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◎議事日程
日程第

１

議案第４３号

平成２７年度足寄町一般会計補正予算（第１４号）＜Ｐ３～
Ｐ１４＞

日程第

２

議案第４４号

平成２７年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
４号）＜Ｐ３～Ｐ１４＞

日程第

３

議案第４５号

平成２７年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第３号）＜
Ｐ３～Ｐ１４＞

日程第

４

議案第４６号

平成２７年度足寄町公共下水道事業特別会計予算（第３号）
＜Ｐ３～Ｐ１４＞

日程第

５

議案第４７号

平成２７年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第５号）＜
Ｐ３～Ｐ１４＞

日程第

６

議案第４８号

平成２７年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理
事業特別会計補正予算（第４号）＜Ｐ３～Ｐ１４＞

日程第

７

議案第４９号

平成２７年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
４号）＜Ｐ３～Ｐ１４＞

日程第

８

議案第５０号

平成２７年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３
号）＜Ｐ３～Ｐ１４＞

日程第

９

議案第５１号

平成２７年度足寄町上水道事業会計補正予算（第５号）＜Ｐ
３～Ｐ１４＞

日程第１０

議案第５２号

平成２７年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第
２号）＜Ｐ３～Ｐ１４＞

日程第１１

議案第５３号

平成２８年度足寄町一般会計予算＜Ｐ１４～Ｐ２２＞

日程第１２

議案第５４号

平成２８年度足寄町国民健康保険事業特別会計予算＜Ｐ１４
～Ｐ２２＞

日程第１３

議案第５５号

平成２８年度足寄町簡易水道特別会計予算＜Ｐ１４～Ｐ２２
＞

日程第１４

議案第５６号

平成２８年度足寄町公共下水道事業特別会計予算＜Ｐ１４～
Ｐ２２＞

日程第１５

議案第５７号

平成２８年度足寄町介護保険特別会計予算＜Ｐ１４～Ｐ２２
＞

日程第１６

議案第５８号

平成２８年度足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理
事業特別会計予算＜Ｐ１４～Ｐ２２＞

日程第１７

議案第５９号

平成２８年度足寄町介護サービス事業特別会計予算＜Ｐ１４
～Ｐ２２＞

日程第１８

議案第６０号

平成２８年度足寄町後期高齢者医療特別会計予算＜Ｐ１４～
Ｐ２２＞

日程第１９

議案第６１号

平成２８年度足寄町上水道事業会計予算＜Ｐ１４～Ｐ２２＞

日程第２０

議案第６２号

平成２８年度足寄町国民健康保険病院事業会計予算＜Ｐ１４
～Ｐ２２＞
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午前１０時００分

開議

たとおり、口頭でありますけれども、１点報
告をさせていただきたいというふうに思いま

◎

開議宣言

○議長（吉田敏男君）

す。

おはようございま

す。

２月２２日に開催しました、第１回の足寄
町議会臨時会で行政報告を行っておりまし

全員の出席でございます。

た、町道雌阿寒・オンネトー線の道道昇格に

これから、本日の会議を開きます。

ついてであります。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

先日、３月１１日付で北海道告示がされた
ということで町道３キロの部分について道道

◎

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

昇格ということが決定したということでござ

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

いますので、御報告をしておきたいというふ
うに思います。

榊原深雪君。

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君）

以上でございます。
昨

それでは、ただいまの議題となりました議

日開催されました、第１回定例会に伴う議会

案第４３号平成２７年度足寄町一般会計補正

運営委員会の協議の結果を報告します。

予算（第１４号）から議案第５２号平成２７

本日、３月１４日は、議案第４３号から議

年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予

案第５２号までの平成２７年度補正予算案の

算（第２号）まで、一括提案理由の御説明を

提案説明を受けた後、即決で審議いたしま

申し上げます。

す。

補正予算つづり１ページをお願いをいたし

次に、議案第５３号から議案第６２号まで

ます。

の新年度予算案の提案説明を受けた後、予算

議案第４３号平成２７年度足寄町一般会計

審査特別委員会を設置し、会期中の審査とし

補正予算（第１４号）について御説明を申し

ます。

上げます。

以上で報告を終わらせていただきます。
○議長（吉田敏男君）

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

３億６,８９６万８,０００円を減額し、歳入
歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９３億
６,３４０万９,０００円とするものでござい

◎

議案第４３号から議案第５２号まで

○議長（吉田敏男君）

日程第１

ます。

議案第４

３号平成２７年度足寄町一般会計補正予算
（第１４号）の件から、日程第１０

歳出の主なものから御説明を申し上げま
す。

議案第

３８ページをお願いいたします。

５２号平成２７年度足寄町国民健康保険病院

３８ページ、第２款総務費、第１項総務管

事業会計補正予算（第２号）までの１０件を

理費、第１４目企画振興費、第２５節積立金

一括議題といたします。

におきまして、ふるさと足寄応援基金積立金

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

といたしまして１,３００万円を計上をいた
しました。

なお、報告があるということも聞いており

４４ページをお願いします。

ますので、これも許したいと思います。
町長

４４ページ、第２１目情報化推進費におき

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

まして、携帯電話エリア整備事業を合わせて
補正予算の御説明

に入る前に、今、議長からお話いただきまし

１,０２５万７,０００円を減額をいたしまし
た。
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５４ページをお願いいたします。

２８節繰出金におきまして、足寄都市計画足

５４ページ、第３款民生費第１項社会福祉

寄市街地区土地区画整理事業特別会計繰出金

費第１目社会福祉総務費第１９節負担金、補

を１,１３６万４,０００円減額をいたしまし

助及び交付金におきまして、年金生活者等支

た。

援臨時福祉給付金といたしまして３,６００
万円を計上をいたしました。

第３目下水道費第２８節繰出金におきまし
て、公共下水道事業特別会計繰出金を３,６

５６ページをお願いいたします。

８８万５,０００円減額いたしました。

５６ページ、第４目国民健康保険助成費、

９６ページをお願いいたします。

第２８節繰出金におきまして、国民健康保険

９６ページ、第１０款教育費第３項中学校

事業特別会計繰出金といたしまして９５０万

費第３目学校建設費第１５節工事請負費にお

４,０００円を計上をいたしました。

きまして、足寄中学校外構工事と中学校教員

６２ページをお願いいたします。

住宅新築工事を合わせて１,０５６万６,００

６２ページ、第３項児童福祉費第１目児童

０円減額をいたしました。

福祉総務費第２０節扶助費におきまして、児

１０２ページをお願いいたします。

童手当を６８６万円減額をいたしました。

１０２ページ、第５項保健体育費第５目学

７２ページをお願いします。

校給食費第１５節工事請負費におきまして、

７４ページ、第６款農林水産費第１項農業

学校給食センター外構工事を１,１０６万２,

費第３目農業振興費第１９節負担金補助及び

０００円減額をいたしました。

交付金におきまして、担い手確保・経営強化

１０４ページをお願いいたします。

支援事業補助金といたしまして、５３０万円

１０４ページ、第１２款公債費におきまし

を計上をいたしました。

て、長期債利子、一時借入金利子といたしま

７６ページをお願いします。

して合わせて２,６５３万４,０００円を減額

７６ページ、第５目農地費第１９節負担金

いたしました。

補助及び交付金におきまして、道営草地畜産
基盤整備事業負担金といたしまして１,０９

以上で歳出を終わり、次に、歳入について
御説明を申し上げます。

２万円を計上をいたしました。

１０ページへお戻りください。

８４ページをお願いします。

１０ページ、第１款町税第２項固定資産税

８４ページ、第８款土木費第２項道路橋梁
費第３目土木車両管理費第１８節備品購入費

におきまして、現年課税分といたしまして２
０７万２,０００円を計上いたしました。

におきまして、除雪ドーザ１,３０５万１,０

１２ページをお願いいたします。

００円、小型ロータリー除雪車７２２万円を

第１０款地方交付税におきまして、普通地

それぞれ減額をいたしました。

方交付税といたしまして５７１万５,０００

８６ページをお願いします。

円を計上をいたしました。

８６ページ、第４目臨時地方道整備事業

第１２款分担金及び負担金第１項分担金第

費、第１５節工事請負費におきまして、栄町

２目農林水産業費分担金におきまして、道営

２丁目川沿通外４路線整備工事を１,７１９

草地畜産基盤整備事業受益者分担金といたし

万３,０００円減額をいたしました。

まして１,０９２万円を計上いたしました。

第５目道路新設改良費第１９節負担金補助

次に、１６ページから２３ページの第１４

及び交付金におきまして、豊栄橋かけかえ事

款国庫支出金第１５款道支出金におきまし

業北海道負担金を６,２２８万１,０００円減

て、それぞれ事業費見合いの負担金、補助金

額をいたしました。

などを計上並びに減額をいたしました。

第４項都市計画費第２目土地区画整理費第
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２２ページをお願いをいたします。

第１６款財産収入第２項財産売払収入第３
目生産物売払収入におきまして、収益分収金

まして、療養給付費負担金を３,０７２万６,
０００円減額をいたしました。

といたしまして２６５万７,０００円を計上
をいたしました。

第２目退職被保険等療養給付費におきまし
て、療養給付費負担金を１,４６１万２,００

第１７款寄附金第１項寄附金第１目総務寄

０円減額をいたしました。

附金におきまして、ふるさと納税寄附金とい

第２項高額療養費、第１目一般被保険者高

たしまして１,３００万円を計上をいたしま

額療養費におきまして、高額療養給付費負担

した。

金を６７４万７,０００円減額をいたしまし

２４ページをお願いします。

た。

２４ページ、第１８款繰入金におきまし

１２８ページをお願いいたします。

て、財政調整基金繰入金、農業振興基金繰入

１２８ページ、第７款共同事業拠出金第１

金など合わせて２億６,３６７万５,０００円

項共同事業拠出金第２目保険財政共同安定化

を減額をいたしました。

事業拠出金におきまして、保険財政共同安定

２８ページをお願いいたします。

化事業拠出金を３５５万９,０００円減額を

２８ページ、第２１款町債第１項町債第３

いたしました。

目過疎対策事業債におきまして、豊栄橋架換

１３０ページをお願いいたします。

事業債などを合わせて８,５００万円減額を

１３０ページ、第１２款直営施設勘定繰出

いたしました。

金におきまして、国民健康保険病院事業会計

以上が歳入の主な事項でございます。

繰出金といたしまして、４４０万２,０００

６ページへお戻りください。

円を計上いたしました。

６ページ、第２表、繰越明許費補正、追加

次に、歳入について申し上げます。

２件、変更２件をお願いをいたしました。

１１６ページへお戻りください。

第３表、地方債補正、変更２件をお願いい
たしました。

１１６ページ、第２款国庫支出金第１項国
庫負担金第１目療養給付費等負担金におきま

以上で、平成２７年度足寄町一般会計補正
予算（第１４号）について説明を終わりま

して、療養給付費等国庫負担金を３,１０３
万２,０００円減額をいたしました。

す。

第２項国庫補助金第１目財政調整交付金に

次に、特別会計について御説明を申し上げ
ます。

おきまして普通調整交付金など合わせて２,
５３４万５,０００円減額をいたしました。

１０７ページをお願いします。

１１８ページをお願いいたします。

１０７ページ、議案第４４号平成２７年度

１１８ページ、第５款道支出金におきまし

足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算

て、財政調整交付金を４,６７０万８,０００

（第４号）について御説明申し上げます。

円減額をいたしました。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

第６款共同事業交付金におきまして、保険

５,５１２万４,０００円を減額し、歳入歳出

財政共同安定化事業交付金を５,２３７万８,

予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億１,８

０００円減額いたしました。

２ ３ 万４ ,０ ０ ０円 と する も ので ご ざい ま
す。

第７款繰入金におきまして、一般会計繰入
金といたしまして９５１万６,０００円を計

歳出の主なものから申し上げます。

上いたしました。

１２４ページをお願いいたします。

次に、１３３ページをお願いいたします。

１２４ページ、第２款保険給付費第１項療

１３３ページ、議案第４５号平成２７年度

養諸費、１目一般被保険者療養給付費におき

足寄町簡易水道特別会計補正予算（第３号）
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について御説明を申し上げます。

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億６,５

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
２６０万５,０００円を減額し、歳入歳出予

６ ６ 万 ８,００ ０円 と する も ので ご ざい ま
す。

算の総額を歳入歳出それぞれ３,８０９万円

歳出の主なものから申し上げます。

とするものでございます。

１６６ページをお願いいたします。

歳入歳出予算につきましては、事業の執行

１６６ページ、第２款保険給付費第１項介

による減額等が主なものでございますので詳

護サービス等諸費第１目介護サービス給付費

細の説明については省略をさせていただきま

におきまして、負担金を合わせて３,３７７

す。

万６,０００円減額いたしました。

次に、１４３ページをお願いいたします。

１７２ページをお願いをいたします。

１４３ページ、議案第４６号平成２７年度

１７２ページ、第３款地域支援事業費、第

足寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２項包括的支援事業・家族介護等支援事業費

３号）について御説明を申し上げます。

第７目認知症グループホーム家賃等助成事業

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
３,３３９万２,０００円を減額し、歳入歳出

費におきまして、助成金を３２２万５,００
０円減額をいたしました。

予算の総額を歳入歳出それぞれ３億８,３２

次に、歳入について申し上げます。

０万２,０００円とするものでございます。

１６０ページへお戻りください。

歳出の主なものから申し上げます。

１６０ページ、第１款介護保険料におきま

１５０ページをお願いいたします。

して、第１号被保険者介護保険料といたしま

１５０ページ、第２款事業費第１項事業費

して、２８６万１,０００円を計上いたしま

第１目事業費第１３節委託料におきまして、

した。

足寄下水終末処理場詳細設計業務など合わせ

第３款国庫支出金におきまして、介護給付

て１,２８５万１,０００円減額をいたしまし

費国庫負担金を３６２万円、調整交付金を

た。

１,００２万６,０００円を減額をいたしまし

１５２ページをお願いをいたします。

た。

１５２ページ、第１５節工事請負費におき

第４款支払基金交付金におきまして、介護

まして、下水道管渠新設工事を４７７万１,

給付費交付金を１,７５０万７,０００円減額

０００円減額をいたしました。

をいたしました。

第１９節負担金補助及び交付金におきまし

１６２ページをお願いいたします。

て、配水管移設負担金を８０６万７,０００
円減額いたしました。

１６２ページ、第６款繰入金第１項他会計
繰入金第１目一般会計繰入金におきまして、

歳入について申し上げます。

介護給付費繰入金等を合わせて５７５万９,

１４８ページへお戻りください。

０００円減額をいたしました。

１４８ページ、第４款繰入金におきまし

次に、１７７ページをお願いいたします。

て、一般会計繰入金を３,６８８万５,０００

１７７ページ、議案第４８号平成２７年度

円減額をいたしました。

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

次に、１５５ページをお願いいたします。

理事業特別会計補正予算（第４号）について

１５５ページ、議案第４７号平成２７年度

御説明を申し上げます。

足寄町介護保険特別会計補正予算（第５号）
について御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ
６７３万７,０００円を減額し、歳入歳出予

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ
れ４,０２５万４,０００円を減額し、歳入歳

算の総額を歳入歳出それぞれ１億８,７１６
万６,０００円とするものでございます。
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歳出の主なものから申し上げます。

次に、企業会計について御説明を申し上げ

１８４ページをお願いいたします。

ます。

１８４ページ、第２款事業費第１目事業費

２０９ページをお願いいたします。

第１５節工事請負費におきまして、区画道路

２０９ページ、議案第５１号平成２７年度

整備工事など合わせて３６７万６,０００円

足寄町上水道事業会計補正予算（第５号）に

を減額をいたしました。

ついて御説明を申し上げます。

歳入について申し上げます。

収益的収入及び支出の総額から、４１１万

１８２ページへお戻りください。

２,０００円を減額し、収益的収入及び支出

１８２ページ、第３款保留地処分金におき

の総額を、それぞれ１億４,７４３万６,００

まして、６７６万６,０００円を計上いたし

０円とするものでございます。

ました。

次に、資本的収入及び支出の総額から、資

第４款繰入金におきまして、一般会計繰入

本的収入額１,８４４万９,０００円、資本的

金を１,１３６万４,０００円減額をいたしま

支出額１,４６２万２,０００円をそれぞれ減

した。

額し、資本的収入の総額を１,６８２万７,０

第７款町債におきまして、土地区画整理事
業債を２２０万円を減額をいたしました。

００円に、資本的支出の総額を９,２５６万
２,０００円とするものでございます。

１７８ページへお戻りください。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足

１７８ページ、第２表、地方債補正、変更
１件をお願いをいたしました。

する額７,５７３万５,０００円は、当年度分
消費税及び地方消費税資本的収支調整額を４

次に、１８７ページをお願いいたします。

２７万６,０００円に、建設改良積立金を３,

１８７ページ、議案第４９号平成２７年度

３３４万７,０００円に改め、補填するもの

足寄町介護サービス事業特別会計補正予算

であります。

（第４号）について御説明を申し上げます。
歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

補正予算の主な内容について申し上げま
す。

れ１,３５８万７,０００円を減額し、歳入歳

２１６ページの収益的収入及び支出につき

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７,５

ましては、事業の執行残による減額などが主

０ ６ 万８ ,０ ０ ０円 と する も ので ご ざい ま

なものでございますので、説明を省略させて

す。

いただきます。

歳入歳出予算につきましては、事業執行に

２１８ページの資本的収入及び支出でござ

よる減額等が主なものでございますので詳細

いますが、支出では、建設改良工事に伴う配

の説明については省略させていただきます。

水管拡張工事や下水道事業に伴う配水管移設

次に、１９９ページをお願いします。

工事などの執行残に伴う配水設備工事費の減

１９９ページ、議案第５０号平成２７年度

額と、収入では、それに伴う企業債及び工事

足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

負担金の減額でございます。

３号）について御説明を申し上げます。

２１０ページへお戻りください。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ
れ１３５万９,０００円を減額し、歳入歳出

２１０ページ、第４条におきまして、企業
債補正、廃止１件をお願いしております。

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,２２

次に、２２１ページをお願いいたします。

０万８,０００円とするものでございます。

２２１ページ、議案第５２号平成２７年度

歳入歳出予算の内容につきましては、特に

足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

説明すべき事項がございませんので省略をさ

（第２号）について御説明を申し上げます。

せていただきます。

収益的収入及び支出の総額から、６９６万
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４,０００円を減額し収益的収入及び支出の

お願いしております予算の決定後において、

総額を、それぞれ１２億７,１８９万５,００

増減が予想されます。

０円とするものでございます。

このようなことから、これら収入の状況に

次に、資本的収入及び支出の総額から、資

より、予算の専決処分の措置を講じさせてい

本的収入額１４万４,０００円、資本的支出

ただきたいと考えておりますので、あらかじ

額１１万５,０００円をそれぞれ減額し、資

め御了解のほどをよろしくお願いを申し上げ

本的収入の総額を８,６４１万１,０００円

ます。

に、資本的支出の総額を７,１１０万６,００
０円とするものでございます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき
ます。

資本的収入額が資本的支出額に対して超過

御審議のほど、よろしくお願いを申し上げ

する額１,５３０万５,０００円は、当年度分

ます。

損益勘定留保資金に充当するものでございま

○議長（吉田敏男君）

す。

理由の説明を終わります。

補正予算の主な内容について申し上げま
す。

これをもって、提案

これから、議案第４３号平成２７年度足寄
町一般会計補正予算（第１４号）の件の質疑

２２６ページをお願いいたします。

を行います。

２２６ページ、収益的収入及び支出でござ

３０ページをお開きください。

いますが、支出では燃料費や委託料などにか

歳出から進めます。款で進めます。

かわる執行残の減額と、収入では入院収益と

第１款議会費、質疑はありませんか。

外来収益などの減額でございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

資本的収入及び支出につきましては、特に

○議長（吉田敏男君）

次に、３０ページか

説明すべき事項がございませんので、説明を

ら５２ページ、第２款総務費、質疑はござい

省略させていただきます。

ませんか。

２２２ページへお戻りください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

２２２ページ、第４条におきまして、企業

○議長（吉田敏男君）

債補正、変更１件をお願いしております。

次に参ります。

５４ページから６４ページ、第３款民生

以上で、議案第４３号平成２７年度足寄町

費、質疑はございませんか。

一般会計補正予算（第１４号）から議案第５

（「なし」と呼ぶ者あり）

２号平成２７年度足寄町国民健康保険病院事

○議長（吉田敏男君）

業会計補正予算（第２号）までの説明とさせ

ら７２ページ、第４款衛生費、質疑はござい

ていただきます。

ませんか。

次に、平成２７年度予算の専決処分につい
てのお願いでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

平成２７年度の財政収支につきましては、

次に、６６ページか

次、第５款労働費、

質疑はございませんか。

おおむね見通しを得てきておりますが、収入

（「なし」と呼ぶ者あり）

の一部について、未確定の項目がございま

○議長（吉田敏男君）

す。

ら８０ページ、第６款農林水産業費、質疑は

今後確定する項目は、地方譲与税、利子割

ございませんか。

交付金、特別交付税など、多項目にわたって
おります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これらの収入は、いずれも３月下旬にかけ
て確定されることとなっており、今回議決を

次に、７２ページか

次に参ります。

８０ページから８２ページ、第７款商工
費、質疑はございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

るかわかりませんけれども、その法人税を課

次に、８２ページか

税する基礎数字が少なくなったと。均等割の

ら９０ページ、第８款土木費、質疑はござい

部分が。それでこうなったと、減なのだとい

ませんか。

うことですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

第９款消防費、質疑

はございませんか。

○住民課長（沼田

答弁、住民課長。

聡君）

法人の個数につ

きましては、それぞれの資本額によって第１

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

号から第９号までに分類されるのですけれど

次にまいります。

も、２２５カ所の事業所体がございますけれ

９２ページから１０２ページ、第１０款教
育費、質疑はございませんか。

減少したということでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ども、その中の法人税額が当初見込みよりも

次に、１０４ペー

○議長（吉田敏男君）

８番高道君。

○８番（高道洋子君）

額が減少したという

ジ、第１１款災害復旧費、質疑はございませ

ことで、法人も２２５カ所に及ぶということ

んか。

で多いのですけれども、どういう分野が。法
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

人もいろいろあって、建設業なのか農業なの

次に、第１２款公債

費、質疑はございませんか。

収益が少ないのでそうなったのか、そこら辺

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

かどこか特化して低かったのか、押しなべて
が聞きたかったのです。

歳出総括ございませ

んか。

○議長（吉田敏男君）

暫時休憩をいたしま

す。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

次に参ります。

午前１０時４１分

休憩

午前１０時４７分

再開

１０ページにお戻りください。

○議長（吉田敏男君）

歳入に入ります。

再開をいたします。

款で進めます。

休憩を閉じ、会議を

住民課長、答弁。

第１款町税、質疑はございませんか。

○住民課長（沼田

８番高道君。

ただき申し訳ございません。

○８番（高道洋子君）

聡君）

大変お時間をい

町税の法人税のとこ

先ほどの法人税の減少の関係でございます

ろで１４４万円の減になっておりますけれど

けれども、あくまでも前年見込みの実績で予

も、ここはどういう種類のどういう内容なの

算当初の金額を出していたのですけれども、

か御説明をお願いします。どういう業種でど

法人税割が見込みより減少したということで

ういう原因でマイナスになったか。

ございます。

○議長（吉田敏男君）
○住民課長（沼田

答弁、住民課長。

聡君）

そしてあと、業種別の関係でございますけ

今、法人、町民

れども、業種別については大変申しわけあり

税の減収の関係でございますけれども、細か

ませんが、まだ分析統計的にできておりませ

い項目についての減収ということではなく、

んので、その点についてはちょっと回答でき

総体的にそれぞれの各法人の法人税割、均等

ないのでよろしくお願いしたいと思います。

割が減少しているということでございます。
以上です。

以上です。
○議長（吉田敏男君）

８番高道君。
当初の予算よりも見

○議長（吉田敏男君）

８番高道君。

○８番（高道洋子君）

○８番（高道洋子君）

法人がどのくらいあ

込みが現実的には少なかったという。
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心配したのは、この法人税の２２５人の方

暫時休憩をいたします。

がやっぱり税金というのは景気というかその
会社の所得の収入のよしあしを、一つにはバ

ここで、休憩１５分間。１１時１０分ス
タートといたします。

ロメーターでもあると思うので、そういうこ

午前１０時５３分

休憩

とでお聞きしたわけです。

午前１１時０６分

再開

わかりました。
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）
よろしいですか。

他に、町税、質疑はございませんか。

再開をいたします。
答弁どなたでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総務課長、答弁。

次にまいります。

第８款、国有提供施設等所在市町村助成交

○総務課長（大野雅司君）

不動産売払収入の１,８００万円の中身と

（「なし」と呼ぶ者あり）

いうことでございますが、こちらは下愛冠の

次にまいります。

１２ページ、第９款国地方特例交付金、質
疑はございませんか。
第１０款地方交付

払い、それらで１,５８６万３,０００円とな
りまして、差額となります額が２５０万円ほ

（「なし」と呼ぶ者あり）

どございますが、そちらは立木売払が補正予

第１２款分担金及び

負担金、質疑はございませんか。

算で計上いたしまして、経済課の立木売払収
入が入ってございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

１,２００万円で売り払いした件ですとか、
用地、あと旧銀河線の跡地の隣接社への売り

金、質疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

旧公営住宅の土地をソーラー発電の会社に約
開発への、これ金額少ないですけれども国道

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

大変お時間をい

ただきまして申しわけありませんでした。

付金、質疑はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

以上でございます。

次に、１２ページか

○議長（吉田敏男君）

１番熊澤君。

ら１６ページ、第１３款使用料及び手数料、

○１番（熊澤芳潔君）

質問の仕方が不備で

質疑はございませんか。

ございました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ありがとうございます。

１６ページから１８

ページ、第１４款国庫支出金、質疑はござい

○議長（吉田敏男君）

他に、財産収入、質疑はございませんか。

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

次、１８ページから

２２ページ、第１５款道支出金、質疑はござ

金、質疑はございませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

第１６款財産収入、

（「なし」と呼ぶ者あり）

１番熊澤君。

○議長（吉田敏男君）
１６款で不動産売払

収入とあるのですけれども、この中身につい

次に、２４ページか

ら２８ページ、第２０款諸収入、質疑はござ
いませんか。

てお聞きしたいと思います。
○議長（吉田敏男君）

第１８款繰入金、質

疑はございませんか。

質疑はございませんか。
○１番（熊澤芳潔君）

次に参ります。

２２ページから２４ページ、第１７款寄附

いませんか。
○議長（吉田敏男君）

よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
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第２１款町債、質疑

はございませんか。

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）

（「なし」と呼ぶ者あり）

歳入総括ございませ

んか。

○議長（吉田敏男君）

総括、ございません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、６ページにお

戻りください。

○議長（吉田敏男君）
ります。

第２表、繰越明許費補正、追加２件、変更
２件、質疑はございませんか。

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）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に参ります。

○議長（吉田敏男君）

第３表、地方債補正、変更２件、質疑はご
ざいませんか。

す。
これから、議案第４４号平成２７年度足寄

全体に対する総括ご

ざいませんか。

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４
号）の件を採決をいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

これで、討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

この表決は、起立によって行います。

これで、質疑を終わ

ります。

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。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第４４号平成２７年度足

討論なしと認めま

す。

寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
４号）の件は、原案のとおり可決されまし

これで、討論を終わります。

た。

これから、議案第４３号平成２７年度足寄
町一般会計補正予算（第１４号）の件を、採
決をします。

１３３ページをお開きください。
これから、議案第４５号平成２７年度足寄
町簡易水道特別会計補正予算（第３号）の件

この表決は、起立によって行います。

の質疑を行います。

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。

一括で行います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

１３８ページから１４１ページ、歳入歳出
質疑はございませんか。

全員の起立です。

したがって、議案第４３号平成２７年度足
寄町一般会計補正予算（第１４号）の件は、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
か。

原案のとおり可決されました。

（「なし」と呼ぶ者あり）

１０７ページをお開きください。

○議長（吉田敏男君）

これから、議案第４４号平成２７年度足寄

ります。

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４
号）の件の質疑を行います。

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。

１１４ページから１３１ページまで、歳入
歳出一括で行います。

総括、ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
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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４７号平成２７年度足寄

これから、議案第４５号平成２７年度足寄
町簡易水道特別会計補正予算（第３号）の件
を採決をします。

町介護保険特別会計補正予算（第５号）の件
の質疑を行います。
１６０ページから１７５ページ、歳入歳出

この表決は、起立によって行います。

一括で行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

質疑はございませんか。

の方は起立願います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

か。

したがって、議案第４５号平成２７年度足

（「なし」と呼ぶ者あり）

寄町簡易水道特別会計補正予算（第３号）の

○議長（吉田敏男君）

件は、原案のとおり可決されました。

ります。

１４３ページをお開きください。

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

これから、議案第４６号平成２７年度足寄

ませんか。

町公共下水道事業特別会計補正予算（第３
号）の件の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

１４８ページから１５３ページまで歳入歳
出一括で行います。

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４７号平成２７年度足寄

質疑はございませんか。

町介護保険特別会計補正予算（第５号）の件

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括ございません

を採決をします。

総括ございません

か。

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

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

の方は起立願います。

これで、質疑を終わ

ります。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

全員の起立です。

したがって、議案第４７号平成２７年度足
寄町介護保険特別会計補正予算（第５号）の

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

件は、原案のとおり可決されました。

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

１７７ページをお開きください。
これから、議案第４８号平成２７年度足寄

これから、議案第４６号平成２７年度足寄

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

業特別会計補正予算（第４号）の件の質疑を

号）の件を採決をします。

行います。

この表決は、起立によって行います。

１８２ページから１８５ページ、歳入歳出

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。

一括で行います。
質疑はございませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

全員の起立です。

したがって、議案第４６号平成２７年度足
寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第３
号）の件は、原案のとおり可決されました。

○議長（吉田敏男君）

１７８ページにお戻

りください。
第２表地方債補正、変更１件。質疑はござ
いませんか。

１５５ページをお開きください。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括ご

ざいませんか。

号）の件を採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

町介護サービス事業特別会計補正予算（第４
この表決は、起立によって行います。

これで、質疑を終わ

ります。

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。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第４９号平成２７年度足

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
４号）の件は、原案のとおり可決されまし

これから、議案第４８号平成２７年度足寄

た。

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

１９９ページをお開きください。

業特別会計補正予算（第４号）の件を採決を

これから、議案第５０号平成２７年度足寄

します。

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

この表決は、起立によって行います。

号）の件の質疑を行います。

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。

一括で行います。

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

２０４ページから２０７ページ、歳入歳出
質疑はございませんか。

全員の起立です。

したがって、議案第４８号平成２７年度足
寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）
か。

事業特別会計補正予算（第４号）の件は、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）

１８７ページをお開きください。

これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第４９号平成２７年度足寄
町介護サービス事業特別会計補正予算（第４

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

号）の件の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

１９２ページから１９７ページ、歳入歳出
一括で行います。

○議長（吉田敏男君）

討論なしと認めま

す。

質疑はございませんか。

これで、討論を終わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

総括ございません

これから、議案第５０号平成２７年度足寄

総括ございません

か。

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３
号）の件を採決をします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

この表決は、起立によって行います。

これで、質疑を終わ

ります。

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。

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○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５０号平成２７年度足

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３
号）の件は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第４９号平成２７年度足寄

２０９ページをお開きください。
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これから、議案第５１号平成２７年度足寄
町上水道事業会計補正予算（第５号）の件の

行います。
質疑はございませんか。

質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

２１６ページ、収益的収入及び支出一括で
行います。

○議長（吉田敏男君）

２９ページ、資本本的収入及び支出一括で行

質疑はございませんか。

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑はございませんか。

２１８ページ、資本

的収入及び支出一括で行います。

第４条

次に、２１０ページ

（「なし」と呼ぶ者あり）

予算第５条に定めた企業債の補

正、廃止１件、質疑はございませんか。

○議長（吉田敏男君）

全体に対する総括ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

全体に対する総括ご

ざいませんか。

○議長（吉田敏男君）

これで、質疑を終わ

ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

予算第５条中「企業債の補正」、

質疑はございませんか。

にお戻りください。

○議長（吉田敏男君）

２２２ページにお戻

りください。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

質疑はございませんか。

第４条

２２６ページから２

これから、討論を行います。討論はござい

これで、質疑を終わ

ませんか。

ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これから、討論を行います。討論はござい
ませんか。

○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。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

これから、議案第５２号平成２７年度足寄

討論なしと認めま

す。これで、討論を終わります。

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２
号）の件を採決をします。

これから、議案第５１号平成２７年度足寄
町上水道事業会計補正予算（第５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。

この表決は、起立によって行います。

（賛成者起立）

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。

全員の起立です。

したがって、議案第５２号平成２７年度足

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

全員の起立です。

したがって、議案第５１号平成２７年度足

２号）の件は、原案のとおり可決されまし
た。

寄町上水道事業会計補正予算（第５号）の件
は、原案のとおり可決されました。

◎

議案第５３号から議案第６２号まで

２２１ページをお開きください。

○議長（吉田敏男君）

日程第１１

議案第

これから、議案第５２号平成２７年度足寄

５３号平成２８年度足寄町一般会計予算の件

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２

から、日程第２０

号）の件の質疑を行います。

度足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで

２２６ページ、収益的収入及び支出一括で

議案第６２号平成２８年

の１０件を、一括議題といたします。
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本件について、提案理由の説明を求めま
す。
町長

６４ページ、第１４目企画振興費第８節報
償費におきまして、ふるさと納税謝礼といた

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

しまして１億円を計上をいたしました。
それでは、ただい

第１３節委託料におきまして、市街地コ

ま、議題となりました議案第５３号平成２８

ミュニティバス運行管理業務７９２万２,０

年度足寄町一般会計予算から議案第６２号平

００円、空き家等対策計画策定業務５９８万

成２８年度足寄町国民健康保険病院事業会計

４,０００円、公共施設等総合管理計画策定

予算まで、一括提案理由の説明を申し上げま

業務５６７万円などを計上をいたしました。

す。

６６ページをお願いいたします。

平成２８年度一般会計予算書１ページをお
願いをいたします。

６６ページ、第１９節負担金補助及び交付
金におきまして、住環境・店舗等整備補助金

議案第５３号平成２８年度足寄町一般会計
予算について御説明を申し上げます。

といたしまして４,０００万円を計上をいた
しました。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ
８９億４,７７９万４,０００円とするもので
ございます。

６８ページをお願いいたします。
６８ページ、足寄町地域公共交通活性化協
議会補助金３９２万１,０００円、まちづく

歳出の主な事項からご説明申し上げます。

り活動支援補助金１５０万円などを計上をい

５６ページをお願いいたします。

たしました。

５６ページ、第２款総務費第１項総務管理

第２５節積立金におきまして、ふるさと足

費、第７目庁舎管理費第１５節工事請負費に

寄応援基金積立金といたしまして２億円を計

おきまして、役場庁舎空調設備整備工事とい

上をいたしました。

たしまして１,９９１万６,０００円を計上を
いたしました。

第１５目行政情報管理費、第１３節委託料
におきまして、情報セキュリティ基本方針策

５８ページをお願いいたします。

定支援業務といたしまして３２４万円を計上

５８ページ、第８目財産管理費第１５節工

をいたしました。

事請負費におきまして、町有建物解体工事な

７０ページをお願いいたします。

ど合わせて２,９１９万４,０００円を計上を

７０ページ、第１４節使用料及び賃借料に

いたしました。

おきまして、クラウドシステム使用料といた

６０ページをお願いいたします。

しまして２,１４２万１,０００円を計上をい

６０ページ、第１７節公有財産購入費にお

たしました。

きまして、土地購入費といたしまして５,４

次に、７２ページをお願いいたします。

０４万８,０００円を計上をいたしました。

７２ページ、第１８目新エネルギー対策費

第９目車両管理費第１８節備品購入費にお

におきまして、地域資源活用事業といたしま

きまして、町有バスといたしまして２,３２

して、地域おこし協力隊の嘱託員報酬など合

９万８,０００円を計上をいたしました。

わせて５６４万１,０００円を計上をいたし

６２ページをお願いいたします。

ました。

６２ページ、第１３目自治振興費第１９節

７４ページをお願いいたします。

負担金補助及び交付金におきまして、自治会

７４ページ、第２０目銀河線跡地整備費、

運営交付金、自治会連合会補助金、花いっぱ

第１５節工事請負費におきまして、銀河線鉄

い運動補助金など合わせて８４８万７,００

道施設撤去工事といたしまして４１８万円を

０円を計上をいたしました。

計上をいたしました。

６４ページをお願いいたします。

８２ページをお願いいたします。
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８２ページ、第４項選挙費、第２目参議院

第２目予防費第１３節委託料におきまし

議員選挙費におきまして、報酬・職員手当、

て、予防接種管理システム導入業務といたし

自書式投票用紙読取分類機など参議院議員選

まして５４４万４,０００円を計上をいたし

挙における経費総額で１,４２４万９,０００

ました。

円を計上をいたしました。

１１６ページをお願いいたします。

８８ページをお願いいたします。

１１６ページ、第５目合併処理浄化槽事業

８８ページ、第３款民生費、第１項社会福

費におきまして、合併処理浄化槽設置整備事

祉費、第１目社会福祉総務費、第１９節負担

業補助金といたしまして、３７０万円を計上

金、補助及び交付金におきまして、足寄町社

をいたしました。

会福祉協議会補助金３,７６９万８,０００

１１８ページをお願いいたします。

円、障害者就労支援事業所建設補助金５０７

１１８ページ、第２項清掃費第２目じん芥

万６,０００円などを計上をいたしました。

処理費第１３節委託料におきまして、一般廃

第２０節扶助費におきまして、障害者介護

棄物収集運搬業務といたしまして５,０２６

給付費２億５,７２５万７,０００円、障害者

万９,０００円を計上いたしました。

自立支援医療費２,３１７万４,０００円、障

第１９節負担金、補助及び交付金におきま

害者地域生活支援給付費１,２１５万７,００

して、池北三町行政事務組合じん芥負担金と

０円などを計上をいたしました。

いたしまして１億１,８４１万３,０００円を

１００ページをお願いいたします。

計上をいたしました。

１００ページ、第３項児童福祉費第１目児

１２０ページをお願いいたします。

童福祉総務費第１９節負担金補助及び交付金

１２０ページ、第３目し尿処理費第１３節

におきまして、認定こども園どんぐり保護者

委託料におきまして、し尿収集運搬業務とい

負担金などの無償化事業補助金といたしまし

たしまして、１,２１９万３,０００円を計上

て合わせて３,２７２万円を計上いたしまし

いたしました。

た。

第１９節負担金補助及び交付金におきまし

第２０節扶助費におきまして、児童手当と

て、汚水処理施設共同整備事業負担金１,２

いたしまして８,９８３万５,０００円を計上

５８万７,０００円、十勝環境複合事務組合

いたしました。

し尿負担金１,６３４万円を計上いたしまし

１０８ページをお願いいたします。

た。

１０８ページ、第８目子育て支援費第８節

第４項病院費におきまして、国民健康保険

報償費におきまして、子育て応援出産祝金と

病院対策費といたしまして負担金、補助金、

いたしまして、７００万円を計上いたしまし

出資金、合せて４億９,８５０万８,０００円

た。

を計上をいたしました。

１１２ページをお願いいたします。

１２６ページをお願いいたします。

１１２ページ、第４款衛生費第１項保健衛

１２６ページから１３１ページまでの第６

生費第１目保健衛生総務費第１９節負担金、

款農林水産業費第１項農業費第３目農業振興

補助及び交付金におきまして、帯広厚生病院

費におきまして、農業担い手育成支援事業と

運営費補助金４０６万円、介護療養型老人保

いたしまして新規就農志向者営農指導交付

健施設経営安定資金補助金２,２６３万円を

金、青年就農給付金、新規就農者経営開始奨

計上いたしました。

励金、営農実習奨励金、農業後継者就農育成

第２１節貸付金におきまして、医師等修学

資金貸付金など合わせて２,６０７万８,００

資金貸付金といたしまして９６０万円を計上

０円、防衛施設周辺農業用施設設置事業とい

をいたしました。

たしまして補助金など２,６６０万４,０００
― 16―

円、６次産業化推進事業といたしまして地域

まして、２００万円を計上をいたしました。

おこし協力隊の報酬・旅費など合わせて７５

１４２ページをお願いします。

３万８,０００円、などを計上をいたしまし

１４２ページ、第１９節負担金補助及び交

た。

付金におきまして、民有林造林事業補助金

１３０ページをお願いします。

２,１６４万６,０００円、未来につなぐ森づ

１３０ページ、第４目畜産草地費第１９節

くり推進事業補助金８３３万５,０００円な

負担金補助及び交付金におきまして、足寄町

どを計上をいたしました。

家畜伝染病自衛防疫対策協議会負担金といた

第３目町有林管理費におきまして、１４５

しまして４００万円、家畜伝染病予防対策補

ページにかけて、森林整備事業といたしまし

助金４０２万円をそれぞれ計上をいたしまし

て、下刈り、準備地ごしらえ等の手数料など

た。

合わせて３,３３１万５,０００円を計上をい

１３２ページをお願いをします。

たしました。

１３２ページ、第５目農地費第１９節負担

１４４ページをお願いいたします。

金補助及び交付金におきまして、道営草地畜

１４４ページ、第４目水源林造林事業費に

産基盤整備事業負担金といたしまして１,７

おきまして、水源林造林事業といたしまし

５０万円を計上いたしました。

て、下刈り、地ごしらえ等の手数料など合わ

次に、１３４ページをお願いします。

せて２,６６０万１,０００円を計上をいたし

１３４ページ、第７目営農用水道等費第１

ました。

５節工事請負費におきまして、奥足寄簡易給

１４６ページをお願いいたします。

水施設改築工事２,８２９万６,０００円な

１４６ページ、第７款商工費第１項商工費

ど、合わせて５,２０７万４,０００円を計上

第１目商工振興費第１９節負担金補助及び交

をいたしました。

付金におきまして、足寄町商工会補助金１,

１３６ページをお願いします。

９７８万８,０００円、中小企業特別融資保

１３６ページ、第８目町民センター運営費

証料３７６万３,０００円、産業振興事業補

第１３節委託料におきまして、町民センター

助金４００万円などを計上をいたしました。

改修事業実施設計業務といたしまして２,０

第２１節貸付金におきまして、中小企業特

９６万１,０００円を計上をいたしました。

別融資貸付金といたしまして１億８,０００

１３８ページをお願いします。

万円を計上をいたしました。

１３８ページ、第１０目多面的機能発揮促

１５０ページをお願いいたします。

進事業費第１９節負担金補助及び交付金にお

１５０ページ、第３目観光費第１９節負担

きまして、中山間地域等直接支払交付金２億

金補助及び交付金におきまして、足寄ふるさ

２５９万３,０００円、多面的機能支払交付

と盆踊り・両国花火大会実行委員会等補助金

金４,７１２万９,０００円、環境保全型農業

５０８万円、あしょろ観光協会補助金９５０

直接支払交付金４３６万円をそれぞれ計上を

万円を計上をいたしました。

いたしました。

１５２ページをお願いいたします。

１４０ページをお願いします。

１５２ページ、第８款土木費第１項土木管

１４０ページ、第２項林業費第１目林業振

理費第２目地籍調査費におきまして、地籍測

興費第８節報償費におきまして、有害鳥獣駆

量業務委託料など地籍調査事業といたしまし

除報償金といたしまして１,０９４万５,００

て７,６１２万２,０００円を計上をいたしま

０円を計上をいたしました。

した。

第１７節公有財産購入費におきまして、森
林公有化整備事業に伴う土地購入費といたし

１５４ページをお願いいたします。
第２項道路橋梁費第１目道路維持費第１５
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節工事請負費におきまして、町道舗装補修工

１６６ページをお願いいたします。

事、応急補修工事といたしまして合わせて

１６６ページ、第５項住宅費第１目住宅管

６,８２０万８,０００円を計上をいたしまし

理費第１５節工事請負費におきまして、下愛

た。

冠団地屋根外壁塗装工事など、合わせて３,

１５６ページをお願いいたします。

６ ０ ６ 万３ ,０ ００ 円 を計 上 をい た しま し

１５６ページ、第２目道路管理費第１５節

た。

工事請負費におきまして、防犯灯整備工事と

１６８ページをお願いいたします。

いたしまして５,４０５万円を計上いたしま

１６８ページ、第２目住宅建設費第１５節

した。

工事請負費におきまして、（仮称）はるにれ

第３目土木車両管理費第１８節備品購入費
におきまして、除雪トラックといたしまして
１ 億 ５３ 万 ５,００ ０ 円を 計 上い た しま し
た。

団地新築工事など、合わせて２億３,５３５
万４,０００円を計上をいたしました。
１６８ページから１７３ページにかけまし
て、第９款消防費第１項消防費第１目消防費

１５８ページをお願いいたします。

におきまして、常備消防管理経費といたしま

１５８ページ、第４目臨時地方道整備事業

して２億３,２１５万９,０００円、非常備消

費第１５節工事請負費におきまして、栄町２

防管理経費といたしまして４,１２２万９,０

丁目川沿通外４路線整備工事など合わせて

００円を計上をいたしました。

５,７８６万８,０００円を計上をいたしまし

１７６ページをお願いいたします。

た。

１７６ページ、第１０款教育費第１項教育

第５目道路新設改良費第１３節委託料にお

総務費第２目事務局費第１３節委託料におき

きまして、橋梁長寿命化修繕調査設計業務と

まして、足寄町学習塾管理運営業務といたし

いたしまして２,８００万円を計上いたしま

まして２,９９１万６,０００円を計上をいた

した。

しました。

第１５節工事請負費におきまして、橋梁長

第１９節負担金補助及び交付金におきまし

寿命化修繕工事など合わせて７,６６７万３,

て、足寄高等学校振興会補助金５８０万７,

０００円を計上いたしました。

０００円、足寄高等学校通学費等補助金１,

第１９節負担金補助及び交付金におきまし

４７９万円、足寄高校生海外研修派遣事業実

て、橋梁定期点検業務負担金といたしまして

行委員会補助金２,２４３万２,０００円など

４,６０１万１,０００円を計上をいたしまし

を計上いたしました。

た。

１７８ページをお願いをいたします。

１６０ページをお願いいたします。

１７８ページ、第４目スクールバス管理費

１６０ページ、豊栄橋架換事業北海道負担

第１８節備品購入費におきまして、スクール

金といたしまして８,８４３万１,０００円を

バスといたしまして１,６９７万８,０００円

計上いたしました。

を計上いたしました。

１６４ページをお願いいたします。

１８４ページをお願いいたします。

１６４ページ、第５目公園事業費第１３節

１８４ページ、第２項小学校費第３目学校

委託料におきまして、里見が丘公園整備実施

建設費第１３節委託料におきまして、足寄小

設計業務といたしまして２,６０３万８,００

学校大規模改修工事実施設計業務といたしま

０円を計上いたしました。

して９８７万３,０００円を計上いたしまし

第１５節工事請負費におきまして、里見が

た。

丘公園整備工事といたしまして１億５００万

１８８ページをお願いいたします。

円を計上をいたしました。

１８８ページ、第３項中学校費第３目学校
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建設費第１５節工事請負費におきまして、足
寄中学校教員住宅改修工事といたしまして６
９４万５,０００円を計上いたしました。

以上で歳出を終わり、次に、歳入について
御説明を申し上げます。
１０ページへお戻りください。

１９２ページをお願いいたします。

１０ページ、第１款町税におきまして、個

１９２ページ、第４項社会教育費第５目博

人町民税といたしまして前年度対比約５.２

物館運営費におきまして、博物館施設管理運

％増の２億９,３４３万９,０００円を計上い

営業務といたしまして４,１０４万円を計上

たしました。

いたしました。

法人町民税におきましては、前年度対比約

１９８ページをお願いをいたします。

１３.５％増の５,８９５万円を計上いたしま

１９８ページ、第５項保健体育費第１目保

した。

健体育総務費第１５節工事請負費におきまし

固定資産税におきましては、前年度対比約

て、野球場内野グラウンド整備工事といたし

２.５％増の３億８,２６９万６,０００円を

まして１,５４３万４,０００円を計上いたし

計上いたしました。

ました。

軽自動車税におきましては、前年度対比約

２００ページをお願いいたします。

２８.５％増の１,８５４万８,０００円を計

２００ページ、第２目総合体育館運営費、

上いたしました。

第１８節備品購入費におきまして、トレーニ

その他の町税につきましては、おおむね前

ング機器一式といたしまして５０７万６,０

年度当初予算程度を計上いたしております。

００円を計上をいたしました。

１２ページをお願いいたします。

２０６ページをお願いいたします。

１２ページ、第２款地方譲与税におきまし

２０６ページ、第５目学校給食費第１９節

て、自動車重量譲与税１億１３８万４,００

負担金補助及び交付金におきまして、学校給

０円、地方揮発油譲与税３,９３７万１,００

食費無償化事業補助金といたしまして２,３

０円を計上をいたしました。

２０万９,０００円を計上いたしました。

１４ページをお願いいたします。

２０８ページをお願いいたします。

１４ページ、第６款地方消費税交付金にお

２０８ページ、第１２款公債費第１項公債
費第１目元金におきまして、長期債償還元金
１０億３,９０２万９,０００円を計上いたし
ました。

きまして、１億４,１３９万２,０００円を計
上いたしました。
第７款自動車取得税交付金におきまして、
１,９６９万４,０００円を計上をいたしまし

２１０ページをお願いいたします。

た。

２１０ページ、第２目利子におきまして、
長期債等利子１億１,５０６万９,０００円を
計上いたしました。

１６ページをお願いいたします。
１６ページ、第１０款地方交付税の普通地
方交付税におきましては、前年度対比約１.

次に、２１０ページから２１２ページとな

１％増の３８億９,７５５万３,０００円を、

りますが、第１３款職員費におきまして、特

特別地方交付税につきましては、前年度対比

別職２名、教育長、一般職１４０名、準職員

約４.４％増の３億３,９３５万２,０００円

１９名の給与賃金等の人件費にかかわる費用

を計上をいたしました。

全てを計上させていただきました。

１８ページから２１ページの、第１３款使

人件費の詳細につきましては、２２２ペー

用料及び手数料につきましては、おおむね前

ジから２２５ページに科目別の内訳を添付し

年度並みの１億５,５９６万５,０００円を計

ておりますので、参考にしていただきたいと

上をいたしました。

いうふうに思います。

次に、２２ページから３１ページの第１４
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款国庫支出金及び第１５款道支出金につきま

○町長（安久津勝彦君）

しては、事務事業等にかかわります補助金、

特別会計について御説明申し上げます。

交付金等を計上をしております。

引き続き、次に、

別冊の特別会計予算書の１ページをお願い

３２ページをお願いをいたします。

いたします。

３２ページ、第１７款寄附金におきまし
て、ふるさと納税寄附金といたしまして２億
円を計上をいたしました。

それでは、御説明申し上げます。
議案第５４号平成２８年度足寄町国民健康
保険事業特別会計予算について御説明を申し

３４ページをお願いいたします。

上げます。

３４ページ、第１８款繰入金第１項基金繰

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

入金におきまして、財政調整基金繰入金、ふ

１１億５,７９２万４,０００円とするもので

るさと足寄応援基金繰入金など合わせて５億

ございます。

８,８１４万円を計上いたしました。

１８ページをお願いいたします。

３８ページをお願いいたします。

１８ページから３５ページの歳出でござい

３８ページ、第２０款諸収入第５項雑入、

ますが、第２款保険給付費６億４,４８９万

第４目水源林造林事業収入といたしまして、

８,０００円、第３款において後期高齢者支

２,７４５万９,０００円を計上をいたしまし

援金等１億１,９２９万４,０００円、第７款

た。

共同事業拠出金３億１,１４５万７,０００円

４２ページをお願いいたします。

などを計上をいたしております。

４２ページ、第２１款町債といたしまし
て、総額８億３７１万９,０００円を計上い
たしました。

次に、８ページにお戻りください。
８ページから１７ページまでの歳入につい
てでございますが、第１款国民健康保険税と

以上で、歳入を終わらせていただいて、次
に６ページへお戻りください。

いたしまして２億１,３８６万７,０００円、
第２款国庫支出金２億２,６６３万１,０００

６ページ、第２表で債務負担行為１件、ま

円、第４款前期高齢者交付金として２億４,

た、第３表で地方債３件をお願いをいたして

５０６万１,０００円、第６款共同事業交付

おります。

金として３億１８４万７,０００円などを計

１ページへお戻りください。

上をいたしました。

１ページ、第４条において、一時借入金の
借入れの最高額を１５億円と定めるものでご
ざいます。

１ページ、第２条におきまして、一時借入
金の借入れ最高額を５,０００万円と定める

以上で、平成２８年度足寄町一般会計予算
の説明を終わります。
○議長（吉田敏男君）

ものでございます。
次に、３７ページをお願いします。

ちょっと、町長、時

間ですから、これで。午後からにします。
時間となりましたので、昼食のため１時ま
で休憩といたします。

３７ページ、議案第５５号平成２８年度足
寄町簡易水道特別会計予算について御説明を
申し上げます。
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

午前１１時５８分

休憩

８,７２４万５,０００円とするものでござい

午後

再開

ます。

○議長（吉田敏男君）

１時００分

休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

４６ページをお願いします。
４６ページから５１ページまでの歳出でご

午前に引き続き、提案理由の説明をお願い
をいたします。

１ページにお戻りください。

ざいますが、職員給与などの人件費及び施設
管理経費並びに水道工事費等を計上をいたし
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ております。

次に、９８ページ。

４４ページへお戻りください。

９８ページから１０３ページの歳入につき

歳入につきましては、事業収入、一般会計
繰入金などを計上をいたしました。

ましては、介護保険料、国庫支出金、支払基
金交付金、一般会計繰入金等を計上をいたし

次に、４０ページをお願いします。

ております。

４０ページ、第２表において地方債１件を
お願いをしております。

次に、１２７ページをお願いをします。
１２７ページ、議案第５８号平成２８年度

次に、６１ページをお願いをいたします。

足寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整

６１ページ、議案第５６号平成２８年度足

理事業特別会計予算について御説明を申し上

寄町公共下水道事業特別会計予算について御
説明を申し上げます。

げます。
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ
５億１,７０７万２,０００円とするものでご
ざいます。

１億１,０９９万８,０００円とするものでご
ざいます。
歳出から御説明を申し上げます。

７２ページをお願いをいたします。

１３６ページをお願いをします。

７２ページから８１ページの歳出でござい

１３６ページ、第２款事業費第１３節委託

ますが、第１款総務費におきまして処理場管

料におきまして、区画整理登記業務といたし

理経費等を、第２款事業費におきまして職員

まして１,５６１万７,０００円を計上をいた

給与等人件費、下水道管渠実施調査設計業

しました。

務・下水終末処理場電気機械設備更新業務の

１３８ページをお願いをいたします。

委託料、管渠新設工事費等を計上をいたして

１３８ページ、換地計画策定準備業務とい

おります。

たしまして４,３６０万円を計上いたしまし

次に、６８ページにお戻りください。

た。

６８ページから７１ページの歳入につきま

次に、歳入について申し上げます。

しては、公共下水道使用料、国庫支出金、一

１３４ページをお願いいたします。

般会計繰入金、町債などを計上をいたしまし

１３４ページの歳入につきましては、保留

た。

地処分金、一般会計繰入金等を計上をいたし

次に、６４ページをお願いをいたします。

ました。

６４ページ、第２表で債務負担行為３件、
また、第３表で地方債１件をお願いをしてお
ります。

次に、１４３ページをお願いをいたしま
す。
１４３ページ、議案第５９号平成２８年度

次に、９１ページをお願いをします。

足寄町介護サービス事業特別会計予算につい

９１ページ、議案第５７号平成２８年度足

て御説明を申し上げます。

寄町介護保険特別会計予算について御説明を
申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ
２億８,５３０万６,０００円とするものでご

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

ざいます。

８億８,６３３万９,０００円とするものでご

１５４ページをお願いをいたします。

ざいます。

１５４ページから１５９ページまでの歳出

１０４ページをお願いをいたします。

でございますが、職員給与等人件費及び施設

１０４ページから１２３ページの歳出につ

の管理運営費等を計上をいたしました。

きましては、総務費、保険給付費、地域支援

１５０ページをお願いをいたします。

事業費などを計上をいたしております。

１５０ページから１５３ページまでの歳入
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につきましては、サービス事業収入、一般会
計繰入金等を計上をいたしております。

説明をいたします。
収益的収入及び支出の予定額につきまして

次に、１６９ページをお願いをいたしま
す。

は１３億１,４９４万２,０００円とするもの
でございまして、内容につきましては、経常

１６９ページ、議案第６０号平成２８年度
足寄町後期高齢者医療特別会計予算について
御説明申し上げます。

的収入と人件費及び管理費用等でございま
す。
資本的収入及び支出につきましては、企業

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

債、一般会計出資金、国保直診施設整備費調

１億１,０３１万２,０００円とするものでご

整交付金などの収入と、支出は器械・備品購

ざいます。

入費、冷温水発生装置取替工事に伴う工事請

１８０ページをお願いをいたします。

負費及び企業債償還金が主なものでございま

１８０ページから１８３ページまでの歳出

す。

につきましては、後期高齢者医療広域連合納

２ページをお願いをいたします。

付金等を計上をいたしております。

２ページにおきまして、企業債２件、一時

次に、１７６ページをお願いをいたしま
す。

借入金の限度額といたしまして１億円をお願
いをいたしております。

１７６ページから１７９ページまでの歳入
につきましては、後期高齢者医療保険料、保

なお、各科目の予算額等の説明について
は、省略をさせていただきます。

険基盤安定繰入金等を計上をいたしました。

以上で、議案第５３号平成２８年度足寄町

次に、企業会計について御説明を申し上げ

一般会計予算から、議案第６２号平成２８年

ます。

度足寄町国民健康保険病院事業会計予算まで

別冊の予算書つづりをお願いをいたしま
す。

一括提案理由の説明とさせていただきます。
御審議のほどをよろしくお願いを申し上げ

議案第６１号平成２８年度足寄町上水道事
業会計予算について御説明を申し上げます。
業務の予定量につきましては、予算書の１
ページに記載のとおりでございます。

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。
お諮りをいたします。

収益的収入及び支出の予定額につきまして

本件につきましては、議長を除く１２人の

は１億５,６０６万４,０００円とするもので

委員で構成する予算審査特別委員会を設置

ございまして、内容は経常的収入と人件費及

し、これに付託して会期中の休憩中に審査す

び管理費用でございます。

ることにしたいと思います。

資本的収入及び支出につきましては、収入

これに御異議ございませんか。

は企業債及び工事負担金、支出は建設改良費
と企業債償還金であります。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

２ページをお願いをいたします。

異議なしと認めま

す。

２ページで、企業債１件、一時借入金の限

よって、本件については、議長を除く１２

度額といたしまして４,０００万円をお願い

人の委員で構成する予算審査特別委員会を設

いをいたしております。

置し、これに付託して会期中の休憩中に審査

なお、各科目の予算額等の説明について
は、省略をさせていただきます。

することに決定をいたしました。
ここで、暫時休憩いたします。

次に、議案第６２号平成２８年度足寄町国
民健康保険病院事業会計予算につきまして御

休憩中に特別委員会を開いて正副委員長の
互選をお願いをいたします。
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午後

１時１５分

休憩

午後

１時１９分

再開

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開いたします。
◎諸般の報告
○議長（吉田敏男君）

諸般の報告を行いま

す。
予算審査特別委員会の正副委員長の互選が
行われ、その結果の報告が議長の手元にまい
りましたので報告をいたします。
委員長に高道洋子君、副委員長に髙橋秀樹
君。
以上のとおりです。
ここで、暫時休憩をいたします。
休憩中に予算審査特別委員会の開催をお願
いをいたします。
午後

１時２０分

休憩

午後

３時５３分

再開

○議長（吉田敏男君）

休憩を閉じ、会議を

再開いたします。
◎延会の宣告
○議長（吉田敏男君）

お諮りをいたしま

す。
本日は、これで延会をしたいと思います。
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、本日はこれで延会することに
決定をいたしました。
本日は、これで延会といたします。
次回の会議は、３月１６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。
午後

３時５５分

延会
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