのは苗木を植えて

質疑はございませんか。

管理しているのを苗圃というのです、苗木を
ね。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

苗圃はもうずたずたですから、どこまで被

歳入総括ございませ

んか。

害がいってるか恐らく知らないと思いますか

（「なし」と呼ぶ者あり）

ら、７割から行ってますから。ということ

○議長（吉田敏男君）

は、これは造林事業で地拵えやって来春植栽

ざいませんか。

するわけですから。その苗木が確保できませ

全体に対する総括ご

（「なし」と呼ぶ者あり）

んから。それで、翌年度にまた繰り越す場合

○議長（吉田敏男君）

もあるいうことですから。そういう意味で、

ります。
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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。
（「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１１５号平成２８年度足
寄町一般会計補正予算（第８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。
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１１５号平成２８年度
足寄町一般会計補正予算（第８号）の件は、
原案のとおり可決されました。
◎

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

これをもって、本臨

時会に付議されました案件の審議は全部終了
をいたしました。
これで、本日の会議を閉じます。
平成２８年第４回足寄町議会臨時会を閉会
をいたします。
午前１１時００分

閉会
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