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会期の決定について＜Ｐ３〜Ｐ４＞
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日程第

３

諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞

日程第

４

報 告 第 ８ 号

総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ４＞

日程第

５

報 告 第 ９ 号

文教厚生常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ４＞

日程第

６

行政報告（町長・教育委員長）＜Ｐ４〜Ｐ７＞

日程第

７

議案第６２号

教育委員会委員の任命について＜Ｐ８＞

日程第

８

議案第６３号

教育委員会委員の任命について＜Ｐ８〜Ｐ９＞

日程第

９

議案第６４号

人権擁護委員候補者の推薦について＜Ｐ９＞

日程第１０

議案第６５号

北海道市町村備荒資金組合規約の変更について＜Ｐ９〜Ｐ
１５＞

日程第１１

議案第６６号

ふるさと足寄応援寄附条例の制定について＜Ｐ１５〜Ｐ１
７＞

日程第１２

議案第６７号

スクールバスを住民の利用に供する条例を廃止する条例＜
Ｐ１７＞

日程第１３

意見書案第５号

「特例一時金」を５０日分に戻し、季節労働者対策の強化
を求める意見書＜Ｐ１７〜Ｐ１８＞

日程第１４

意見書案第６号

物価高騰に対する緊急対策を求める意見書＜Ｐ１８〜Ｐ１
９＞

日程第１５

意見書案第７号

社会保障関係費の２千２００億円削減見直しを求める意見
書＜Ｐ１９〜Ｐ２０＞
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午前１０時００分

開会

第６号は、総務産業常任委員会に、議案第６
７号と意見書案第７号は、文教厚生常任委員

◎

会に付託し会期中の審査といたします。

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

９日は、一般質問などを行います。

全員の出席でござい

１０日以降の審議予定については、一般質

ます。ただいまから、平成２０年第３回足寄

問者の人数などにより流動的でありますの

町議会定例会を開会をいたします。

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

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

これから、本日の会

す。
なお、議案第６８号から議案第７３号まで

議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

の補正予算案は、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

です。

査とした後、本会議休憩中に予算審議を行い
◎

ます。

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

日程第１

議案第７４号、議案第７５号は、平成１９

会議録署

年度決算審査特別委員会を設置し閉会中の審

名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第１１６条の

査といたします。
なお、今定例会中に町長から追加議案が提

規定によって、５番木村明雄君、６番川上初

出される予定でありますが、提出されました

太郎君を指名をいたします。

際に、再度、議会運営委員会で協議し皆様に
◎

御報告をいたしますので、御了承願います。

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

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

以上で、報告を終わらせていただきます。

議会運営委員会委員

委員会委員長の報告を終わります。

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

これにて、議会運営

９
◎

月１日に開催されました第３回定例会に伴う

会期決定の件

議会運営委員会の協議の結果を報告いたしま

○議長（吉田敏男君）

日程第２

す。

の件を議題といたします。

会期決定

お諮りをいたします。

会期は、本日９月２日から９月１２日まで

本定例会の会期は、本日から９月１２日ま

の１１日間とし、そのうち、３日から８日ま

での１１日間にしたいと思います。御異議ご

での６日間は休会となります。
次に、審議予定について報告いたします。

ざいませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

本日９月２日は、最初に、議長の諸般の報

○議長（吉田敏男君）

告を行います。
続いて、総務産業常任委員会、文教厚生常

異議なしと認めま

す。
したがって、会期は、本日から９月１２日

任委員会から所管の事務調査報告を受けま

までの１１日間に決定をいたしました。

す。

なお、１１日間のうち、３日から８日まで

次に、町長及び教育委員長から行政報告を

の６日間は休会といたしたいと思います。こ

受けます。
次に、議案第６２号から議案第６５号を即

れに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

決で審議いたします。
議案第６６号と意見書案第５号、意見書案

○議長（吉田敏男君）
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異議なしと認めま

まず、農作物の生育状況について御報告申

す。
よって、６日間は休会に決定をいたしまし

し上げます。
本年は、５月と６月下旬に一時低温の時期

た。

もありましたが、平年並みか高めで推移し、
◎

また、７月中旬に日照時間が平年の半分とい

諸般の報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

諸般の報

う時期がありましたが、全般的に日照時間は
平年並みとなっています。

告を行います。
議長の報告事項は、印刷してお手元に配付

４月から７月上旬までは、雨が少なく乾燥

のとおりです。これで、諸般の報告を終わり

ぎみで推移し、集中的な降雨が多く見られま

ます。

した。さらに、７月中旬から下旬にかけて
は、集中的な降雨などで降水量が平年の２倍
◎

を超え、農作物への被害が危惧されました

報告第８号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

報告第８

号総務産業常任委員会所管事務調査報告につ

が、被害はほとんどなく、全般的に順調な生
育となっています。
十勝支庁が８月１５日現在で発表しました

いての件を議題といたしたいと思います。
別紙配付のとおりです。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

作況は、別紙の農作物生育状況定期調査報告
書のとおりですので、御参照願います。
作物別の生育状況ですが、秋まき小麦は、

か。

既に全量収穫が終わり、足寄農協の集計で

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

は、素現で１０アール当たり８.３俵と、６
月中旬から７月上旬の出穂・開花期及び果実

す。これで、報告を終わります。

期の雨不足と７月中・下旬の降雨による加湿
◎

による根折れが見られ、収量は前年度並みで

報告第９号
報告第９

ありますが、細麦などの品質低下による製品

号文教厚生常任委員会所管事務調査報告につ

歩どまりが、平年よりやや低くなることが予

いての件を議題といたしたいと思います。

想されます。

○議長（吉田敏男君）

日程第５

別紙配付のとおりです。ただいまの報告に

小豆は、草丈・着莢数が平年より少なく、

対し質疑を行います。質疑はございません

一部に湿害による生育のおくれが見られ、全

か。

体で２日程度の生育のおくれとなっており、
収量的には平年を下回ることが予想されま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

す。
菜豆は、草丈・着莢数が平年を上回ってい

す。これで、報告を終わります。

ますが、一部に湿害による生育のおくれが見
◎

られ、全般的に平年並みの生育状況となって

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第６

行政報告

います。
てん菜は、根周が平年を上回っており、順

を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。

調な生育で平年以上となることが予想されま
す。

これを許します。

牧草１番草では、一部地域では干ばつ状態

町長安久津勝彦君。
議長のお許しをい

にあり、収穫時の天候不順による作業おくれ

ただきましたので、３件について行政報告を

もありましたが、平年並みの収量となり、２

申し上げます。

番草も順調に推移しております。

○町長（安久津勝彦君）
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サイレージ用トウモロコシは、桿長は平年

寄町有害鳥獣被害対策協議会が窓口となり被

を上回る順調な生育となっており、豊穣の秋

害防止計画を作成し、平成２０年度から平成

を迎えられるよう期待をし、農作物の生育状

２２年度の３年間で実施することとなりまし

況の報告とさせていただきます。

た。
全体計画の整備事業（ハード事業）として

次に、鳥獣害防止総合対策事業について報

は、上足寄地区施設補修６８.４キロメート

告をいたします。
鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素の

ル、新設として、北斗地区３キロメートル、

一つであり、それを豊かにするものであると

東芽登花輪地区１６キロメートル、旭ヶ丘地

同時に、国民の生活環境を保持・改善する上

区７キロメートル、総計９４.４キロメート

で欠くことのできない役割を果たしておりま

ルのエゾシカ侵入防止柵整備を計画しており

す。

ます。

しかしながら、近年、エゾシカ等の生息分

また、推進事業（ソフト事業）では、移動

布の拡大、農山漁村における過疎化や高齢化

式囲いわなによる捕獲実証試験及び各種捕獲

の進展による耕作放棄地の増加等に伴い、鳥

わなの導入並びに狩猟講習会等の開催による

獣による農林水産業にかかわる被害は、中山

人材育成を計画しております。
総事業費としては、整備事業で約３億１,

間地域等を中心に全国的に深刻化している状

１００万円となり、財源につきましては、国

況であります。
このことから、国では、鳥獣による被害防

庫補助５５％、補助残分の４５％を町が負担

止のための施策を総合的かつ効率的に推進

いたします。なお、町が負担した額の８０％

し、農林水産業の発展及び農山漁村地域の振

が国からの特別交付税で措置されることと

興に寄与することを目的として、鳥獣による

なっております。
また、推進事業につきましては、単年度２

被害防止のための特別措置に関する法律「鳥
獣被害防止特別措置法」が制定されたところ

００万円を上限に交付されます。
以上のことから、実施主体の足寄町有害鳥

であります。
本町でのエゾシカによる農作物被害につき

獣被害対策協議会負担金として４,８１９万

ましては、平成８年度には被害面積４４４ヘ

５,０００円を本定例会に提案しております

ク タ ー ル 、 ２ 億 ２ ,０ ０ ０ 万 円 の 被 害 額 と

ので、よろしく御審議のほどお願いを申し上

なったことから、被害防止対策として、平成

げます。
以上、鳥獣害防止総合対策事業についての

８年度から平成１６年度にかけて総延長で約
５５８キロメートルのエゾシカ侵入防止柵を

報告とさせていただきます。
次に、土地区画整理事業に係る現状につい

設置してまいりましたが、昨年度の被害状況
は、被害面積４６１ヘクタール、被害額１億

て御報告申し上げます。

６,１００万円と、シカ柵設置当初に比較し

土地区画整理事業の円滑な推進を目的に、

て被害額は減少しておりますが、いまだ農作

平成１９年２月１５日付で足寄町南１条１丁

物被害は恒常的に発生しております。

目１番、６番、南２条１丁目３番１６に所在

このような状況の中、５月７日に開催され

する土地に対し仮換地指定を行い、同番地に

た足寄町農林業振興協議会総会において、

存在する建築物等の所有者に対し、同年３月

「鳥獣害防止総合支援事業」の補助制度を活

１２日付で土地区画整理法第７７条第２項の

用し、平成８年度、９年度に上足寄地区で設

規定に基づく「建築物等移転通知及び照会」

置した樹脂ネットの老朽化に伴う施設補修と

を行いましたが、所有者からは、同年６月３

広域設置による補完柵の設置が提案され、６

０日の回答期限までに、みずから移転等を行

月２３日開催の農業政策懇話会で、既存の足

う意思の有無について回答がなく、本年度に
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次に、昨年度実施しました第１群及び第２

至っておりました。
こうしたことから、平成２０年７月６日付

群にかかわる直接施行の結果、関係人に与え

で所有者の意向を確認するため「建築物等移

た損失補償案件である「足寄都市計画事業足

転通知及び照会に関する確認書」を送付しま

寄市街地区土地区画整理事業損失補償事件に

したが、受領を拒否されましたので、再度、

ついて御報告を申し上げます。

８月４日付で文書を送付した結果、８月１３

直接施行における損失補償額について、関

日付で所有者の代理人である弁護士から「移

係人との協議が不成立なため、北海道収用委

転等は拒否いたします。」との「申入書」の

員会に裁決申請をいたしました。

送付があり、所有者からは「回答は拒否す

第１回目の審理が去る８月２２日、北海道

る。」との８月１５日付内容証明郵便が到着

庁別館にて開催されましたが、委員長から関

いたしました。

係人に対し、損失補償額に対し主張するか否

この間、関係機関においても、所有者に対

かについての審問があり、次回の審理は、本

し施行者である足寄町との任意協議の場の設

年１０月１７日午後から開催することを決定

定について御尽力をいたたいておりますが、

し、閉会となりました。

本日現在、実現していない状況にあり、今

施行者といたしましては、提出した申請書

後、何らかの解決策が見出せない場合には、

により保障額の妥当性を十分主張しておりま

今年度施工を予定している工事に支障が生

すが、今後、関係人から新たな意見が出され

じ、その結果、既に事業に御理解と御協力を

た場合にも、適切に対応しその妥当性を主張

いただいている多くの関係者の生活設計へ与

してまいります。

える影響が大きく、施行者に課せられた法的

今後とも円滑な事業執行を実施してまいり

責務を考えたとき、大変不本意であります

たいと考えておりますので、引き続いての御

が、土地区画整理法第７７条第７項の規定に

理解と御協力をお願い申し上げ、報告とさせ

基づく直接施行をせざるを得ないと考えてお

ていただきます。

りますので、近日中にその判断をし、所定の

○議長（吉田敏男君）

手続をとる予定であります。

ら教育行政報告の申し出がありました。これ

なお、直接施行回避に向けては、引き続き

次に、教育委員会か

を許します。
教育委員長星崎隆雄君。

交渉窓口の開放はもとより、あらゆるチャン
ネルを通じて、話し合いによる解決の実現に

○教育委員会委員長（星崎隆雄君）

努力してまいります。

お許しをいただきましたので、教育委員会よ

次に、平成１９年８月１４日付「仮換地指

り行政報告１点を行います。
足寄高等学校の存続に向けた足寄町の支援

定処分取消等請求事件」については、本日９
月２日１１時３０分から、釧路地方裁判所に

議長の

策について御報告を申し上げます。

て第８回口頭弁論が開廷されますが、開廷結

平成１８年８月に北海道教育委員会が策定

果につきましては、改めて御報告をさせてい

した「新たな高校教育に関する指針」では、

ただきたいと思います。

１学級の定員を４０人とし、１学年は４学級

なお、この間、主たる争点が不透明であり

から８学級が望ましい学校規模であり、１学

ましたが、昨今提出されている原告の準備書

級から３学級は小規模校として再編整備の対

面から、「照応の原則」を根拠として、その

象としております。

規定に抵触しているから違法であると主張し

また、２学級以下の高校は、「中学校の卒

ているものと思われますので、施行者といた

業者数、学校規模、募集に対する欠員状況、

しましては、引き続き処分の正当性を主張し

地元からの進学率」などを勘案して、順次再

てまいります。

編整備をするとしております。
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本町においても、足寄高等学校振興会が中

線の基金により１万３,４８０円で購入して

心となって存続への方策を議論してきました

おり、この購入費に８,９８６円を補助して

が、足寄高校における厳しい状況は変わらな

おります。保護者の負担は４,４９４円と

いことから、地域ぐるみで取り組む姿勢が必

なっておりますが、次年度では、この部分も

要との観点に立ち、平成１９年２月に「足寄

補助していきたいと考えております。
また、市街地に下宿する生徒への補助金

高校を存続させる会」を設立したところであ

は、月額３分の１まで１万円を限度としてお

ります。
これまで十勝管内では、平成２０年度に浦

りましたが、これを３分の２にし３万円を限

幌高校の募集停止が実施され、平成２１年度

度とすることで、現行の年１０万円から３０

には帯広柏葉・帯広三条高校の入学者分から

万円へ補助を上積みしたいと考えておりま

１学級減として公表されたところでありま

す。
さらに、入学時における費用として制服や

す。
今年度、これ以外に削減等の対象校はあり

宿泊研修費、全校応援バス代などの諸納金が

ませんでしたが、本町も中学卒業者数の推移

１６万から１７万円程度必要となることか

を見たとき、決して安閑とはできない状況で

ら、これらについても１人当たり３万円程度

あります。

の補助を、また修学旅行の費用も、現在１１

将来に限りなく夢と希望を持った子供たち
に、高校教育を受ける場をなくしてはならな

万円程度かかることから、３万円程度補助が
できるよう検討させていただきます。
「足寄高等学校振興会」に対しても、生徒

いと考えており、何としてでも現在の２間口

や保護者が足寄高校に対しさらに魅力を感じ

確保に全力を注がなくてはなりません。
現在の北海道ちほく高原鉄道経営安定等基

ることができるよう、学力向上に向けた進学

金条例施行規則に基づく「ふるさと銀河線代

合宿や習熟度別授業、各種検定試験の資格取

替バス定期運賃差額補助」につきましては、

得、就職対応講習及び部活動への補助、加え

平成２１年４月３０日をもって終了すること

て、地域協定を締結した九州大学の学生によ

から、これらの公共交通機関を利用する生徒

る進学ガイダンス等の開催への経費の支援を

にとっては、定期代等の負担が増大すること

含めて十分検討させていただきます。
参考までに、これらの所要額について申し

が懸念されます。
このため、平成２１年度から、通学費の負

上げますと、遠距離通学費補助で６５０万円

担軽減や魅力ある学校づくりのために、既存

程度、下宿代補助で９０万円程度、自家用車

の「足寄高等学校生徒遠距離通学費補助」や

利用に対する補助で６６万円程度、入学時及

「足寄高等学校振興会」に対し、従来より上

び修学旅行に対する補助で３６０万円程度、

積みした補助や新たな補助を検討していると

進学合宿や部活動への補助などで１３０万円

ころであります。

程度の補助を検討しており、全体では１,３

その内容といたしましては、現在「足寄高

００万円程度の予算規模となりますが、足寄

等学校生徒遠距離通学費補助要綱」に基づ

高等学校の存続に向け、保護者の負担軽減や

き、公共の交通機関を利用し通学する生徒に

魅力ある学校づくりのために、考えられるあ

対しては、月額通学定期代の３分の２、１万

らゆる取り組みを続けてまいりますので、町

円を限度に補助しておりますが、ほかの補助

議会の皆様の御理解と御支援を賜りますよう

制度による補助を除き、全額補助したいと考

お願い申し上げ、報告といたします。

えております。

○議長（吉田敏男君）

これにより、現在、陸別町からの通学生で

終わります。

は、月額２万７,６７０円の定期代が、銀河
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これで、行政報告を

◎

ませんか。

諸報告

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

この際、報告をいた

○議長（吉田敏男君）

します。
町長から提出の議案中、一部に誤りがあり

す。これで、質疑を終わります。
これから、議案第６２号教育委員会委員の

差しかえたいとの旨、文書をもって議長あて
に申し出がありましたので、本件につきまし

質疑なしと認めま

任命についての件を採決をいたします。
この採決は、起立によって行います。本件

ては、さよう差しかえることに御了承を願い

は、これに同意することに賛成の方は起立願

たいと思います。

います。
◎

（賛成者起立）

議案第６２号

○議長（吉田敏男君）

日程第７

議案第６

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第６２号教育委員会委員

２号教育委員会委員の任命についての件を議

の任命についての件は、同意することに決定

題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

をいたしました。

す。
◎

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

提案理由の説明を

議案第６３号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

議案第６

申し上げる前に、ただいま議長からも報告が

３号教育委員会委員の任命についての件を議

ございましたとおり、議案の中に一部遺漏し

題といたします。
本件について、提案理由の説明を求めま

た部分がありまして、差しかえをお願いをし
たところでございます。大変申しわけござい

す。
町長安久津勝彦君。

ません。よろしくお願いを申し上げます。
それでは、ただいま議題となりました議案

○町長（安久津勝彦君）

ただいま議題とな

第６２号教育委員会委員の任命について、提

りました議案第６３号教育委員会委員の任命

案理由の説明を申し上げます。

について、提案理由の説明を申し上げます。

下記の者を足寄町教育委員会委員に任命し

下記の者を足寄町教育委員会委員に任命し

たいので、地方教育行政の組織及び運営に関

たいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第１項の規定により、議会の

する法律第４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。

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

提案する方につきましては、足寄郡足寄町
西町６丁目１番地の４３

鷲岡康照氏、昭和

西町２丁目４番地の３

０年８月１４日生まれでございます。

２９年１２月６日生まれでございます。

提案理由につきましては、平成２０年９月

提案理由につきましては、平成２０年９月
３０日をもって任期満了によるものでござい

３０日任期満了によるものでございます。
加藤氏の略歴等につきましては、記載のと

ます。
鷲岡氏の略歴等につきましては、記載のと
おりでございますので、同意をいただきます

おりでございますので、省略をさせていただ
きます。
同意いただきますようよろしく御審議をお

よう御審議をお願い申し上げ、提案理由の説

願いを申し上げまして、提案理由の説明とさ

明といたします。
○議長（吉田敏男君）

加藤和弘氏、昭和２

これをもって、提案

せていただきます。
○議長（吉田敏男君）

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

これをもって、提案

理由の説明を終わります。
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これから、質疑を行います。質疑はござい

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。

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）

質疑なしと認めま

○議長（吉田敏男君）

す。これで、質疑を終わります。
これから、議案第６３号教育委員会委員の

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６４号人権擁護委員候補

任命についての件を採決をいたします。
この採決は、起立によって行います。本件

者の推薦についての件を採決をいたします。

は、これに同意することに賛成の方は起立願

この採決は、起立によって行います。原案
による者を適任と認めることにしたいと思い

います。

ますが、これに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（賛成者起立）

全員の起立です。

したがって、議案第６３号教育委員会委員

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第６４号人権擁護委員候

の任命についての件は、同意することに決定

補者の推薦についての件は、原案による者を

をいたしました。

適任とすることに決定をいたしました。
◎

議案第６４号

○議長（吉田敏男君）

日程第９

◎

議案第６

議案第６５号

４号人権擁護委員候補者の推薦についての件

○議長（吉田敏男君）

を議題といたします。

６５号北海道市町村備荒資金組合規約の変更

本件について、提案理由の説明を求めま

日程第１０

議案第

についての件を議題といたします。
本件について、説明を求めます。

す。

総務課長大塚博正君。

町長安久津勝彦君。
○町長（安久津勝彦君）

ただいま議題とな

○総務課長（大塚博正君）

ただいま議題と

りました議案第６４号人権擁護委員候補者の

なりました議案第６５号北海道市町村備荒資

推薦について、提案理由の説明を申し上げま

金組合規約の変更について、提案理由の御説

す。

明を申し上げます。

下記の者を人権擁護委員の候補者として推

本組合は、災害による減収や災害応急復旧

薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

事業費に充てるため、道内市町村が積み立て

の規定により、議会の意見を求めるものでご

をし、一部事務の共同処理を行っているもの

ざいます。

でございます。
近年、市町村財政が急激に悪化する中、財

提案する方につきましては、足寄郡足寄町
中矢１８６番地

大内佳代子氏、昭和２１年

政健全化法が公布され、四つの健全化判断比
率に基づき、２０年度決算以降、財政悪化度

６月１７日生まれでございます。
提案理由につきましては、平成２０年１２

合いに応じて財政の早期健全化や財政の再生

月３１日任期満了によるものでございます。

を求められるなど、財政の健全化が急務と

大内氏の略歴等につきましては、記載のと

なっております。
このような中で、赤平市が積み立ててきた

おりでございますので、省略をさせていただ

納付金の支消について要請があり、財政基盤

きます。
よろしく御審議をお願い申し上げ、提案理

が脆弱で厳しい財政運営を余儀なくされてい

由の説明とさせていただきます。

る道内における市町村も多く出てきておりま

○議長（吉田敏男君）

すことから、緊急避難的な措置として、納付

これをもって、提案
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金の返還の特例制度を創設するということ

込みであること。

で、規約の一部変更の協議がありました。こ

第３項、前項の規定により納付額及びこれ

のため、構成市町村としまして議決が必要に

に対する第１８条の規定による配分金の返還

なりますことから、お願いをするものでござ

を受けた組合市町村で第１５条第２項の規定

います。

により納付を停止しているものは、条例で定

改正規約条文の説明を申し上げます。

めるところにより、当該返還を受けた日の属

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

する年度の翌年度から、同条第１項の規定に

り、北海道市町村備荒資金組合規約を次のと

よる納付を行うものとする。
附則

おり変更するものでございます。
北海道市町村備荒資金組合規約の一部を改

この規約は、北海道知事の許可の

あった日から施行するものでございます。
以上で、提案理由の説明を終わらせていた

正する規約
北海道市町村備荒資金組合規約の一部を次

だきますので、御審議賜りますようよろしく
お願いを申し上げます。

のように改正する。
第１６条に、見出しとして「（返還等）」

なお、新旧対照表を５ページに添付してご
ざいますので、御参照のほどよろしくお願い

を付する。
第１６条の次に次の１条を加える。

を申し上げます。

第１６条の２

○議長（吉田敏男君）

当該年度の地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第８条第１項の再
生判断比率（次項において「再生判断比率」
という。）のいずれかが同法第２条第６号の
財政再生基準（次項において「財政再生基

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。
８番

高橋幸雄君。

準」という。）以上となるおそれがある組合

○８番（高橋幸雄君）

ただいまの議案と

市町村は、当該組合市町村が納付した納付額

なっております議案第６５号について、何点

及びこれに対する第１８条の規定による配分

か町長並びに副町長にお尋ねをさせていただ

金の全部または一部の返還を求めることがで

きます。
まず第１点目は、今回の規約改正の提案な

きる。
組合は、組合市町村から前項の規

んですが、この背景は、先ほど総務課長が提

定による返還の求めがあった場合は、条例で

案理由の説明で申し上げているようなことが

定めるところにより、次に掲げる要件のすべ

第１要因だろうと、このように考えてござい

てを満たすと組合長が認めたときに限り、当

ます。

第２項

該組合市町村が納付した納付額及びこれに対

私はね、この規約、昭和３１年以来ずっと

する第１８条の規定による配分金の全部また

歴史のある備荒組合なんですね。備荒組合と

は一部を返還するものとする。

いったって、ほとんどだれもわからないんで

１号としまして、当該返還を求める組合市

ないかと。町民に至ってはほとんどわからな

町村の当該年度の再生判断比率のいずれかが

い、公人だってわかるかどうか、そのぐらい

財政再生基準以上となる見込みであること。

なじみのないという表現が適切かどうかわか

当該組合市町村が、自主的に財政の

りませんけどね、私も議員になった当時、

健全化を図るための取り組みを行っているこ

今、３４年前を振り返ってみて、一番わかり

と。

づらかったのがこの備荒組合なんですね。

２号

当該返還に応じることにより、当該

御案内のとおり、これ財務も１９節支出な

返還を求める組合市町村の当該年度の再生判

んですよね。基金財政需要額の１００分の１

断比率が財政再生基準を下回ることとなる見

以上、つまり５００万以内ということで支出

３号
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なのかね、この辺の実態、この規約創立以来

してるんですね。
私もうっかりしまして、財産かと思って、

どんな経過があったのか、現状はどうなの

出資金か出捐金か何かなと思っていましたと

か、この辺をお示しをいただきたいと思いま

ころが、けさちょっと確認しましたら、最終

す。

的には全く載っとらんと、１９年度決算調書

次にお尋ねするのは、これは本当に調べれ

にも。これが本年度も５００万、１９節歳出

ばわかることで、恐縮なんですが、この際、

で予算計上しておりますね。

議員各位にもお示しする意味も含めてお聞き

そこでね、そういう実態を踏まえてお尋ね

したいな。

をさせていただくんですが、まず１点目で

これは定数２８人ですね、規約に基づい

す、今このような改正をしなきゃならんとい

て。そのうち市長が１２人の町村が、各支庁

う時代背景、公共団体の財政状況も踏まえた

が１４あるものですから、その各支庁から１

ときに、この組織というものがね、従来と依

名ずつで１４で２８名ですね、たしかね。

然と同じものであっていいのかどうかと、こ

十勝支庁からどなたが出てるかわかりませ

ういう認識を首長としてどのように御認識を

んけどね、町村会の会長のお隣の金沢町長さ

されているか、この辺を改めてお尋ねをした

んがこの組合の議員になってるのかどうか、

いと思います。

私よくわかりませんけどね、組合長がどなた

次に、今この関係１６条の２、これ規約の

かもわかりませんし、監査委員がどなたかも

追加条項なんですね。１６条そのものは、も

わかりませんし、収入役がどなたかもわかり

ともと返還の条項だったですから、それに改

ませんしね、この辺も明らかにしてね。

めて今回の規約改正となって、頭に「返還」

やっぱり我々も、特に間接民主主義にとっ
て、議員団というのが全くわからんで、住民

つけて１６条の２と公称したんですね。
この１６条の２で示されている地方公共団
体の財政の健全化に関する法律、これ平成１

に聞かれたって全くわからんわけですから、
その辺も含めてこの際。

９年の法律ですが第９４号、これを具体的に

それからもう一つ、よろしいですか、この

言うとどういうことを意味してるのか、具体

備荒組合の全体の財務、財務状況をちょっと

的に言うと、どういうことを意味していった

この際だから明らかにしてください。

場合こういうことの返還発動があるのか、こ

この規約の改正を否とするとか、認めると
か認めない以前の問題として、きちっと押さ

れをちょっと示していただきたいと。
この今提案している赤平のケースは赤平の

えておきたい。私の質疑、御理解いただけま

ケースとして、それじゃ、足寄町はどんな

したでしょうか、よろしいですか。それ

ケースになればなるのか、その数値もきちっ

じゃ、よろしく御答弁をお願いいたします。

と示していただきたいと、よろしいですか。

○議長（吉田敏男君）

それから、次にお尋ねしますが、けさほど

ここで、暫時休憩を

いたします。

の確認では、足寄町が現段階で今年度定例会

午前１０時５１分

休憩

予算の５００万を含んでるのか含まないの

午前１１時１４分

再開

か、私ちょっと記憶定かでないんですけど、

○議長（吉田敏男君）

４,９００万、５,０００万が上限なわけです

再開をいたします。

からね、私も記憶がちょっと、徳川時代、豊

副町長、答弁。

休憩を閉じ、会議を

臣時代のことはよく覚えてるんですが、議員

○副町長（田中幸壽君）

貴重な時間をいた

になってからこの備荒組合について、足寄町

だきまして、大変申しわけありません。

がこの規約に基づいて返還ということが適切

後ほど、全体の組織の変更といいますか、

なのか、もしくは執行利用ということが適切

従来と同様でいいのかという部分について
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は、後段、町長の方からお答えをさせていた

質赤字比率ですとか実質公債比率等々四つの

だきます。

項目が、国が定めるところの財政再生基準を

若干、順不同になるかと思いますけれど

上回るかどうかということで、その一つでも

も、高橋議員の御質問にお答えをさせていた

上回れば、今回この資金を利用することがで

だきます。

きるかといったことの条例改正でありますけ

まず、組織の実態でありますけれども、備

れども、足寄町で特徴的に言えるのは、実質

荒資金組合の組織内容であります。議員御指

公債比率かと思いますけれども、ここの再生

摘のとおり議員定数は２８人という形になっ

基準の数値というのは３５％でありますか

ておりまして、市長が１４人、町村長が１４

ら、足寄町の１９年度の実質公債比率は２

人、合わせて２８人。

２.２％ぐらいでありますから、最悪の場合

十勝管内からは、士幌町長の小林さんが、

を想定しても、ここまでは行くことはないと

議員として今、資金運用委員を担っていると

いった部分では、この条例に基づいての返還

ころであります。そのほかに常任委員として

金を私どもの町が要求するということは基本

１０人、これは市長が５人、町村長が５人、

的にはないだろうと、そう考えているところ

合わせて１０人の組織員となっておりまし

であります。

て、これには十勝管内からの選出はございま

それと、金額のお話でありますけれども、
積立金額、今年度５００万の予算化をしてる

せん。
続いて、備荒資金組合の全体の財務であり

といったことで、１９年度現在で４,９７６

ますけれども、若干、調査に時間がかかるも

万３,３１４円の積み立てがありました。今

のですから、本当の概略になって申しわけあ

年度５００万ですから、これ２期に分けて積

りませんけれども、総体の資金としては、

み立てするもので、既に６月に２５０万円ほ

今、約５４５億円の資金がございまして、平

ど積み立てておりますので、今現在足し算し

成２０年度の予算でありますけれども、運用

ますと５,２２６万３,３１４円と、ですから

資金の概算は、そのうちの約２１０億円を資

２２６万幾らはもう超過金と、超えている

金運用をしているといったことでございま

と、限度額を超えている金額になっておりま

す。

す。

次に、足寄町がこの間備荒資金の運用の実

１１月に残りの２５０万を積み立てをいた

態でありますけれども、直近では、平成１０

しますので、５,０００万の限度額は超える

年の災害時に６,５００万ほど支消をしてる

ということで、来年度以降は当分の間は、限

といったのが実態であります。この時点で残

度額を超えましたので積み立てはしないと、

額としては６,５３４万円、ですから限度額

そういったことで考えているところでありま

の５,０００万を超える超過金があったとい

す。
すべて言い切れたかどうかわかりませんけ

うことでございます。
そのほかに資金、借り入れ等々の備品購入

れども、以上で私の答弁終わりまして、全体

ですとか、そういった利用は別途あるわけで

の組織の問題について、町長の方から御答弁

すけども、細かくはちょっと調査し切れませ

申し上げたいと思います。

んでした。

○議長（吉田敏男君）

続いて、今回規約改正に伴って、足寄町が

○町長（安久津勝彦君）

町長、答弁。
高橋議員の質問に

じゃあ実態としてどういったことになってい

私の方から、今の時代背景含めて今後の組織

くのかということでありますけれども、冒

のあり方についてという御質問について、私

頭、総務課長が説明したように、要するに健

の方からお答えをしたいというふうに思いま

全化判断比率、実質赤字比率ですとか連結実

す。
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当該備荒資金組合につきましては、高橋議

長が出ているわけでありますから、逐次何か

員仰せのとおり災害に備えてといいますか、

動きがあれば、そういった提案、あるいは報

そのためにそれぞれ構成する市町村、お金を

告がされるというふうに思いますから、それ

積み立てておいて不測の事態に備えようとい

はその時点で私の考え、意見は当然申し述べ

うことが、ぎゅっと圧縮して申し上げます

ていきたいな、こんなふうに思っているとこ

と、簡単に申し上げますと、そんな目的でこ

ろでございます。

の組合が設立をされているというようなこと

また、もう一つ細かな部分で、今回、１６
条にあえて「返還」ということが括弧書きで

でございます。
そういう意味では、本当に今回の赤平市に

つけ加えられたということでありますけれど

見られるような財政が悪化して、もちろん積

も、従来の規約の中でいきますと、１５条、

み立てすることもどうなのか、もっと言え

１６条を二つの部分を、貯蓄及び納付という

ば、財政厳しい中で積み立てているお金があ

ことで括弧書きでうたってるということです

るという状況の中で今回の改正、これは相

ね。これは分けて、１６条のところを今回提

当、改正に当たってはこの組合議会の中でも

案しているとおり「返還等」ということで表

相当議論があったようでありますけれども、

記を起こしたというようなことになっており

最終的にはやむなしといいますかね、そうい

ます。
以上、私からの答弁とさせていただきま

う判断になって、それぞれの構成市町村にこ
の規約改正の議決ということで求められたと

す。

いうことでございます。

○議長（吉田敏男君）

８番

○８番（高橋幸雄君）

概要はおぼろげにで

そういう意味では、今回のことを通じて、
当然これは将来にわたってこの組織どうある

高橋幸雄君。

すね、おぼろげにわかりました。

べきかというのは、これは当然議論していく

そこで、それじゃあ、この歴史のある備荒

ことになるんだというふうに思いますけれど

組合なものですから、なかなか町長答弁のよ

も、現時点で私自身の考え方を申し上げます

うに、今後に向けては、どちらかというと体

と、やはりこれは当然必要な組織だというふ

制維持派という所見は今述べられた答弁かな

うに私は認識をしております。

というふうに受けとめてたんですよね。当時

先ほども副町長の答弁にもありましたけれ
ども、我が町でいきますと５,０００万の積

と今では全く違うんでないかなという意味合
い持ってる。

み立て、従来のこの条項でいきますと、５,

例えば、災害起きたときのこれ無償で５,

０００万超える分については、いつでも返還

０００万で最高限度額であって１億までいい

求められるということでありますけれども、

よって、１億そっくり当該公共団体に拠出し

万が一災害が起きた場合については、その倍

ていただける状況でない。また、返済が伴っ

の１億のこれは資金手当てができるというこ

ていくわけですね、余分の分については。だ

とになりますから、もちろん超えた分の５,

から１５条、この規約１５条でそのことが如

０００万については、これは後年次、返還を

実に基金財政需要額に対しての５００万来て

しなくちゃいけないというのはこれは事実で

５,０００万来て、きちっとあるわけですか

ありますけれども、しかし、これはそういっ

ら、１項、２項でね。そういうことを考える

た災害という不測の状況のときに財政負担の

と、果たして私はどうなのかな。

部分、これは極めて私は有益といいますか、

というのは、例えば今回のこの関係のふる

これは必要な組織ではないかなというふうに

さと銀河線のあの後始末、足寄議会の議員と

認識をしているところでございます。

して公の席で言うことは適当かどうかは別と

当然そういった議論があれば、当然小林町

して、あの後始末の状況みたいなことには私
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は通常はなり得ないだろうというんですよ、

ばこの加盟公共団体だって、縁故債よりも、

客観的に考えてみた場合。

あるいは政府の資金レートよりも安いレート

というのは、スタート時点から私議員だっ

だったら、もちろんこのお金を利用すること

たんでよく承知しておりますけどね、道の出

もあり得るでしょうけども、利息負担の関係

資の問題ありましてね、後始末の関係は御案

の中で財政上ね。それでなかったら利用しま

内のとおりですね。省略いたしますけど。そ

せんよね、普通は。

れからもう一つの例は、産炭地の関係、三

だから、そういうことを考えると私はやは

笠、赤平、夕張、歌志内ですか、あの辺のと

り、特にそしてこういう組織は、我々議会、

きの、この備荒組合とは違うけども、広域の

納税者から離れたところにある組織というの

形の中の国・道の関係の財政厳しいから使い

を、私は一番やはり憂慮するんですよ。今こ

たい、うちの分だけ戻していただきたいとい

の場所で言っても、町長は、いやいや、うち

う、結論はどうなったか、すべて僕がレク

の十勝支庁からは士幌の小林君が出てるか

チャーいただいてね、きちっと押さえており

ら、彼に町村会の会議の場でお話ししてとい

ませんけど、マスコミ報道によるとわかるん

うこの程度でしか終わってしまわないところ

ですよね。

に、私は非常にやっぱり憂慮感あるんです

この種のことはまだそこに至ってないけ

よ。

ど、今の赤平市によって、この１６条の規約

だけど組織上は見えないんですね。間違っ

変更が２としてやっぱり追加されるように

た答弁じゃないんです、そのとおりなんです

なったというのは、如実にそのことをあらわ

よね。だけど我々納税者にしてみたら、こん

してるわけですよね。

なに巨額な金がどんなことして使われてるの

そういうことを考える同時に、もう一つ

か、時代がこのようになって、地方分権云々

は、もう一つは、財政運営上も、例えば足寄

なんたって、やっぱり今災害起きたときの財

町もかつては土地開発公社ありましたね、公

政措置もろもろあるわけですからね、本当に

社。あれはやはり田中角栄元総理、昭和５０

そうなのかなと思わざるを得ないんですよ

年前後の一連の土地拡大に関する法律に基づ

ね。

いて先行して、売る方も税制の優遇受けたと

だから、これ以上議論を詰めて今足寄町の

いうこともあり、それから適切な公有地を拡

首長に答弁を求めても無理でしょうが、しか

大・確保して真っすぐ進めるというねらいで

しながら、我々議会の予算を通じて１９節予

すよね。

算ですといったときは、今年度は私は黙認し

今はもう全然そんなことになりませんね。

てすんなり、質疑をいたしませんでしたけ

最近もうほとんど、うちはもちろんなくしま

ど、次年度からは、各議員の皆さん方も御承

したし、今月になってからもある町なんかな

知なさってるわけですから、しかるべきやっ

くしましたね、その必要性がないって。私

ぱりあるべき姿のスタンスで、我々も見識を

は、そういうところにあると思うんですよ、

議会に示さなきゃならんことだなと。
でき得ますれば、もう少し財務内容をね、

時代が変わってくると。
それと同時に、今度金利レートの問題です

質問者の私でなくて、要らない方は別として

よね。全く果実を運用なんて、これ今聞いて

も、議員各位にも、こんな状況なんですと、

大体想定内の数字かな、５４５億総体で二百

時間をかければきちっと全貌を明らかにし

何十億、平成２０年度予算で運用してるとい

て、組合長の名前はどなたかわかりませんけ

うのね。どんなことで運用しても私わかりま

ど、議員は、十勝管内の町村長では、町村会

せん、どんなことで運用してるのか。

長の本部長の陸別町長ではなくて士幌の小林

例えば、いやいや災害いいですよと、例え

さんだということはわかりましたけどね、全
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○議長（吉田敏男君）

く何もわかっとらん。
監査委員がだれやってるのかもわからない

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

し、収入役がだれやってるのかわからん、金
がどうやってやって、そこに従業員が何人い

○議長（吉田敏男君）

て、どれだけ事業コストがかかっているの

ります。

か、全くわからないんですよ。全くわからな
いで、予算を見て出してください、規約こう

他に質疑はございま

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）

なってます、改正します、お認めくださいっ
て、これではやっぱりいかがなもんだろうか

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

なと思いますので。

す。これで、討論を終わります。

さりとて、広域行政の最たるもんですから

これから、議案第６５号北海道市町村備荒

ね、それを否とかどうとかということにまた

資金組合規約の変更についての件を採決をい

ならんこともこれも事実でしょうけど、時代

たします。

に即した、やっぱり足寄町を代表する町長が

この表決は、起立によって行います。本件

ある場所でやっぱり見識を示して、また、議

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

会に対しても一定の見識を示して、しっかり

起立願います。
（賛成者起立）

としたやっぱり執行をしていただきたいな
と、このように思いますが、最後に御所見を

○町長（安久津勝彦君）

全員の起立です。

したがって、議案第６５号北海道市町村備

どうぞ。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

荒資金組合規約の変更についての件は、原案

町長、答弁。
お答えをいたしま

のとおり可決されました。

す。
◎

議員御指摘のとおり、この組合組織の内

議案第６６号

容、なかなか見えないと、これはその部分に

○議長（吉田敏男君）

つきましては、私どもの説明の仕方といいま

６６号ふるさと足寄応援寄附条例の制定につ

すか、これは今後何らかの方法で、例えば今

いての件を議題といたします。

議案第

本件について、提案理由の説明を求めま

ちょっと頭に浮かんだのは、例えば予算提案
をするときに、概要、もちろん私どもの町の

日程第１１

す。

今積立金がどうなってるのかというようなこ

総務課長大塚博正君。

とも含めて、あるいは全体のこれは概略にな

○総務課長（大塚博正君）

るでしょうけども総体がどうなってるのか、

なりました議案第６６号ふるさと足寄応援寄

あるいは基金の果実の運用がどうなってるの

附条例の制定について、提案理由の御説明を

か、それは例えばそういった予算説明資料の

申し上げます。

ただいま議題と

中に加えるだとか、あるいは決算審査の時点

平成２０年４月に地方税法等の一部を改正

がいいのか、それは検討させていただきます

する法律によりまして、個人住民税の寄附金

けれども、何らかの形でやはりこれはきちっ

控除と所得税の寄附控除の税制が改正され、

と情報公開をしていくべきだというふうに私

いわゆるふるさと納税がスタートいたしまし

も思いますので、御指摘の趣旨、十分わきま

た。

えて、今後そういった対応もしてまいりたい

本町におきましても寄附条例を制定し、ふ

というふうに考えますので、御理解いただき

るさと足寄を応援していただける寄附金を募

たいというふうに思います。

ることとし、いろいろな手段を講じ全国に発

以上でございます。

信してまいりたいと思ってございます。
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第２項といたしまして、前項の規定にかか

制定条文の説明をさせていただきます。
ふるさと足寄応援寄附条例

わらず、町長が必要があると認めるときは、

第１条で目的といたしまして、足寄町を愛

寄附金を基金として積み立てることなく必要

し、応援しようとする個人または団体から広

な財源に充てることができる。この場合、一

く寄附金を募り、これを財源として各種事業

般会計の歳入歳出予算に計上しなければなら

を実施し、寄附者の足寄町に対する思いを実

ないこととしてございます。

現することにより、多様な人々の参加による

第６条は、基金の使用について定めてござ

魅力ある個性豊かなまちづくりに資すること

います。基金は、第１条に規定する目的を達

を目的としてございます。

成するため、第２条各号に規定する事業に要

第２条につきましては事業の区分でありま

する費用に充てる場合に限り、一般会計歳入

して、寄附金を財源として実施する事業１０

歳出予算に計上して使用することができるこ

項目を掲げてございます。

ととしてございます。
第２項

１項目目は、地域産業の振興を支援する事

町長は、基金の使用に当たって

は、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮

業。

しなければならないこととしてございます。

２項目目は、観光の振興に関する事業。
３項目目は、雌阿寒岳・オンネトー等の自

第７条は、基金の管理としまして、基金に
属する現金は、金融機関への預金その他最も

然環境保全及び活用に関する事業。
４項目目は、花と緑があふれるまちづくり

確実かつ有利な方法により管理しなければな
らないこととしております。

に関する事業。
５項目目には、次代を担う子供たちをはぐ

第２項は、前項の規定にかかわらず、基金
に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有

くむ事業。
６項目目は、高齢者の安心な暮らしを守る

利な有価証券に変えることができることとし
てございます。

事業。
７項目目は、地域団体、ＮＰＯ等の主体的

第８条は、運用益金の処理について定めて
ございます。

な地域づくりを支援する事業。
８項目目は、地球温暖化の防止に関する事

第９条は、繰り替え運用について定めたも
のでございます。

業。
９項目目は、技術や文化の振興に関する事

第１０条としまして、運用状況の公表を定
めておりまして、町長は、年１回、この条例

業。
１０項目目につきましては、その他目的達
成のために町長が必要と認める事業としてご

の運用状況を公表しなければならないことと
してございます。
第１１条は、委任事項でございます。

ざいます。
第３条は、寄附者による使途の指定といた
しまして、第２条の１０項目の事業から指定

附則といたしまして、この条例は、公布の
日から施行するというものでございます。
以上で、提案理由の説明を終わらせていた

をしていただくこととしております。
第４条は、ふるさと足寄応援基金を設置

だきますので、御審議のほどよろしくお願い

し、寄附金の管理について定めてございま

を申し上げます。

す。

○議長（吉田敏男君）

第５条は、基金の積み立てとしまして、基
金として積み立てる額は、第２条の規定によ
り寄附された寄附金の額及び基金から生ずる

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）

収入額としてございます。
― 16 ―

○議長（吉田敏男君）

スクールバスを住民の利用に供する条例

質疑なしと認めま

（昭和６０年条例第２７号）は、廃止する。

す。これで、質疑を終わります。
ただいま議題となっております議案第６６
号ふるさと足寄応援寄附条例の制定について

附則

この条例は、平成２０年９月３０日

から施行するものでございます。

の件は、総務産業常任委員会に付託し、会期

以上で、提案理由の説明を終わらせていた

中の審査とすることにしたいと思います。こ

だきますので、御審議賜りますようよろしく

れに御異議ございませんか。

お願い申し上げます。
○議長（吉田敏男君）

（「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

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

す。
したがって、議案第６６号ふるさと足寄応

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

援寄附条例の制定についての件は、総務産業
常任委員会に付託することに決定をいたしま

○議長（吉田敏男君）

した。

す。これで、質疑を終わります。

なお、本件は、会期中の休会中に審査の

質疑なしと認めま

ただいま議題となっております議案第６７
号スクールバスを住民の利用に供する条例を

上、報告をお願いをいたします。

廃止する条例の件は、文教厚生常任委員会に
◎

付託し、会期中の審査にすることにしたいと

議案第６７号

○議長（吉田敏男君）

日程第１２

議案第

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）

６７号スクールバスを住民の利用に供する条
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

異議なしと認めま

す。
したがって、議案第６７号スクールバスを

す。

住民の利用に供する条例を廃止する条例の件

教育次長森和治君。
○教育委員会教育次長（森

○議長（吉田敏男君）

和治君）

ただ

いま議題となりました議案第６７号スクール

は、文教厚生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

バスを住民の利用に供する条例を廃止する条
例について、提案理由を御説明申し上げま

上、報告をお願いをいたします。

す。
◎

本条例につきましては、昭和６０年９月よ

意見書案第５号

り、スクールバスを住民が利用する場合、有

○議長（吉田敏男君）

償運行で行っておりますが、無料化したく条

案第５号「特例一時金」を５０日分に戻し、

例を廃止しようとするものでございます。

季節労働者対策の強化を求める意見書の件を

なお、廃止後は、スクールバス全線で余席

バス本来の目的での利用に支障のない範囲

意見書

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

を利用した混乗により、地域住民の日常生活
の利便性と福祉の向上を図るため、スクール

日程第１３

す。
１０番

谷口二郎君。

で、無償で一般利用に供しようと考えており

○１０番（谷口二郎君）

意見書案第５号

ます。

「特例一時金」を５０日分に戻し、季節労働

条文の説明を申し上げます。

者対策の強化を求める意見書について、読み

スクールバスを住民の利用に供する条例を

上げて提案とさせていただきます。

廃止する条例

季節労働者の冬期雇用援護制度である通年
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雇用安定給付金暫定２制度が廃止され、加え

○議長（吉田敏男君）

て、雇用保険の季節労働者向け失業給付であ

理由の説明を終わります。

る特例一時金５０日分が４０日分に削減さ
れ、季節労働者は厳しい生活を強いられてい

これをもって、提案

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）

ます。
建設関連の冬期失業者を対象とする冬期技
能講習の給付金９万円及び特例一時金２割削

○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。

減による合計１５万円の収入減は、拾い仕事

ただいま議題となっております意見書案第

で厳冬の数ヵ月を乗り切る季節労働者にとっ

５号「特例一時金」を５０日分に戻し、季節

て深刻な問題であります。

労働者対策の強化を求める意見書の件は、総

道内における季節労働者は１１万人余り

務産業常任委員会に付託し、会期中の審査と

で、建設事業での９５％が専業労働者であ

することにしたいと思います。これに御異議

り、冬期間の雇用と生活が重要課題になって

ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

います。
昨年秋にスタートした国の季節労働者「通
年雇用促進支援事業」は、委託条件に阻まれ

○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５号「特例一時

地域の主体的な事業企画ができず、十分な成

金」を５０日分に戻し、季節労働者対策の強

果を上げていません。
しかも、この事業を通じても通年雇用に至
らない季節労働者が大量に置き去りにされて

化を求める意見書の件は、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

います。
市町村自治体による季節労働者対策である

上、報告をお願いをいたします。

冬期の短期就労事業の拡充は、通年雇用に至
◎

らない大多数の季節労働者の雇用と生活の確

意見書案第６号

保、通年雇用化への環境整備として自治体に

○議長（吉田敏男君）

日程第１４

意見書

おいて最重要課題となっており、これに対す

案第６号物価高騰に対する緊急対策を求める

る国の財政措置が必要です。

意見書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

以上の状況から、次の項目についての実現

す。

を求めるものでございます。

１０番

記
１．雇用保険の特例一時金を５０日分に戻

谷口二郎君。

○１０番（谷口二郎君）

意見書案第６号物

価高騰に対する緊急対策を求める意見書につ

すこと。
２．通年雇用促進支援事業について、実施
主体である「地域協議会」が主体的な事

いて、読み上げて提案とさせていただきま
す。
原油や食料・生活品、各種資材等の高騰

業を無条件で実施できるよう委託条件の

は、国民の生活を直撃していることに加え、

見直しを行うこと。
３．自治体における季節労働者対策の冬期

我が国の景気はさらに減速しているという見

事業拡充のために、特別交付税などの財

方もふえて、地域格差の拡大と地域経済の疲

政措置を講ずること。

弊が問題視されています。

以上の内容でございますので、何とぞよろ

とりわけ、主要産業の農業においては、燃

しく御賛同いただきますようお願い申し上

料や石油製品、配合飼料に加えて肥料の価格

げ、提案とさせていただきます。

高騰や各種生産資材物資全般で上昇している
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ことから、経営に甚大な打撃を与え、生産者

これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

の自助努力は限界を超えております。
また、中小企業や商工関係者においても、
公共事業の縮減と原油、資材高等の影響を受

○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６号物価高騰に対

け、経営の危機が叫ばれてきています。
一方、消費者にあっては、実質賃金の低下

する緊急対策を求める意見書の件は、総務産

と生活関連物資の急上昇によって、生活の圧

業常任委員会に付託することに決定をいたし

迫による購買力の低下となり、地域経済にも

ました。
なお、本件は、会期中の休会中に審査の

深刻な影響が懸念されております。
したがって、次の事項について速やかに実

上、報告をお願いをいたします。

現するよう求めるものでございます。
◎

記
１．原油高の要因と言われている投機資金

意見書案第７号

○議長（吉田敏男君）

日程第１５

意見書

案第７号社会保障関係費の２千２００億円削

流入に対する規制の実現。
２．農業で使用する軽油、灯油、ガソリン
等の価格補てん措置を講ずるとともに、

減見直しを求める意見書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

免税措置の恒久化とガソリンについても

す。

免税化すること。
３．石油関係資材及び肥料など生産資材の

３番

島田政典君。

価格上昇に対し、直接的な価格補てん対

○３番（島田政典君）

策を講ずること。

保障関係費の２千２００億円削減見直しを求

４．中小企業や運送業を初め各種産業に、

意見書案第７号社会

める意見書

原油高騰に関する緊急対策の具体策を講

地域における医師不足を初めとして、医

じ、円滑な資金供給を含め、経営安定対

療、介護、福祉などの社会的セーフティネッ

策を強化すること。

トが著しく弱体化してきています。

５．物価安定対策、中低所得者層を中心と

非正規労働者の拡大は、生活保護基準以下

する緊急所得税減税や生活困窮者に対す

で働く階層（ワーキングプア）をつくり、社

る支援策を講ずること。

会保険や雇用保険に加入できないなどの問題

以上の内容でございますので、皆さん方の
御賛同をよろしくお願い申し上げて、提案と

が発生し、住民の生活の不安は広がっており
ます。
平成２０年７月２９日に閣議了解された

させていただきます。
○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

本的な方針について」において、社会保障関

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

係予算を２千２００億円抑制することが示さ
れました。

ませんか。

このことによって、地域の医療体制や介護

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

「平成２１年度予算の概算要求についての基

質疑なしと認めま

人材確保は深刻な事態になることが懸念され
ます。

す。これで、質疑を終わります。
ただいま議題となっております意見書案第

不安定雇用が拡大し、雇用情勢の悪化が懸

６号物価高騰に対する緊急対策を求める意見

念される中、労働保険特別会計の国庫負担金

書の件は、総務産業常任委員会に付託し、会

の削減は、雇用社会の基盤を揺るがしかねな

期中の審査にすることにしたいと思います。

いことから、次の事項について強く要請をい
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たします。
記
１．「経済財政運営と構造改革に関する基
本方針２００６」で打ち出された社会保
障関係費を毎年２千２００億円削減する
方針を見直しすること。
以上、地方自治法第９９条の規定により意
見書を提出いたします。御理解の上、採択い
ただきますようよろしくお願いをいたしま
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。
ただいま議題となっております意見書案第
７号社会保障関係費の２千２００億円削減見
直しを求める意見書の件は、文教厚生常任委
員会に付託し、会期中の審査にすることにし
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７号社会保障関係
費の２千２００億円削減見直しを求める意見
書の件は、文教厚生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、９月９日午前１０時より開
会をいたします。
午前１１時５３分

散会
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