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◎議事日程
日程第

１

会議録署名議員の指名について＜Ｐ４＞

日程第

２

会期の決定について＜Ｐ４＞

日程第

３

諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞

日程第

４

報告第１１号

総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ５＞

日程第

５

報告第１２号

総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ５＞

日程第

６

報告第１３号

総務産業常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ５＞

日程第

７

報告第１４号

文教厚生常任委員会所管事務調査報告について＜Ｐ５＞

日程第

８

議案第７４号

平成１９年度足寄町上水道事業会計決算認定について（平成
１９年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ９＞

日程第

９

議案第７５号

平成１９年度足寄町国民健康保険病院事業会計決算認定につ
いて（平成１９年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ９＞

日程第１０

議案第７６号

平成１９年度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について（平
成１９年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ９＞

日程第１１

議案第７７号

平成１９年度足寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
認定について（平成１９年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜
Ｐ９＞

日程第１２

議案第７８号

平成１９年度足寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ
いて（平成１９年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ９＞

日程第１３

議案第７９号

平成１９年度足寄町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ
いて（平成１９年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ９＞

日程第１４

議案第８０号

平成１９年度足寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認
定について（平成１９年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ
９＞

日程第１５

議案第８１号

平成１９年度足寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ
いて（平成１９年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ９＞

日程第１６

議案第８２号

平成１９年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理
事業特別会計歳入歳出決算認定について（平成１９年度決算
審査特別委員会）＜Ｐ５〜Ｐ９＞

日程第１７

議案第８３号

平成１９年度足寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算
認定について（平成１９年度決算審査特別委員会）＜Ｐ５〜
Ｐ９＞

日程第１８

行政報告（町長・教育委員長）＜Ｐ９〜Ｐ１４＞

日程第１９

議案第９０号

特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例＜Ｐ１４＞

日程第２０

議案第９１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＜Ｐ１４〜Ｐ１５＞

日程第２１

議案第９２号

足寄町在宅老人デイサービスセンター設置及び管理条例を廃
止する条例＜Ｐ１５〜Ｐ１７＞

日程第２２

議案第９３号

足寄町地域生活安全条例の一部を改正する条例＜Ｐ１７〜Ｐ
１８＞

日程第２３

議案第９４号

足寄町税条例の一部を改正する条例＜Ｐ１８＞
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日程第２４

議案第９５号

足寄町簡易水道設置条例の一部を改正する条例＜Ｐ１８〜Ｐ
１９＞

日程第２５

議案第９６号

足寄町石川奨学基金設置管理に関する条例を廃止する条例＜
Ｐ１９〜Ｐ２０＞

日程第２６

議案第９７号

足寄町石川奨学資金条例を廃止する条例＜Ｐ２０〜Ｐ２１＞

― 3 ―

午前１０時００分

開会

決で審議します。
９日は、一般質問などを行います。

◎

１０日以降の審議予定については、一般質

開会宣告
全員の出席でござい

問者の人数などにより流動的でありますの

ます。ただいまから、平成２０年第４回足寄

で、今後の議会運営委員会において協議し皆

町議会定例会を開会をいたします。

さんに御報告いたしますので、了承願いま

○議長（吉田敏男君）

す。
◎

なお、議案第９８号から議案第１０５号ま

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

これから、本日の会

での補正予算案は、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に審

議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

査いたします。
以上で、報告を終わらせていただきます。

です。

○議長（吉田敏男君）
◎
○

委員会委員長の報告を終わります。

会議録署名議員の指名

議長（吉田敏男君）

日程第１

これにて、議会運営

会議録
◎

署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
規定によって、１１番後藤次雄君、１２番大

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。

久保優君を指名をいたします。

本定例会の会期は、本日から１２月１２日
◎

までの１１日間にしたいと思います。これに

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

議会運営委員会委員

御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

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

○議長（吉田敏男君）

井脇昌美君。

○議会運営委員会委員長（井脇昌美君）

１

す。
したがって、会期は、本日から１２月１２

２月１日に開催されました第４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

異議なしと認めま

日までの１１日間に決定をいたしました。
なお、１１日間のうち、３日から８日まで

ます。
会期は、本日１２月２日から１２月１２日
までの１１日間とし、そのうち、３日から８

の６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）

日までの６日間は休会となります。
次に、審議予定について報告します。

○議長（吉田敏男君）

本日１２月２日は、議長の諸般の報告、総

す。

異議なしと認めま

よって、６日間は休会に決定をいたしまし

務産業常任委員会、文教厚生常任委員会の所

た。

管事務調査報告を行います。
次に、平成１９年度決算審査特別委員会に

◎

付託し閉会中の審査となっておりました、議

諸般の報告

案第７４号から議案第８３号までの決算認定

○議長（吉田敏男君）

について審査報告を受け、審議を行います。

告を行います。

日程第３

諸般の報

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付

続いて、町長及び教育委員長から行政報告

のとおりです。これで、諸般の報告を終わり

を受けます。
次に、議案第９０号から議案第９７号を即

ます。
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す。これで、報告を終わります。
◎

報告第１１号

○議長（吉田敏男君）

日程第４

◎

報告第１

議案第７４号〜議案第８３号

１号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

○議長（吉田敏男君）

ついての件を議題といたします。

４号平成１９年度足寄町上水道事業会計決算

別紙配付のとおりです。ただいまの報告に

認定の件から日程第１７

日程第８

議案第７

議案第８３号平成

対し質疑を行います。質疑はございません

１９年度足寄町介護サービス事業特別会計歳

か。

入歳出決算認定についてまでの１０件を一括
議題といたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

本件について、委員長の報告を求めます。

質疑なしと認めま

平成１９年度決算審査特別委員会委員長大

す。これで、報告を終わります。

久保優君。
◎

○平成１９年度決算審査特別委員会委員長

報告第１２号

○議長（吉田敏男君）

日程第５

報告第１

（大久保

優君）

平成２０年第３回足寄町

２号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

議会定例会において付託された事件について

ついての件を議題といたします。

審査の結果を、足寄町議会会議規則第７７条

別紙配付のとおりでございます。ただいま

の規定により次のように報告いたします。

の報告に対し質疑を行います。質疑はござい

事件名
・議案第７４号平成１９年度足寄町上水

ませんか。

道事業会計決算認定について

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

・議案第７５号平成１９年度足寄町国民
健康保険病院事業会計決算認定につい

す。これで、報告を終わります。

て
◎

・議案第７６号平成１９年度足寄町一般

報告第１３号

○議長（吉田敏男君）

日程第６

報告第１

３号総務産業常任委員会所管事務調査報告に

会計歳入歳出決算認定について
・議案第７７号平成１９年度足寄町国民
健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

ついての件を議題といたします。
別紙配付のとおりでございます。質疑はご

定について
・議案第７８号平成１９年度足寄町簡易

ざいませんか。

水道特別会計歳入歳出決算認定につい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

て
・議案第７９号平成１９年度足寄町老人

す。これで、報告を終わります。

保健特別会計歳入歳出決算認定につい
◎

て

報告第１４号
報告第１

・議案第８０号平成１９年度足寄町公共

４号文教厚生常任委員会所管事務調査報告に

下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

ついての件を議題といたします。

について

○議長（吉田敏男君）

日程第７

別紙配付のとおりでございます。ただいま

・議案第８１号平成１９年度足寄町介護

の報告に対し質疑を行います。質疑はござい

保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ませんか。

て
・議案第８２号平成１９年度足寄町足寄

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま
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都市計画足寄市街地区土地区画整理事

業特別会計歳入歳出決算認定について

ての件を採決をいたします。

・ 議案 ８ ３号 平成１ ９年 度足 寄町 介護

この決算に対する委員長の報告は認定する

サービス事業特別会計歳入歳出決算認

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

定について

り認定することに賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

審査日
１０月２８日、２９日、３０日、３１日

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

の４日間

したがって、議案第７５号平成１９年度足

審査の結果

寄町国民健康保険病院事業会計決算認定につ
いての件は、認定することに決定をいたしま

認定すべきものと決定

した。

少数意見の留保

これより、議案第７６号平成１９年度足寄

足寄町議会会議規則第７６条の規定によ

町一般会計歳入歳出決算認定についての件の

る少数意見の留保はございません。
以上であります。よろしく御審議をお願い

討論を行います。討論はございませんか。
９番

いたします。
○議長（吉田敏男君）

これにて、委員長の

矢野利恵子君。

○９番（矢野利恵子君）

これは決算審査委

員会のときにも反対したことなんですけれど

報告を終わります。
これより、議案第７４号平成１９年度足寄

も、銀河線の通信ケーブルの処理の仕方につ

町上水道事業会計決算認定についての件の討

いて、本別町はその処理をするに当たって２

論を行います。討論はございませんか。

０万円プラスになっているのに、足寄町は、
通信ケーブルを売る相手と撤去する相手を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

別々にしたために、約６００万円近くの赤字
を出している。

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第７４号平成１９年度足寄

万が一、本別町と同じ時期に鉄が高いとき

町上水道事業会計決算認定についての件を採

に売ったとしても、通信ケーブル８１６万

決をいたします。

９,１００円で売っている。高いときに売っ

この決算に対する委員長の報告は認定する

たとしても１,０７６万ぐらい、差し引き約

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

４００万円ぐらいのマイナスになっている

り認定することに賛成の方は起立願います。

と。
本別町が２０万円プラスになっているん

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

だったら、足寄町は少なく見積もっても３０

全員の起立です。

したがって、議案第７４号平成１９年度足

万プラスになったはずだ。やはりこのやり方

寄町上水道事業会計決算認定についての件

はまずいんじゃないかと。４００万あったら

は、認定することに決定をいたしました。

一体何ができるだろうと。

これより、議案第７５号平成１９年度足寄

いろいろ困っているところがたくさんある

町国民健康保険病院事業会計決算認定につい

のに、そういうところに予算を回すべきで、

ての件の討論を行います。討論はございませ

やはりお金の使い方としてはこれはまずいん

んか。

じゃないかな、そういうところから、この決
算についてこの部分について反対いたしま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。
○議長（吉田敏男君）

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第７５号平成１９年度足寄

他に討論はございま

せんか。

町国民健康保険病院事業会計決算認定につい
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（「なし」と呼ぶ者あり）

ての件の採決をいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

この決算に対する委員長の報告は認定する

これで、討論を終わ

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

ります。
これから、議案第７６号平成１９年度足寄

り認定することに賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

町一般会計歳入歳出決算認定についての件を

○議長（吉田敏男君）

採決をいたします。

全員の起立です。

この決算に対する委員長の報告は認定する

したがって、議案第７８号平成１９年度足

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

り認定することに賛成の方は起立願います。

いての件は、認定することに決定をいたしま
した。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

これより、議案第７９号平成１９年度足寄

起立多数です。

したがって、議案第７６号平成１９年度足

町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい

寄町一般会計歳入歳出決算認定についての件

ての件の討論を行います。討論はございませ

は、認定することに決定をいたしました。

んか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

これより、議案第７７号平成１９年度足寄
町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

○議長（吉田敏男君）

定についての件の討論を行います。討論はご

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第７９号平成１９年度足寄

ざいませんか。

町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

討論なしと認めま

ての件を採決をいたします。
この決算に対する委員長の報告は認定する

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第７７号平成１９年度足寄

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

り認定することに賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

定についての件を採決をいたします。
この決算に対する委員長の報告は認定する

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

したがって、議案第７９号平成１９年度足

り認定することに賛成の方は起立願います。

寄町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

（賛成者起立）

いての件は、認定することに決定をいたしま

○議長（吉田敏男君）

した。

全員の起立です。

したがって、議案第７７号平成１９年度足

これより、議案第８０号平成１９年度足寄

寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

認定についての件は、認定することに決定を

についての件の討論を行います。討論はござ

いたしました。

いませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

これより、議案第７８号平成１９年度足寄
町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

ての件の討論を行います。討論はございませ

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第８０号平成１９年度足寄

んか。

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

についての件を採決をします。
この決算に対する委員長の報告は認定する

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第７８号平成１９年度足寄

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい

り認定することに賛成の方は起立願います。
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う。中央線がずれてしまうということについ

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

ては、やはり危険、それだけ見通しの悪い危

全員の起立です。

したがって、議案第８０号平成１９年度足
寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

険な道路をつくってしまうことになるのでは
ないかなと。
そして、百歩譲って，あそこの入り口だけ

定についての件は、認定することに決定をい

を広げれば、小麦の乾燥工場へ行ったりする

たしました。
これより、議案第８１号平成１９年度足寄

ときの通路として、大型車が通るときのため

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

にいいのだという考え方もあるけれども、今

ての件の討論を行います。討論はございませ

後そこを変えて橋をつけかえて、そこを通ら

んか。

なくてもいいような状況につくっていく計画
がある中で、わざわざそこを広げる必要は全

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

くなかったのではないかと、そういう観点か
ら、このやり方について反対いたします。

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第８１号平成１９年度足寄
町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

○議長（吉田敏男君）
か。
４番

ての件を採決をいたします。
この決算に対する委員長の報告は認定する

他に討論ありません

井脇昌美君。

○４番（井脇昌美君）

今の９番議員の発言

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

の中で、非常に個人を中傷すべくような発言

り認定することに賛成の方は起立願います。

が多々、よく過去にもあったんですけど、誤

（賛成者起立）

解をそれこそ招くような発言というのは、今

○議長（吉田敏男君）

後十分注意され、議長の判断の中で、今度そ

全員の起立です。

したがって、議案第８１号平成１９年度足

ういう意見が出されたときは、即座に制止す

寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

るような議事の形を持っていっていただきた

いての件は、認定することに決定をいたしま

いと思います。

した。

○議長（吉田敏男君）

これより、議案第８２号平成１９年度足寄

せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事
業特別会計歳入歳出決算認定についての件の

○議長（吉田敏男君）

討論を行います。討論はございませんか。

ります。

９番

他に討論はございま

これで、討論を終わ

これから、議案第８２号平成１９年度足寄

矢野利恵子君。
これについて、直

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

接施行の部分と郊南通補償調査業務につい

業特別会計歳入歳出決算認定についての件を

て、さっき細かい数字まで言ったら、議会事

採決をいたします。

○９番（矢野利恵子君）

務局長に笑われてしまったので、余り細かい

この決算に対する委員長の報告は認定する

数字は言わないようにしてやっていくかな

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

と。

り認定することに賛成の方は起立願います。
（賛成者起立）

直接施行ということは、本当に町民にやっ
てはいけないようなことではないかなという

○議長（吉田敏男君）

起立多数です。

ふうに考えるし、そしてまた、郊南通につい

したがって、議案第８２号平成１９年度足

ては、あそこはセイコーマートと安久津ドラ

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

イブインさんのところを広げていったわけだ

事業特別会計歳入歳出決算認定についての件

けれども、それについて中央線がずれてしま

は、認定することに決定をいたしました。
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これより、議案第８３号平成１９年度足寄

び薬効成分定量方法の確立など一定の成果を

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

上げ、ほぼその目的を達成できたものと考え

定についての件の討論を行います。討論はご

ており、近年においては、地元に根差し、地

ざいませんか。

域の公益に広く貢献するという財団の趣旨か
ら、本町でも健康シンポジウムを開催するな

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

ど、情報発信にも取り組んでいましたが、昨
今の厳しい景況、さらには公益法人改革によ

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第８３号平成１９年度足寄

る規制強化などの状況を勘案し、従前同様に

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

研究事業を継続することは困難と判断し、平

定についての件を採決をいたします。

成２１年３月３１日をもって解散することに

この決算に対する委員長の報告は認定する

なったとのことであります。

ものです。この決算は、委員長の報告のとお

解散後は、株式会社サン・クロレラが工場

り認定することに賛成の方は起立願います。

棟などの基本財産を引き継ぎ、体制は縮小す

（賛成者起立）

るものの、引き続き研究事業を継続するとの

○議長（吉田敏男君）

ことであります。

全員の起立です。

したがって、議案第８３号平成１９年度足

また、財団の解散に当たりまして、本町が

寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

財団にエゾウコギの植栽場として貸し付けし

認定についての件は、認定することに決定を

ております小坂山の町有地につきましては、

いたしました。

来年３月に返還していただくことになってお
ります。
◎

以上、財団法人北海道薬効植物研究所の解

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第１８

行政報

散についての報告といたします。
次に、足寄町第５次総合計画の平成１９年

告を行います。
町長から行政報告の申し出がありました。

度実績、平成２０年度実績見込み及び平成２
１年度実施計画について御報告いたします。

これを許します。

総合計画につきましては、まちづくりの基

町長安久津勝彦君。
議長のお許しをい

本的な方針を定めたもので、財政の健全化と

ただきましたので、５件の行政報告を申し上

産業の振興を図り、自立したまちづくりを進

げます。

めていくための自律プランの考え方をもとに

○町長（安久津勝彦君）

まず、財団法人北海道薬効植物研究所の解

推進しております。
平成１９年度の事業実績は、別冊配付のと

散についてでございます。
財団法人北海道薬効植物研究所が平成２１

おりであります。公営住宅建設事業の一部平

年３月３１日をもって解散することとなりま

成２０年度への繰り越しなどがあり、計画に

したので、御報告を申し上げます。

対する事業実績の達成率は、総事業費で８

財団法人北海道薬効植物研究所は、昭和６

９.０６％となっております。

０年４月に、北海道に生育する薬効植物の調

また、平成２０年度の事業実績見込みは、

査・研究及び栽培を行い、健康に役立つ利用

別冊配付のとおりであり、ＮＰＯが整備する

方法の開発などを行うため設立されました。

共生型自立支援ハウス・認知症対応型通所介

財団によりますと、これまでエゾウコギを

護施設の建築・設備費の助成、新規就農者宿

初めとする薬効植物の研究事業に取り組み、

泊研修施設建設等の新規計上などがあり、計

当初の大きな目的の一つでありましたエゾウ

画に対する事業実績見込みは、総事業費で１

コギの栽培研究につきましては、栽培方法及

１９.０７％となっております。
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次に、第５次総合計画の前期５年間の最終

保険法に基づく指定通所介護事業として定員

年度となります平成２１年度事業実施計画に

２０名で実施してきたところでありますが、

つきましては、去る１１月２１日、足寄町総

平成２１年３月３１日をもって廃止をし、社

合開発審議会に諮問し審議をいただいた結

会福祉法人足寄町社会福祉協議会が当該施設

果、別冊実施計画のとおり答申をいただいた

で平成２１年４月１日から通所介護事業を実

ところであります。

施することにいたしました。

概要を申し上げますと、平成２１年度にお

足寄町社会福祉協議会が介護サービス事業

ける総事業費は、分類別集計表にありますよ

者として実施している訪問介護事業及び訪問

うに２８億７,１０８万６,０００円となって

入浴事業は、足寄町特有の地理的事情もあ

おります。

り、効率性の悪い事業運営を余儀なくされ、

事業ごとの実施計画表は、別冊のとおりで
ありますが、昨年度の計画に対し変更になっ
た事業といたしましては、小学校耐震化事業

事業実施当初は１,０００万円を超える助成
を行っていました。
その後、介護報酬の改定や職員の退職によ
る人件費の削減等もあり、平成１７年度の助

の耐震改修実施設計などの新規計上。
在宅知的障害者のグループホーム整備事業

成額は５００万円を下回る状況になってきま
したが、平成１８年度の介護保険制度の見直

などの中止。
地籍調査事業、腎臓機能障害者通院支援事

しにより、事業収入は大幅に減収し、平成１
８年度は７４４万円、平成１９年度は８１６

業などの事業費増。
地番集成図及び地番現況図補完業務、介護

万２,０００円、平成２０年度予算では９５
１万６,０００円と、町の助成額は増加して

保険助成事業などの事業費減。
郊南１丁目３号通・４号通整備工事調査設
計測量や豊栄橋橋梁工事概略設計などの繰り

きている状況にあります。
訪問介護サービスは、在宅介護サービスの
根幹をなすもので、足寄町においては他の民

上げ。
除雪トラックグレーダー等の土木機械購入

間事業者の参入が期待できない中、町として

事業、下愛冠団地建てかえ解体工事の繰り下

は、基本的に今後とも支援していかなければ

げなどであります。

ならないと考えております。

第５次総合計画の後期５年間となります平

しかしながら、社会福祉協議会自体が、そ

成２２年度から２６年度までの実施計画につ

の自立や自主的な運営を目指し、これまでの

きましては、来年度策定に向けて作業を進め

補助金中心型の運営から独立採算制による独

てまいります。

自の運営体制に転換し、より地域に密着した

国・地方ともに大変厳しい財政状況が続い

事業展開を図るべきで、そのためには、新た

ており、今後においても一層行財政の簡素・

な事業の実施により収入の確保に努めること

効率化を推し進め、状況を的確に見きわめな

が必要であると考え、社会福祉協議会と協議

がら計画を進めていかなければならないもの

を行い、町が運営している通所介護事業を、

と考えておりますので、町民の皆様の御理解

平成２１年度から社会福祉協議会に移行する

と議会の皆様の御理解、御支援をいただきま

ことにいたしました。

すようお願い申し上げ、報告といたします。

また、社会福祉協議会は、訪問入浴事業に

次に、通所介護（デイサービス）事業の足

ついては、利用者が減少し介護事業の大きな

寄町社会福祉協議会への移行について御報告

赤字要因となっていることから、当該事業を

申し上げます。

廃止し、代替策としてデイサービスセンター

本町のデイサービスセンターは、平成６年
に開設し、介護保険制度の導入に伴い、介護

での入浴サービスを提供するなど、事業の効
率性を図る考えが示されております。
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社会福祉協議会は、事業拡大によりスケー

の合併推進については持ち帰り、理事会等に

ルメリットを生かした事業運営が図られると

おいて協議することとなり、また、足寄町森

ともに、法人として柔軟なサービスの提供が

林組合も、陸別町と同じく持ち帰り、理事会

期待されるところであります。

等での協議をする意向であるとの考えであり

社会福祉協議会の通所介護事業の実施に当

ました。

たり、現施設の無償貸与と所要の支援を図っ

町としては、大切な基幹産業を担っている

ていく考えでありますので、御理解をいただ

森林組合に対して、最善な方向に向けて今後

きたいと存じます。

においても協議を進めてまいりたいと考えて

なお、通所介護事業の社会福祉協議会への
移行に伴い、足寄町在宅老人デイサービスセ
ンター設置及び管理条例の廃止について、今
定例会に提案しておりますので、御審議のほ
どよろしくお願い申し上げ、報告といたしま

おります。
以上、十勝北部地区森林組合広域合併協議
会の解散についての報告といたします。
次に、株式会社あしょろ農産公社の経営分
析について御報告申し上げます。
足寄町畜産物処理加工施設において、地場

す。
次に、十勝北部地区森林組合広域合併協議

畜産物の処理加工及び製造を委託している株
式会社あしょろ農産公社の経営状況が、３期

会の解散について御報告申し上げます。
この協議会は、十勝支庁、北海道森林組合

連続で悪化していることから、経営内容の調

連合会帯広営業所、本別町、足寄町、陸別町

査及び分析を行い経営実態について把握し、

及び３町の森林組合が、地域林業の振興及び

経営課題の所在を抽出することによって、今

組合員の経済的・社会的地位の向上を図り、

後の業務委託に向けた方向性を検討すること

組合事業の活発化や経営の安定化並びに広域

を目的として、財団法人北海道中小企業総合

協業の推進、円滑な広域合併に移行するため

支援センターに経営分析を業務委託してきた

の諸般の整備、合併の方法などを協議するた

ところであります。

め、十勝北部地区森林組合広域合併協議会が

調査分析の項目については、公社の設立経

平成１１年２月に設立され、現在まで１０年

緯、足寄町の産業動向、内・外部環境変化の

間、合併協議を進めてきました。

「環境分析」、収益構造、資産・負債構造、

本年の１０月に開催されました第１７回協

損益分岐点売上高等の「財務分析」、部門別

議会において、本別町森林組合が離脱の意向

及び得意先別の売上高の推移等の「販売分

を表明したことにより、３町の森林組合がそ

析」、生産計画と統制、原価構成、工程とレ

れぞれ各町行政機関と協議を行った結果、次

イアウト等の「生産・情報管理分析」であり

回の協議会で、最終的に広域合併の方向性を

ます。
１１月２１日に中間報告を受け、その概要

決定することとなりました。
このことから、１１月２０日に開催された

は、「環境分析」においては、近年、地産地

第１８回協議会において協議を行った結果、

消の意識の高まりや地元の食材に対する安心

３町での合併についての取り組みは困難な状

感などにより、国産に対する信頼感・期待感

況となり、十勝北部地区森林組合広域合併協

が高まり、国産ナチュラルチーズの生産量は

議会は解散することに決定がなされました。

大幅に増加してきており、今後の伸長も十分

今後、本別町森林組合では十勝広域森林組

期待できるため、製造部門の強化や、経営管

合との合併協議を進める考え方もあり、ま

理と営業部門に精通した経験者を加える等に

た、陸別町森林組合は、３町の森林組合での

よる対応の方向性が示されております。

合併については、理事会の承認を得て進めて

次に、「財務分析」においては、収益性の

いるが、今後においては、足寄町との２町で

悪化傾向は、売上高に対する労務費・製造経
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費の割合が高まっていることが原因で、販売

また、当公社は、畜産振興において足寄産

管理費とともに費用統制ができていないため

の生乳を使用しチーズ製造を行っていること

であり、生産体制の見直しが必要となってお

から、足寄町においても重要な位置づけにあ

ります。

り、また、エーデルケーゼ館は、消費の拡大

次に、「販売分析」では、売店の売上高の

や地域の活性化、雇用の創出にも寄与してい

維持・拡大への取り組み強化として、年間客

る観光施設であるため、今後持続的に展開で

数の９割近くが集中する上期（４月〜１０

きるかどうかも含めて、経営分析の中間報告

月）の売り上げ向上策に取り組むことが重要

及び最終報告により、年度内に足寄町として

であり、ゴールデンウイークや夏休み時期を

の意向を示してまいりたいと考えておりま

限定したチーズ販売コーナーの充実・強化、

す。

商品陳列やレイアウトの改善の取り組みが必

以上、経営分析の中間結果を報告いたしま
すので、御理解を賜りますようお願いを申し

要とされております。
次に、「生産・情報管理分析」の現状と問

上げます。

題点・課題として、原価構成は、年度当初に

○議長（吉田敏男君）

次に、教育委員会か

チーズの品種ごとに年間製造個数を計画化

ら教育行政報告の申し出がありました。これ

し、町との間で受託契約単価を定めて製造契

を許します。

約を結んでおり、品種ごとの受託契約単価

教育委員長星崎隆雄君。

は、製造原価予測を製造個数で割り返して設

○教育委員長（星崎隆雄君）

定しているが、販売単価は、この受託契約単

をいただきましたので、教育委員会より２点

価に製造経費・管理費・販売費分を積み上げ

の行政報告を行います。

て設定しており、チーズ販売単価を設定して
いても、チーズの製造販売によって利益が確
保できているのか検証し、改善する仕組みが

議長のお許し

１点目、石川奨学資金の廃止について御報
告を申し上げます。
石川奨学資金は、昭和４４年４月に、故石
川恒市氏の遺志により、向学の志を抱きなが

なされていない現状であります。
また、受注予測や販売計画に関する検討が

ら、経済的理由のため進学の機会に恵まれ

なく、各担当者がその勘と経験で製造運営を

ず、学問の恩恵を受けることができない青少

している状況であり、結果として、生産と販

年に対し、学費を給与してその修学を助け、

売との連携がとれず機会ロス（売るべきとき

もって郷土の発展を推進する人材を育てるこ

に商品がない）、見切りロス（見込み違いや

とを目的に制定され、この基金の原資は、石

賞味期限の兼ね合いで値引き販売する）が常

川氏の御遺族からの寄附金で７６０万５,１

態化しております。

４９円によるものでございます。

生産・情報管理における改善のポイントと

この基金の運用に際し、給与額等について

しては、「風通しのよい職場づくり」を目指

は、そのときどきに見直しを図りながら事業

すことにあり、受注・在庫・販売・生産状況

を進めてまいりましたが、バブル経済の崩壊

やイベント等の情報を共有すること、ルール

による低金利により運用が困難となり、平成

をつくって実行すること、職員全員で相談す

１２年度の給与を最後に、募集の停止をいた

ることのしかけや仕組みづくりが必要である

しました。
これまでの対象者及び給与額は、高校生が

との改善の指導であります。
以上、現時点での経営分析の中間報告によ

８７名で２１７万８,０００円、大学生が８

り改善等の指摘を受けた事項につきまして

７名で７６４万７,０００円となっておりま

は、今後開催される株式会社あしょろ農産公

す。

社の取締役会に報告してまいります。

平成１４年には、石川氏から、この奨学資
― 12 ―

金の使命は終えたので廃止していただきたい

る化学物質の混入事件、一方、国内では食品

との申し出がありましたが、引き続き金利の

偽装事件が多発し、学校給食における安心・

動向を注視してまいることといたしました。

安全の確保は極めて緊急かつ重要な課題と

しかし、世界同時の金融危機の発生に伴

なっております。
このような状況の中、本町の給食提供に

い、我が国経済も減速を呈し、さらに低金利
が長期に及ぶ状況となってまいりました。
このため、石川奨学基金の今後につきまし
ては、８月２２日及び１１月２０日に開催さ

は、できる限り国産、道産原材料を使用し、
最大の注意を払って子供たちへの食の安心・
安全に努めてまいりました。

れました「石川奨学資金運営委員会」での御

しかし、本町の給食費は、平成９年度に消

意見を尊重いたしまして、足寄町財政調整基

費税が５％に改正された際に税額分２％を加

金に移管し、学校図書を中心とした学校教育

算以来、現在まで１１年間値上げが行ってい

備品に使途を限定して使用したいと考えてお

ない状況であり、現状での１食当たり、小学

ります。

生１８９円、中学生２３１円では、物価上昇

なお、基金は、この間の利息収入により、

を勘案いたしますと、安定的・継続的に給食

平成２０年度末には１,１２４万３,８７２円

を提供することが困難な状況になってまいり

の見込みとなっております。

ました。

今定例会に関係条例を廃止する条例を提案

このため、去る１０月１４日に開催されま

させていただいておりますので、御審議のほ

した「足寄町学校給食センター運営委員会」

どよろしくお願い申し上げますとともに、町

に対し、近年の原材料が平均１５％上昇して

議会議員の各位の御理解を賜りますようお願

いることから、現行の小学生１８９円を２８

い申し上げ、報告とさせていただきます。

円（１４.８％）値上げして２１７円に、中

２点目、学校給食費の値上げにつきまして

学生２３１円を３４円（１４.７％）値上げ
して２６５円にそれぞれ改定することについ

御報告申し上げます。
近年の原油価格の上昇に伴い、穀物相場も

て諮問いたしました。

じりじり上昇し、平成２０年に入ると、世界

その結果、１１月１３日に開催されました

的な原油価格の高騰からバイオエタノールの

同委員会において、「平成２１年度からの値

生産が増産・加速され、原料となるトウモロ

上げ」について、諮問どおり全会一致で妥当

コシ価格や家畜飼料の高騰が生じました。

との答申をいただきました。

また、バイオ燃料生産用穀物への転作によ

これを受けて、１１月２５日に開催されま

り、小麦などの農産物価格の高騰に加え、輸

した臨時教育委員会において、給食費値上げ

送コストの急上昇が食料品値上げの背景にあ

に関し承認を受けたところでございます。

り、特に我が国は、小麦の輸入依存度が高

平成２１年度からの値上げに伴い、引き続

く、この影響をまともに受け、物価上昇の連

き国産、道産及び地場産品をより多く使用

鎖となって給食費への影響が非常に大きく

し、児童・生徒に対する給食の質や必要なカ

なってまいりました。

ロリーを確保するとともに、安心・安全な給

このため、パンや麺などの小麦製品や大豆

食の提供と食育指導にも努めてまいります。

を主原料とする醤油など、また、牛乳を初め

また、諸物価値上がりの中、給食費の値上

とする乳製品においても、あらゆる食材が大

げは家計に影響を与えることとは存じます

幅な値上がりをしており、学校給食の安定的

が、今後、保護者への周知につきましても、

供給に支障が生じてまいりました。

御理解、御協力をいただくよう努力してまい

この間、中国製ギョーザでの中毒事件を皮
切りに、農薬成分のメタミドホスを初めとす

ります。
以上、学校給食費の値上げについて御理解
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賜りますようお願いを申し上げ、報告とさせ

御審議賜りますようお願い申し上げます。
なお、改正に伴います新旧対照表を右に添

ていただきます。
○議長（吉田敏男君）

これで、行政報告を

付してございますので、御参照のほどよろし
くお願いを申し上げます。

終わります。
ここで、暫時休憩をいたします。１１時１

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

０分再開といたします。
午前１０時５８分

休憩

午前１１時１０分

再開

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

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）

休憩を閉じ、会議を

○議長（吉田敏男君）

再開をいたします。

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

議案第９０号

○議長（吉田敏男君）

日程第１９

議案第

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

９０号特別職報酬等審議会条例の一部を改正

○議長（吉田敏男君）

する条例の件を議題といたします。

す。これで、討論を終わります。

本件について、説明を求めます。

これから、議案第９０号特別職報酬等審議

総務課長大塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

討論なしと認めま

ただいま議題と

なりました議案第９０号特別職報酬等審議会
条例の一部を改正する条例について、提案理

会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

由の御説明を申し上げます。
地方自治法の一部改正によりまして、議員

起立願います。
（賛成者起立）

の報酬に関する規定の整備がなされたことに

○議長（吉田敏男君）

よる改正でございます。

全員の起立です。

改正自治法は、議員の報酬の支給方法等が

したがって、議案第９０号特別職報酬等審

他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法と

議会条例の一部を改正する条例の件は、原案

異なっておりますことから、明確に分離する

のとおり可決されました。

ために、改正前の同一条項から議員の報酬の
◎

規定に係るものを分離し明確にするというこ

議案第９１号

とでございまして、名称を議員報酬に改めま

○議長（吉田敏男君）

日程第２０

議案第

したことから、本条例の改正をお願いすると

９１号足寄町特別職の職員の給与並びに旅費

いうものでございます。

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。

改正条例の内容について申し上げます。

本件について、提案理由の説明を求めま

特別職報酬等審議会条例の一部を改正する

す。

条例
特別職報酬等審議会条例の一部を次のよう

総務課長大塚博正君。
○総務課長（大塚博正君）

に改正する。
第２条中「報酬」を「議員報酬」に改める

ただいま議題と

なりました議案第９１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

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

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。

日から施行するものであります。
以上のとおり御提案申し上げますので、御

地方自治法の一部改正によりまして、議員
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の報酬に関する規定の整備がなされたことに

御審議賜りますようお願いを申し上げます。
なお、改正に伴います新旧対照表を３ペー

よる改正でございます。
改正自治法は、議員の報酬の支給方法等が

ジに添付してございますので、御参照のほど

他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法と

よろしくお願いを申し上げます。

異なっていることを明確にするため、改正前

○議長（吉田敏男君）

の同一条項から議員の報酬の規定に係るもの

理由の説明を終わります。

を分離し明確にするとともに、名称を議員報
酬に改めるというものでございまして、本条

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）

例の改正をお願いするというものでございま

○議長（吉田敏男君）

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

これをもって、提案

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）

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

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

正する。

す。これで、討論を終わります。

第１条中「第２０３条及び第２０４条」を

これから、議案第９１号足寄町特別職の職

「第２０３条、第２０３条の２及び第２０４

員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条

条」に改めるものでございます。

例の一部を改正する条例の件を採決をいたし

本条例のもととなります地方自治法第２０

ます。

３条にて、議員その他行政委員等の報酬、費

この表決は、起立によって行います。本件

用弁償が同一条項で規定されておりました。

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

これを、議員報酬、費用弁償及び期末手当に

起立願います。
（賛成者起立）

ついての規定を２０３条で、それから行政委
員等の報酬及び費用弁償の規定を２０３条の

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

２として分離改正されましたことによるもの

したがって、議案第９１号足寄町特別職の

でございます。２０４の条文の内容の改正は

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する

ございません。

条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

次からの改正条文につきましては、「報

おり可決されました。

酬」を「議員報酬」に明確に改めるものでご
◎

ざいます。
第６条及び第７条中「報酬」を「議員報

議案第９２号

○議長（吉田敏男君）

日程第２１

議案第

９２号足寄町在宅老人デイサービスセンター

酬」に改める。
それから、第８条第２項中「報酬月額」を

設置及び管理条例を廃止する条例の件を議題
といたします。

「議員報酬月額」に改める。

本件について、提案理由の説明を求めま

別表第２（第７条関係）中「報酬月額」を
「議員報酬月額」に改めるものでございま

す。
福祉課長藤原茂君。

す。
附則でございますが、この条例は、公布の

○福祉課長（藤原

茂君）

ただいま議題と

日から施行するということにしてございま

なりました議案第９２号足寄町在宅老人デイ

す。

サービスセンター設置及び管理条例を廃止す

以上のとおり御提案申し上げますので、御

る条例の提案理由を御説明申し上げます。
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本条例は、平成６年のデイサービスセン

おります。

ターの開設に当たり、平成５年１２月１６日

社会福祉協議会の意向といたしましては、

条例第２２号として制定したもので、その後

この部分で人員の配置等を含めかなり赤字部

の介護保険制度の導入により、介護保険法に

門があって、その代替策として、デイサービ

基づく指定通所介護事業として運営してまい

スセンターでの入浴サービスを提供するとい

りましたが、足寄町社会福祉協議会が実施す

う意向を示しております。社会福祉協議会で

る介護サービス事業の経営改善と、法人運営

は、まだ決定事項ではないと伺っておりま

による柔軟なサービスの提供によるサービス

す。

料の確保を図る観点から、同事業を平成２１

以上であります。

年４月から足寄町社会福祉協議会に移行する

○議長（吉田敏男君）

こととし、移行に伴い本条例を廃止するもの

君。

であります。

○１２番（大久保

次に、条例の内容について御説明申し上げ

優君）

足在宅老人デイサービスセンター設置及び

だから私、今質

問したのは、６名が在宅入浴の対象になって
浴を利用するときの手段はどうなってますか
と私聞いてるんですよ。

管理条例を廃止する条例
足在宅老人デイサービスセンター設置及び

○議長（吉田敏男君）
○福祉課長（藤原

管理条例は、廃止する。
この条例は、平成２１年４月１日か

以上で、提案理由の説明を終わらせていた

茂君）

手段は、今、社

会福祉協議会が実施しております移送サービ
て、そこで入浴サービスを提供するという考

だきます。御審議のほどよろしくお願い申し

えのようであります。

上げます。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

福祉課長、答弁。

スの車を使ってデイサービスまで連れてき

ら施行するとしております。

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

１２番

大久保優

君。
○１２番（大久保

理由の説明を終わります。

優君）

わかりました。

そういうことで介護の訪問介護というのは、
もともとが老人ホームが経費がかかかるの

ませんか。
１２番

大久保優

たんですね、その人たちがデイサービスの入

ます。

附則

１２番

で、できるだけ在宅にしようと切りかえた趣

大久保優君。

○１２番（大久保

優君）

この問題につい

旨のものですよね。

て、私もちょっと知識がないところがあるん

だから、この辺をもう少し、余り経費がか

ですけれども、要するにあれですね、社会福

かるから安易に経費のかからん方法というの

祉協議会に訪問介護もそのまま継続するとい

も、一つの案で大事なことだと思うんだけど

うことですよね。

も、やはりこういう訪問入浴されてるような

問題は、訪問入浴の関係なんですけれど

弱者に関しては、よほど気を使った行政の

も、この事業に関しては、今現在何人が対象

サービスをしないと、やはり利用頻度が落ち

になっているのか。もしこれを廃止されたと

るとか、本人の生活がいろいろとマイナスに

きに、この人たちがデイサービスに来れるの

なっていくこととなりますので、その辺十分

か、そういう体制を整えているのか、ちょっ

に気をつけて配慮した行政サービスにして

とお聞きしたいと思います。

いっていただきたいと思いますので、その辺

○議長（吉田敏男君）

よろしくお願いいたします。

○福祉課長（藤原

福祉課長、答弁。

茂君）

訪問入浴の関係

でありますけれども、今現在６名が利用して

○議長（吉田敏男君）
せんか。
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他に質疑はございま

に、地方公共団体の責務として、犯罪被害者

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

等の支援に関し、国との適切な役割分担を踏
まえて地域の実情に応じた施策を策定し及び

ります。
これから、討論を行います。討論はござい

実施する責務を有すると規定されていること
から、町の責務について追加規定するもので

ませんか。

ございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

改正する条文について御説明させていただ
きます。

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第９２号足寄町在宅老人デ
イサービスセンター設置及び管理条例を廃止

足寄町地域生活安全条例の一部を改正する
条例
足寄町地域生活安全条例の一部を次のよう

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

に改正する。
第３条第１項第５号を同項第６号とし、同
項４号の次に次の１号を加えるものでござい

起立願います。

ます。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

第５号

全員の起立です。

したがって、議案第９２号足寄町在宅老人
デイサービスセンター設置及び管理条例を廃
止する条例の件は、原案のとおり可決されま

犯罪、事故等の被害者等の支援に

関すること。
附則

この条例は、公布の日から施行する

ものでございます。
なお、右側に新旧対照表を添付しておりま

した。

すので、御参照願います。
◎

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ

議案第９３号

○議長（吉田敏男君）

日程第２２

議案第

らさせていただきます。よろしく御審議のほ

９３号足寄町地域生活安全条例の一部を改正

どお願い申し上げます。

する条例の件を議題といたします。

○議長（吉田敏男君）

本件について、提案理由の説明を求めま

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。

ませんか。

住民課長大竹口暁己君。
○住民課長（大竹口暁己君）

これをもって、提案

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただいま議題

となりました議案第９３号足寄町地域生活安

○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

全条例の一部を改正する条例について、提案

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

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、国におい

ませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

て、犯罪被害者等の権利・利益の保護を図る
目的に平成１６年１２月に犯罪被害者等基本

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

法を制定し、平成１７年１２月に支援策の総

す。これで、討論を終わります。

合的かつ計画的な推進を図るため犯罪被害者

これから、議案第９３号足寄町地域生活安

等基本計画を策定、道におきましても、犯罪

全条例の一部を改正する条例の件を採決をし

被害者等基本法に基づき平成１９年３月に北

ます。

海道犯罪被害者等基本計画が策定されまし

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

た。
制定されました犯罪被害者等基本法第５条

起立願います。
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附則

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

施行期日等

第１条

全員の起立です。

この条例は、平成２１年４月１日

したがって、議案第９３号足寄町地域生活

から施行し、この条例による改正後の足寄町

安全条例の一部を改正する条例の件は、原案

税条例第３４条の７第１項の規定は、町民税

のとおり可決されました。

の所得割の納税義務者が平成２０年１月１日
以降に支出する同条第９号に掲げる寄附金ま

◎

たは金銭について適用するものでございま

議案第９４号

○議長（吉田敏男君）

日程第２３

議案第

９４号足寄町税条例の一部を改正する条例の

なお、次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。

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

以上をもちまして、提案理由の説明を終わ
らさせていただきます。よろしく御審議のほ

す。

どお願い申し上げます。

住民課長大竹口暁己君。
○住民課長（大竹口暁己君）

す。

ただいま議題

となりました議案第９４号足寄町税条例の一
部を改正する条例について、提案理由の御説

○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。

明を申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

本条例の改正につきましては、５月２６日
開催されました第３回町議会臨時会におい

○議長（吉田敏男君）

て、地方税法等の一部改正により住民の福祉

す。これで、質疑を終わります。

の増進に寄与する寄附金として条例で定めた
場合、町民税からの控除対象が規定されたこ

質疑なしと認めま

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）

とから条例改正を行い、条例第３４条７第９
号に掲げる規定対象寄附金法人として、社会

○議長（吉田敏男君）

福祉法人足寄町社会福祉協議会を別表で規定

す。これで、討論を終わります。

させていただきましたが、第３回道議会定例
会において道条例が改正され、社会福祉法人

討論なしと認めま

これから、議案第９４号足寄町税条例の一
部を改正する条例の件を採決をします。

あしょろ敬愛会に対する寄附金が道民税の控

この表決は、起立によって行います。本件

除対象とされたことから、町民税におきまし

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

ても指定対象寄附金法人として追加規定する

起立願います。
（賛成者起立）

ものでございます。
改正する条文について御説明させていただ

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第９４号足寄町税条例の

きます。
足寄町税条例の一部を改正する条例

一部を改正する条例の件は、原案のとおり可

足寄町税条例の一部を次のように改正す

決されました。

る。
◎

別表（３４条の７関係）控除対象寄附金の

議案第９５号

欄中「社会福祉法人足寄町社会福祉協議会に

○議長（吉田敏男君）

対する寄附金」を「社会福祉法人足寄町社会

９５号足寄町簡易水道設置条例の一部を改正

福祉協議会に対する寄附金、社会福祉法人あ

する条例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

しょろ敬愛会に対する寄附金」に改めるもの
でございます。

日程第２４

す。
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たします。

建設課長中鉢武美君。
ただいま議題と

この表決は、起立によって行います。本件

なりました議案第９５号足寄町簡易水道設置

は、原案のとおり決定することに賛成の方は

条例の一部を改正する条例について、提案理

起立願います。

○建設課長（中鉢武美君）

（賛成者起立）

由の御説明を申し上げます。
改正の理由といたしましては、国庫補助金

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

の交付について、簡易水道等施設整備費国庫

したがって、議案第９５号足寄町簡易水道

補助金交付要綱及び取扱要領の一部改正に伴

設置条例の一部を改正する条例の件は、原案

い、採択要件を満たすために統合するもので

のとおり可決されました。

ございます。
◎

足寄町簡易水道設置条例の一部を改正する

議案第９６号

○議長（吉田敏男君）

条例
足寄町簡易水道設置条例の一部を次のよう

日程第２５

議案第

９６号足寄町石川奨学基金設置管理に関する
条例を廃止する条例の件を議題といたしま

に改正する。
第２条第１号ア中「大誉地の一部」の次に

す。
本件について、提案理由の説明を求めま

「、芽登本町、芽登の一部、喜登牛の一部」
を加え、同号イ中「２３０人」を「１,２６
０人」に改め、同号ウ中「１４９立方メート

す。
教育次長森和治君。

ル」を「３３１立方メートル」に改め、同条

○教育次長（森

和治君）

ただいま議題と

第２号及び第３号を削るものでございます。

なりました議案第９６号足寄町石川奨学基金

附則といたしまして、この条例は、公布の

設置管理に関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す。

日から施行するものでございます。
以上、提案理由を申し上げましたので、よ

本条例につきましては、昭和４４年４月

ろしく御審議賜りますようお願いいたしま

に、故石川恒市氏の遺志により、向学の志を

す。

抱きながら経済的理由のため進学の機会に恵

なお、新旧対照表を９ページから１１ペー

まれず、学問の恩恵を受けることができない

ジに添付してございますので、御参照いただ

青少年に対し、学費を給与してその修学を助

きたいと思います。

け、もって郷土の発展を推進する人材を育て

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

しかし、バブル経済の崩壊による低金利政

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

りました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
質疑なしと認めま

平成１４年には、石川勲氏より、この資金
の使命は終えたので廃止していただきたいと

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

の申し出がありましたが、引き続き金利の動
向を注視することといたしました。

ませんか。

しかし、世界同時の金融危機により低金利

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

策により果実運用が困難となるとともに、平
成１２年度の給与を最後に、募集の停止に至

ませんか。
○議長（吉田敏男君）

るために制定されたものでございます。

討論なしと認めま

が長期に及ぶ状況にありますことから、本条
例を廃止し、足寄町財政調整基金に移管の

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第９５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い

上、学校図書を中心とした学校教育備品に限
定して使用したいと考えております。
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次に、条文の内容について御説明を申し上

○教育次長（森

和治君）

ただいま議題と

なりました議案第９７号足寄町石川奨学資金

げます。
足寄町石川奨学基金設置管理に関する条例

条例を廃止する条例につきまして、提案の理
由を御説明申し上げます。

を廃止する条例
足寄町石川奨学基金設置管理に関する条例

本条例につきましては、長期に及ぶ低金利

（昭和４４年条例第２２号）は、廃止する。

により果実運用が不可能となって、平成１２

附則

この条例は、平成２１年４月１日か

年度の給与を最後に、募集の停止に至ってお
ります。

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

この間、金利の動向を注視してまいりまし

だきますので、御審議賜りますようよろしく

たが、さらに長期に及ぶ状況となってまいり

お願い申し上げます。

ました。

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

このため、石川勲氏及び足寄町石川奨学資
金運営委員会での意見を受けまして、本条例

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

を廃止いたしたく提案申し上げる次第でござ
います。

ませんか。

次に、条文の内容について御説明申し上げ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑なしと認めま

ます。
足寄町石川奨学資金条例を廃止する条例

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

足寄町石川奨学資金条例（昭和４４年条例
第２３号）は、廃止する。

ませんか。

附則

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

この条例は、平成２１年４月１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

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第９６号足寄町石川奨学基

だきますので、御審議賜りますようよろしく

金設置管理に関する条例を廃止する条例の件

お願い申し上げます。

を採決をします。

○議長（吉田敏男君）

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

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。

起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（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９６号足寄町石川奨学
基金設置管理に関する条例を廃止する条例の

○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。

件は、原案のとおり可決されました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
◎

○議長（吉田敏男君）

議案第９７号

○議長（吉田敏男君）

日程第２６

議案第

９７号足寄町石川奨学資金条例を廃止する条
本件について、提案理由の説明を求めま
教育次長森和治君。

す。これで、討論を終わります。
これから、議案第９７号足寄町石川奨学資
金条例を廃止する条例の件を採決をいたしま

例の件を議題といたします。
す。

討論なしと認めま

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
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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９７号足寄町石川奨学
資金条例を廃止する条例の件、原案のとおり
可決されました。
◎

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、１２月９日午前１０時より
開会をいたします。
午前１１時４２分

散会
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