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平成２９年第３回今金町議会定例会 第１号

平成２９年９月２６日（火）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 会期の決定について

３ 諸般の報告

４ 行政報告

５ 一般質問

６ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について

７ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について

８ 議案第 １号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

９ 議案第 ２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

１０ 議案第 ３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

１１ 議案第 ４号 平成２９年度今金町一般会計補正予算（第６号）について

１２ 議案第 ５号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

（第２号）について

１３ 議案第 ６号 平成２９年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について

１４ 議案第 ７号 平成２９年度今金町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて

１５ 議案第 ８号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算

（第２号）について

１６ 議案第 ９号 平成２９年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について

１７ 認定第 １号 平成２８年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について

１８ 認定第 ２号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算認定について

１９ 認定第 ３号 平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

２０ 認定第 ４号 平成２８年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

２１ 認定第 ５号 平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算

認定について

２２ 認定第 ６号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出

決算認定について

２３ 認定第 ７号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定
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について

２４ 認定第 ８号 平成２８年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について

２５ 議員の派遣について

２６ 意見案第１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書
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開会 午前１０時００分

◎開会の宣告

〇議長（村瀬 広君） ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しておりますの

で、本日をもって招集されました平成２９年第３回今金町議会定例会を開会いたし

ます。

◎開議の宣告

〇議長（村瀬 広君） これより、本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（村瀬 広君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の署名議員は、徳田君、日置君を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から２７日までの２日間といたしたいのでありますが、

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、以上のとおりと決定いたします。

◎日程第３ 諸般の報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、諸般の報告を行います。

会務報告、例月出納検査結果報告、平成２８年度財政健全化判断比率及び資金不

足比率の報告、平成２９年度公の施設の指定管理者監査結果報告、平成２９年度随

時監査結果報告、請願の例により処理する必要がないと認める陳情については、別

紙配付のとおりであります。

さらに、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、社会福祉法人今金福祉

会から平成２８年度事業報告書が提出されておりますので、別紙のとおり配付いた

します。

以上で、諸般の報告を終わります。

◎日程第４ 行政報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、行政報告を行います。

町長より行政報告があります。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政報告朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、行政報告を終わります。
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◎日程第５ 一般質問

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、これより一般質問を行います。

日置君の発言を許します。

日置君。

○７番（日置紳一君） おはようございます。

農作物の獣害対策をということで、町長にお伺いをいたします。

近年、クマやシカによる農作物の被害が増大しています。猟友会の皆さんには、

おりの設置や出没地域の巡回など、積極的な捕獲活動に対して敬意を表するところ

ですが、被害を未然に防ぎとめるには至っていないのが現状です。

被害に遭われた農家の方々は、被害拡大は農業経営にとって大きな打撃であるた

め、来年に向けてソーラー電池による電気牧柵の設置を考えているようですが、広

大な農地に設置するとなれば、かかる経費も相当な金額になると思われます。

農業が基幹産業の今金町として、拡大する獣害対策の観点から、これらの設備に

対して助成を考えるべきと思いますが、町長の所見をお伺いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 日置君の一般質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 日置議員の一般質問にお答えをいたします。

鳥獣被害対策の基本方針としては、今金町鳥獣被害防止計画が策定されており、

対象とする鳥獣は、ヒグマ、エゾシカ、キツネ、タヌキ、カラス、カモメ類として

整理しております。

本町における鳥獣被害は、ヒグマとエゾシカによるものが主であり、特に農作物

の被害については、町が確認したもので、平成２７年度は０．６５ヘクタール、被

害額５２万５，０００円、平成２８年度は１．１５ヘクタール、被害額は６１万円

と見込んでいますが、実際にはさらに多くの被害があるものと思っております。

近年の捕獲状況は、平成２７年度にヒグマ１２頭ですが、エゾシカの捕獲実績は

なく、平成２８年度はヒグマ１１頭とエゾシカ６頭を捕獲しています。本年度にお

いては、９月１２日現在でヒグマ６頭、エゾシカ４頭が捕獲されております。

現在、箱わなは７カ所に設置していますが、今年の傾向としては、箱わなに対す

るヒグマの警戒心が強くなっているようで、これまでの捕獲は３頭と少なく、近隣

町においても同様の傾向にあるように伺っております。

エゾシカについては、動きが素早く夜行性で警戒心も強いことから、目撃数は多

いものの猟友クラブの対応は困難をきわめており、被害の拡大が危惧されていると

ころであります。

具体的な対応としては、目撃通報に基づき、人や農作物に被害が及ぶと判断され

る場合、猟友クラブに巡回を依頼し、状況に応じて箱わなの設置などで駆除してい

ます。ハンターも少なくなってきているところであり、負担軽減も含めて、免許資

格取得や更新、登録等に支援を行うなど養成に向けた対応をしております。
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議員の質問であります、圃場への侵入防止対策としての電気牧柵の設置につきま

しては、捕獲駆除の手が足りない現状を補う方法として効果があるとの情報も伺っ

ており、農作物の被害防止には有効な手法であると思います。

しかし、課題となることも考えられます。

一つには、圃場の外周を囲むため、圃場への自由な出入りが制限されることから、

農作業効率の面で不便になること。

二つには、特定の圃場で被害を防いでも、近隣や他の圃場へ有害鳥獣を向かわせ

てしまうことが考えられることから、設置に当たっては、近隣圃場や地域の理解が

必要となること。

三つには、設置面積や場所及び設置の手間もかかり、さまざまなこと等について

整理することが必要であると考えております。

次に、電気牧柵の設置費用につきましては、価格幅はありますが、例えば電源を

ソーラーパネル式にして、外周１，０００メートル、面積約６．２５ヘクタールの

圃場を囲むモデルとした場合、本体設置、支柱、三段ワイヤーのほか附属部品も含

め、設備一式３０万円強の金額で購入できるということであります。このことから、

複数年使用するということを想定すれば、個人で購入していただける範囲のものと

も受け取ることができます。

行政支援の基本は、自己負担として対応できない事案であり、かつ、行政支援の

妥当性を担保できることであります。これまでに行ってきている台風災害等対応の

枠に入れるのか、鳥獣被害防止策として別枠で制度をつくるのか、さらには、事業

対象とする内容、規模や金額の基準をどのようにするのかといった検討が必要であ

ります。

これまでの災害支援では、対象事業費が５０万円以上、補助率３０％という基準

を持ち対応してきた経過があり、要因が異なるとはいえ、被害への対応、対策とい

う同様の意味合いを踏まえますと、この経過を踏襲することが妥当と考えておりま

すし、鳥獣被害の現状から見ても、この考え方を変えることには至らないものと判

断しております。

なお、本件につきましては、対策としては重要案件でありますことから、今金町

鳥獣被害防止対策協議会などを通じて関係機関へも情報提供を行い、今後の対策の

参考としてまいります。

〇議長（村瀬 広君） 日置君の再質問を許します。

日置君。

○７番（日置紳一君） この答弁の中に、平成２７年度と２８年度の被害面積と被害

額が載っていますが、私が農家の方から聞いた数字と大きくかけ離れております。

多分共済に出された方の数字を把握しているんだと思いますが、１割程度の被害で

は共済の対象になりませんので、被害に遭った方のほとんどの人が共済には出して

いないと思われます。

実態に近い数字を把握していないのであれば、具体的な数字を載せるべきではな
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いと思いますし、後にその数字を追求されたときのために、保険をかけておくよう

な文章を書き入れるのはいかがなものかなと私は思います。その部分というのは、

「さらに多くの被害があるものと思っています」という部分です。そういうふうに

思うのであれば、しっかりと調査をして、確実な数字を出すべきだと私は思います。

それに牧柵の設置に向けて三つの課題をあげておられますが、１番と３番目につ

いては、この設置を考えておられる方にとっては、これは百も承知の話です。大儀

だなと言っているのであれば、こんな話はまずしないと思います。

そして、２番目についてですけれども、牧柵をしようとしまいが、クマやシカと

いうのはそのそばの畑を荒らします。これは間違いありません。仮に設置したこと

で隣の畑に行って荒らしたと言われても、それは本人にどんな責任があるのでしょ

うか。このことは農家個々の問題であって、町が答弁の中で課題として取り上げる

ことではないと私は思います。これはとりようによっては、助成をしないための口

実ともとられかねません。

次に、設置費用について書かれていますが、今年も被害に遭われて我慢できず牧

柵を設置された方が１名おられます。その方から聞いた数字だと思いますので、間

違いはないと思いますが、ソーラー１基で１キロの電線をカバーできますので、シ

カにも対応するため電線を３段張った場合、最大の数字だと思います。しかし、小

さな畑であってもソーラー電柱は１基必要になりますので、どんなに狭い畑でも約

１０万円ほどかかると思います。それが筆数がたくさんある方にとっては、それな

りの金額になるというふうに思われます。

また、獣害をどのくくりにするかということもかかわってきますが、自然災害は、

最近でこそ頻繁に被害が発生していますが、一般的には数年に一度の被害というこ

とで、それも被害に遭われる方は同じ人ばかりではありません。しかし、この獣害

被害については、毎年同じ人の同じ畑が被害に遭うという状況です。そういうわけ

で、全くこれは別の時限の話だと私は思っています。被害に遭われた方に、何の落

ち度もありません。毎年のように減収された上に、その対策として牧柵を設置する

ことになれば、さらに余計なお金がかかることになります。これは全く私は理不尽

な話だと思います。

被害に遭われた方に寄り添って応援をしてあげることが、私は行政の大事な務め

だと思いますので、来年に向けてしっかりと被害の実態調査と牧柵の設置に対する

意向調査を行っていただき、助成すべきかどうかを検討していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 何点かの再質問をいただきました。

基本的には、被害の数字は農協を通じていただいた資料でありまして、個々の農

家に対しての取り扱い等についてはしていなかったわけであります。議員がおっし

ゃるとおり、きちっとした報告をしていただくということが、一つの基本ベースに

なるのかなと。町がどうでしたかという形よりも、そういう協同組合という指導機
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関等々あるわけでありますから、被害が出たところはきちっと被害報告をして、そ

の対策をどう打つかということが、非常に私は重要な役割ではないかなと思ってい

ます。

先ほど言ったように、このようなことでは済まないと。私も職員を通じていろい

ろ調べた結果、このような金額でちょっとびっくりしていますけれども、もっとも

っと大変な状況にあるのかなと思っていました。

ただ、なかなかよく町長方とも話すんですけれども、被害の額の算定というのは

難しいと。植えつけの段階と中間と、刈り取りのぎりぎりまでした段階で、どうい

う数字で示すかというのは非常に難しんだという話は聞いておりますけれども、い

ずれにいたしましても、今後きちっと農家の方々にも被害については報告をしてい

ただくなり、町と農協もきちっと被害の実態調査にこれからも努めていきたいと思

っていました。

牧柵を含めてでありますけれども、私は基本的には支援をしないとか何とかとい

うことは全く考えていません。申し上げましたように、今金町も鳥獣被害防止対策

の計画を持っているわけでありますから、計画というのは防止計画でありますから、

これについてどう向かうかというのは、非常に重要なわけであります。そのために

は、議員の質問をいただきましたので、この精査をしなきゃいけないと。この間、

この問題についてはいろいろ問題、課題もあったことで、なかなか踏み込めない要

素も当然あったわけでありますけれども、はっきり言って声もなかったことは確か

であります。いままで設置についての声、自賄いでやっていただいているという状

況があったので、２８年度からこの防止対策計画をつくっているわけでありますけ

れども、今後に向けて、その実現にはきちっと進めさせていただきたいなと思って

いました。

もう一点は、規模でありますけれども、先ほど出たモデルケースでありますけれ

ども、これはこれとしてそれなりの必要性を感じて行うものもあるだろうと。ただ、

重要なのは、私はここで言いたいのは、やはり決してそういう感情的なものはない

わけではないわけでありますけれども、きちっとそのことについては地域の課題と

して取り上げていくと。個人で果たしていいのかどうかと、地域全体でも考えてい

く必要があるのではないかと。そういうことをしていかなければ、生態系というの

は、当然あるわけでありますから、いろんな事例を聞いておりますけれども、一回

そこに、網にかかりましたら、二度とそこには来ないという話を聞いております。

必ず別なところに、避けて別なルートを探すという話をいろいろな方から聞いてい

るわけでありまして、そういう意味では、本当に防止効果、抑止効果というのは、

私は非常に高いものがあるのかなと思っていました。そういうことを含めて、さま

ざまな内容。

あと、取り組みの手法については、これもさまざまな事例を持っていますけれど

も、町と農協とが協力をして、用意をして、それを貸し出しする方法。振興局もも

う既に持っておりますけれども、そういう貸し出しする方法でやってみるという形
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の方法。あるいは、協議会の中で準備をして、それを貸し出しする方法だとか、さ

まざまな手法があります。個人で求める方については、個人で求める方法。それも

補助もさまざまであります。もう全道いろんなところを調べておりますけれども、

さまざまでありまして、２分の１であったり、生産者が２分の１で町と農協が４分

の１出すだとか、さまざまな支援の手法があるわけでありますけれども、いずれに

いたしましても、やらなきゃいけない。私は被害はないと、被害対策ではなくて、

防止対策として当然考えていかなきゃいけない重要な事案でないかなと思っており

ます。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 前向きに答弁しておられましたけれども、それこそ、先ほど

も言わせてもらいましたけれども、おりだとかライフルで撃つとかっていう場合は、

もうそのときにはかなり被害が発生しています。やはり毎年その被害に遭って、仮

に２割程度の共済にかけた場合には、やはり引き受け対象も下がってきますので、

何年ももらえるということになっていかないわけです。やはり所得が減っていくと

いうことが、何よりこれは農家にとっては大変なことなんですけれども、このクマ

というのが、だれの責任だということですよね。全くその人方には落ち度はないわ

けですから、やはりこれは行政も真剣になって考えてもらいたいし、とにかくここ

に対策の参考としてと書かれていますけれども、ぜひ前向きに検討したいというこ

とで返事をいただきたいなと。お願いします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 答弁書にも書いておりますように、被害防止計画をつくって

いる。それは対策協議会をつくっている。これは実は箱わなを整備するときに、そ

ういう計画を持たなきゃいけないということからつくった計画であるわけでありま

して、その構成団体としては、町と農協と森林組合と猟友クラブと渡島森林管理所、

国の機関、道の機関も入っての組織であるわけでありまして、一応計画は、先ほど

言ったように２８年、２９年、３０年までの計画でありますけれども、そんなのは

関係なくして、必要性があるとすれば、大至急に検討のまないたに入っていかなき

ゃいけないのかなと。

いま手法はいろいろあります。個人の対応の手法と、あるいは地域で全体やるの

か。協議会、農協なりどこかに持っていただいて、町は支援しますけれどもね、持

っていただいて、それを貸し出しする方法でいくのかと。

ただ、いろいろ聞いて、檜山管内も隣を含めてさまざまありますけれども、貸し

出しはなかなか利用していないと。この１０年間全く利用していないという情報も

ありますので、やっぱりやるとすれば個人で取得するという形が望ましいのではな

いかなと、私自身はいま考えておりますけれども、そこに行き着くのは、やはりど

ういう支援のレベルにするかというようなことで、これから少しく詰めさせていた

だきたいと思いますので。これはやらなきゃいけない重要な案件だと思っておりま

す。
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〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） これで質問を終わります。

〇議長（村瀬 広君） 次に、上村君の発言を許します。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 議長より一般質問の許可をいただきましたので、私からは

ハイヤーパスポートの創設をという題名でもって一般質問をさせていただきます。

町長にお伺いいたします。デマンドバス運行により、地方に在住の人は大変助か

っていますし、喜んでおります。また一方、市街地に住んでいる人からは、ハイヤ

ーをもっと気軽に使える方法はないものかねと聞かれます。また、高齢者ドライバ

ーの免許返納後の、また促進の上からも、事業主、利用者、行政、三者での検討を

されて、仮称ですけれども、ハイヤーパスポートを創設してはいかがでしょうか。

町長のお考えをお伺いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の一般質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 上村議員の一般質問にお答えをいたします。

質問の趣旨は、交通弱者対策と受けとめました。地域が定住できる環境をつくっ

ていく上で、住民の足としての交通は重要な政策であります。

平成２５年度に、当時の福祉バス、いわゆる患者輸送バスでありますが、そのほ

かスクールバス、函館バス路線の見直しと、新たな交通システムの構築に向けて協

議会を立ち上げ、調査・実証運行なども行いつつ、デマンドバスの運行として今日

に至っています。この新たな地域交通の導入により、交通空白地帯の解消を図って

まいりました。

もう一つの対策としては、高齢者の交通料金助成事業があります。６５歳以上の

町民約２，０００人に対して、個別に事前通知を行い、申請に基づきバスカード１

枚２，０００円の購入につき半額を最大５枚までで５，０００円の助成をしており

ます。今年度より、快速せたな号今金－函館間にも利用を拡大したことから、幹線

利用促進に加えて、交通弱者対策の要素も加わりました。

しかし、いずれの事業にも課題があり、デマンドバスのこれ以上の範囲拡大につ

いては、地域設定の問題や運行事業者の対応が困難であること、高齢者交通料金助

成事業については、バスカード自体の販売が中止されるため、平成２９年度をもっ

て終了せざるを得ないことになります。新たな施策が必要となっているところです

が、こうした背景もあり、議員のハイヤーパスポートという具体的なご提案に結び

ついたものと存じております。

このことにつきましては、今金町地域交通協議会においても議論があります。地

域においては、デマンドバスが普及し、利便性が向上してきたものの、同時に市街

地における移動手段の確保も必要であるとのご意見をいただいており、町長として

も重点課題と認識している事案であります。

ただ、ハイヤーパスポートに取り組むためには、整理をしなければならない事項
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が多くあるのも事実であります。

例えば、函館バスの利用促進に影響しないよう配慮すること。デマンドバス対象

地域とハイヤーパスポート利用者との整理をどうするか。福祉バス利用者との整理

をどうするか。ハイヤーパスポート利用対象者の年齢の範囲をどうするか。利用料

金の基準の設定をどうするか。自己負担及び町の支援金額をどうするか。ハイヤー

パスポートの仕組みをどうするか。事業者との調整等々。

質問にもありますように、いずれにいたしましても、事業者、利用者、行政、三

者での検討も必要ですので、地域交通協議会において、「実施するには」という前

向きな視点での検討をしてまいります。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の再質問を許します。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 町長から、「実施するには」という前向きな視点でもって、

検討を８項目にわたって、当然検討しなきゃならない問題だろうというふうに私も

考えます。

ただ、一つには、これはやめてもいいんでないかなと思うところは、障がい者と

いいますか、要するにタクシーに乗るのに無料のチケットを発行しておりますね。

金額１万２，０００円という、要するに障がい者の無料チケットではなくて、いま

のこういうハイヤーパスポートという、その名称に統一した形でもって、整合性を

きちっと図りながら、無料で乗れるんだということではなくて、皆さんそれぞれの

立場で、できる範囲の自分の利用料金を払いながら乗ると。そして、事業主も利用

度が多くなるわけですから、少しでも料金を抑えた形でやっていただくと。そして、

行政もそれに対しての助成を行うというような方向性でいけば、うまく運用できる

ように、何とか協議されて進めていただきたいと思いますがいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） さまざまな手法がある中で、質問につきましては、できる範

囲内の自己負担を伴いながらも、整合性のとれた支援をということかと思います。

そういうふうに受けとめました。

いま質問にありました重度障がい者のタクシー料金助成事業、１万２，０００円

の助成をしているわけでありますけれども、月１回ということになっている。ただ、

これも私自身は、少しくこの機会に、上村議員の質問をいただいた段階で、少し考

えなきゃならないなとずっと思い続けてきたわけであります。これは、整合性とい

うよりも、重度障がい者でありますから、これは町内に居る方も、遠くに居る方も、

同じ助成なんですね。種川まで大体タクシーを、小学校までを例にとりますと東か

ら１，４００～５００円かかるんですよ。金原まで２，０００円くらいかかるんで

すね。月１回の病院とか何かに使ってくださいという意味合いがあるんですよね。

それで月２，０００円くらいの目安でもって１２カ月になるんですよ。

ところが、それは片道なんですよね。ある方が、住吉だとかいろんなところに重

度の方が居られるんですよ。１回行ったら、もう往復でもって４，０００円が飛ん
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でしまうんですよ。これが果たしてどうなのかなという、大きな疑問を私なりに持

ってきました。もう少し実態に合ったような支援体制をとれないのかなと。足がな

いものですからね。

函館バスの利用ということもやっていますけれども、函館バスの乗り場まで行く

まで行けないんですよ。そういう支援体制を考えたら、難しいなと思っていました。

これを何とか改善していかなきゃいけない必要性を、ちょっと感じておりました。

実態に合って、それについてのどのくらいの負担割が必要なのか。

もう一点は、なかなか利用率が少ないんです。利用率が少ないんですよ。それは

いろいろな要因があると思うんですが、一つの要因は、身近に家族を含めて、お友

達含めて、親戚に車のある方が乗せていってくれるというケースもあるんですね、

いろいろ話を聞きますと。そうすると、これはなかなか事例がないんですけれども、

調べましたら、あるところの事例がありまして、私はそれをこういう方法もいいな

と思ったのは、一つはハイヤーを使っての支援ですけれども、もう一つは、だれか

に乗せていっていただける、自分の家の車なりお友達なりだれかに乗せていっても

らった車の油賃ということで支援する。それは助成の範囲は同じにしなきゃいけな

いと思っていますけれども、選択肢として、そういうことも考えなきゃいけないの

かなということで少し考えていました。

議員がおっしゃる整合性の意味合いの内容的には、ちょっと私ももう少し公平な

形の中でやる方法がないのかなという感じを受けておりました。

再質問はまだこれから来ると思いますけれども、具体的な質問のハイヤーパスポ

ートの関係についても、これからお聞きしたいと思いますので、いまは重度障がい

者についての支援については、そういうことも課題であるという認識を持っていま

す。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 町長から、いろんな課題があることは私もわかりますし、

今後の部分で一番困っているのは、その市街地の年寄りの方の部分が困っていると

いう部分がありますので、今後の部分で検討されて、そして、実施に向けた方向を

お願いいたしたいと思います。

質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（村瀬 広君） 次に、岸君の発言を許します。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ＡＥＤの効果的な設置と訓練等取り組みについて。

ＡＥＤは、ご存じのとおり心疾患により突然に心臓がとまった傷病者に電気ショ

ックを与え、心臓の働きを戻すものです。平成１６年から一般の人での使用が可能

となり、公共施設、民間施設への設置が進んできました。

本町においても、公共施設の設置が進み、民間施設も含めＡＥＤを見る場面が増

えてきました。しかし、いざというときに使えないということがないように、日ご

ろの準備が必要と考えます。そこでＡＥＤの効果的な設置と訓練等の状況、学校教
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育での取り組みについて伺いたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 岸君の一般質問に対し理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 岸議員の一般質問にお答えをいたします。

ＡＥＤの効果的な設置と訓練等取り組みについての質問をいただきました。

ご存じのとおりＡＥＤは、心臓がぶるぶると細かく震える心室細動が原因となり、

心臓が突然とまった傷病者に対して行われる初動の緊急措置として、できるだけ早

く心臓に電気ショックを与え、心臓の震えを取り除くための機械です。コンピュー

タによって自動的に心室細動かどうかを調べ、電気ショックが必要かどうかを判断

し、音声メッセージで指示してくれます。

心室細動になってから電気ショックを行うまでの時間が長くなるほど、社会復帰

することが困難となります。ちなみに救急車が到着するまで電気ショックが行われ

なかった場合の１ヶ月後の社会復帰率は約１９％、そして、電気ショックを行った

場合は、約２．３倍の４４％というデータがあり、早い段階での電気ショックが重

要であることがわかります。

心臓がとまり脳に血液を送ることができなければ、心臓の動きが戻った後に後遺

症を残すことがあり、そのため、心肺蘇生がとても重要になってきます。心肺蘇生

は、ＡＥＤ到着前に胸骨圧迫と人工呼吸によって、とまってしまった心臓と呼吸の

動きを助ける方法です。その後、ＡＥＤによって電気ショックを実施しても、必ず

しも蘇生するということではないことから、心肺蘇生を継続するということも大切

であります。

こうした観点から、ＡＥＤの取り扱いを含めた普通救命講習や一般救急講習を、

各事業所、自治体、町内会、婦人防火クラブ、老人クラブ等々で実施しております。

平成１８年度から今日まで１９８回開催し３，８６１名の受講の実績があります。

普通救命講習は４３回４８０名、一般救急講習は１５５回３，３８１名と、毎年３

００名以上の方が受講されています。

例としては、中学校２年生については、授業で講習を行う取り組みが続けられて

おります。また、町職員研修においても、町有施設の管理担当者という立場から、

専門研修である上級救命講習を１０月２０日に予定しており、次年度以降は、全職

員を対象に普通救命講習を実施することとしています。

さらに、現在ＡＥＤが配置されている町有施設８施設、国・北海道関連施設、民

間施設。ごめんなさい。ここで訂正を願います。民間等々含めて８施設を９施設に

していただきたいと思います。９施設においては、当該施設の管理者や利用者など、

これまでに４１機関・団体の講習実績があり、ちゅうちょなくＡＥＤを使うことが

できるよう、今後においても救急講習会の継続的な実施と、まだ受講されていない

方への普及啓発活動を進めてまいりたいと考えております。

〇議長（村瀬 広君） 岸君の再質問を許します。

岸君。
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○１番（岸 徹也君） いまさまざま答弁いただきました。今後も普及啓発活動をし

っかり進めていただきたいと。これはもう一致しているところだと思います。

その答弁の中でも、町長からＡＥＤの効果についてはしっかり説明もいただきま

したし、その重要性というものは共有しているのかなというふうに感じます。

ここで、やっぱり昨今さまざまな災害、先日もＪアラートも鳴りました。こうい

った防災に関する部分で、確かに直接救命救急と関係のない話かもしれないですけ

れども、やはりある程度住民の方にも自助、共助という考え方、この上に立って、

自分のことは自分で守ると、もしくは、その地域に居る方々が協力して何とか助け

てあげるんだと。そういう観点でいけば、やっぱりこういう災害に対しても、この

ＡＥＤの設置という部分は、大変重要な考え方になるのかなというふうに思います。

ここで、私も通告で特に３点ほど、設置という部分と訓練という部分、あとは学

校教育での取り組み、この３点ほどお聞きはしています。効果的な設置ですかと、

効果的な訓練ですかというところなんですけれども、特にこの設置の部分に関して、

今回は時間を少し大きくとって、町長に再質問をしていきたいなというふうに思い

ます。

まず設置というところからいきますと、先ほど訂正があって、国・道関連施設、

民間施設が９施設になったと。全部で１７施設。こういったものも、ＡＥＤマップ

というものが各サイトからも出ていまして、調べることもできるんですが。私、そ

のすべてを確認することはちょっとできなかったんですね。なかなかどこにあるの

か、ＡＥＤがどこにあるのかというのはわからなかった。こういう日本全国ＡＥＤ

マップというものもあるんですけれども、これに載っているのは、ちなみに１０カ

所しか載っていなかった。任意のものだと思いますので、そこに関してとやかく言

えることではないんですけれども、こういうものをまずきちんと整備をして、でき

ればＡＥＤを設置している施設に関しては、ステッカーなり張られていると思うん

ですけれども、やはり住民の方と、どこにあるかというのは共有するべきだと思う

んですね。

改めてそれはハザードマップに載せるのか、いま現在載っていないわけですから、

そういうものも含めて、どこにあるのかわからないんだと、これだと大変ちょっと

問題があるんじゃないかなと思いますので、そのあたり町長の認識をお聞きしたい

なと思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 基本的には、公には町外を含めてどこに設置しているかとい

うことについては、やっていないのは事実であるわけでありますけれども、施設に

あるのは明らかにＡＥＤと表示してあるので、そのことでは理解できる要素がある

のではないかなと。

町内というのはわかりますけれども、町外の方々にそこまでアピールする必要が

あるのかどうかということについては、まだ私の頭の整理ができておりませんけれ

ども、いずれにしても住民の方々、もしくはその施設を利用する方々には、きちっ
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とわかる範囲内で表示するということは基本ベースではないかなと。そのことにつ

いては、きちっとこれからも対応してまいりたいと思っています。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） ぜひ前向きに、そこはもうきちんと明確に明示をしていただ

く。町内の方、町外の方に関しての話もいまありましたけれども、私はどういう状

況で倒れられるというか、そういうＡＥＤが必要になる場面というのは、どんな状

況なのかというのはわからないわけですから、そこにたまたま町外の方がいたとし

ても、何かしらそれがわかりやすいようなものを明示するということは、これは必

要ではないかなというふうに思います。

それで、先ほどもちょっと見せましたけれども、ＡＥＤマップというものがあり

まして、これを見ると市街地中心には設置されていると。しかし、今金町は広いわ

けですから、そのバランスというものを考えたときには、例えば自治会の会館ごと

にとまでは言いませんが、ある程度何戸かまとまっているような集落には、例えば

種川であるとか神丘であるとか、そのほか金原もそうですけれども、ある程度バラ

ンスよく設置をしていくということは、私はこれ大事なことじゃないかなと思うん

ですね。

あともう一点、大体公共施設に置いてある。民間施設でもそうですけれども、要

は公共施設が営業している時間内であれば、そのＡＥＤというものは使うことはで

きると。しかし、営業が終わって、就業が終わって夜間であるとか、早朝であると

か、そういう場合には、全くそのＡＥＤを使うことができないと。まあ、救急車を

直で呼ぶという形になるのでしょうけれども、今金町の市街地であれば、まだその

時間というのは、救急車が到着する時間というのは短くていいと思うんですけれど

も。いいというか、短いとは思うんですけれども、例えば市街地から離れた場合で

あれば、やはり近くにＡＥＤがあった方が、しかも夜間であったり、そういう場合

も使用できた方が私はいいと思うんですけれども、そのあたりの町長の認識という

のはどうか、お聞きしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 救急体制、救急状態の対応というのは、私は基本的には救急

車、救急救命士を含めた出動対応だと思っています。そこが基本ベースであります。

ＡＥＤに頼るということには、決して考えておりませんし、それはあくまでもそこ

にあって、当然利用者とか身近にある方々がそれを操作できるということが前提に

なければいけないわけでありますから、そのことを、多分これから講習の話で出て

くると思いますけれども、物があるのではなくて、操作できる人が必ず居るんだと

いうことを前提に物事を考えていかなきゃいけないのかなと。

私の基本ベースは、あくまでも救急体制は救急車、救急救命士による対応と。そ

のためには、病院が必要だと。２４時間受け入れに対する町の病院が、必要だとい

うことが前提にあります。

今金町は、そういうことから、広い面積を持っていますので、２台の救急車の体
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制というのは、もう相当、昭和４０年、５０年代から始まっているんですね。管内

は１台体制でやってきましてたけれども、今金町は先人から、先輩の方々がそうい

う思いでもって救急体制を整備してきておりますので、私もまずはそこをベースに

して考えていかなきゃいけないかなと思っています。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 私も同じですね。同じです。もちろんプロに、専門家にそれ

はお任せをするというのがベースにあるわけですから。

しかし、到着するまでの間の処置ということですから、それをされた場合とされ

なかった場合では、やはりその後々の後遺症の部分においては、やはり若干差が出

てくるんだという説明も町長からもありましたけれども、これは実際そういうわけ

でありますから、何とかそういう後遺症も含めて残さないためにも、住民の方がＡ

ＥＤへの理解を深めていただいて、なおかつ設置の場所というものも、ある程度点

在されているということが、私は理想なんじゃないかなというふうに思います。

先ほど夜間に関してはどうするんだと。なかなかこれ、難しい問題は実際あると

思います。ただ、他市町村の場合ですと、２４時間営業のコンビニエンスストアと

提携をして、置かせてもらっている。そこには今金町のＡＥＤですよというものを

つけて、それで置くという、そういう市町村も多くあるわけですね。こういったこ

とも、ぜひ一つ念頭に置いていただければなというところであります。

平成２５年の９月に、これ厚生労働省がＡＥＤの適正配置に関するガイドライン

というものを出しているんですね。ここでどういう場所にＡＥＤは置いた方がいい

ですよということが、そのガイドラインに載っています。ご存じだと思うんですけ

れども。そこには、要は人がたくさん集まるところには置くべきだということが書

かれているんですね。特にイベント、あとスポーツ関連の事業、その中には空港と

か駅とか、そういう部分も書いてあるんですけれども、今金町にはそれは当てはま

りませんから。ただ、イベントであるとか、そういうスポーツの事業、野外のスポ

ーツの事業、こういったところにはＡＥＤをきちんと移動させて、固定で置いてお

く場所以外にしっかり持ち歩いて、そこに設置をすべきだと、そういうことも載っ

ております。

特に今金町の場合でも、先日の台風の影響で、河川敷のグラウンドはいま禁止に

なっていますけれども、例えばああいうグラウンドであるとか、パークゴルフ場、

いまは使えませんけれどもね。あとは、例えばたくさん人が集まるような、先日の

お祭りなんかでも、私もどきどきしながら神社行列も見ていたんですけれども、あ

あいうところにも、一々行列に持ち歩くんじゃなくて、本部に設置しておくである

とか、そういうことも住民の安全を守るためには私は必要なことだと思うんですけ

れども、そのあたり町長の考えを聞かせていただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） イベントといいますけれども、うちも大きなイベントについ

ては、救急車をお願いして配置をしています。マラソン大会だとかピリカに対する
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行事だとか、さまざまな大きな行事については、消防にお願いしながら、大変配置

については厳しいんですけれども、きちっと対応していただいていると。そういう

準備はしております。

市街地を含めて、距離感の問題がありますけれども、議員の気持ちもわかります

けれども、夜間とか休日含めて、地域的に考えますと、ピリカ地区については、ダ

ムの管理者なりクアプラザピリカなり、花石はいま人が居ませんけれども、消防の

分遣所があったり、種川は小学校だとか、いろいろ地域にはあることにはあります

けれども、それがいつでもだれでも使えるという状況になるかといったら、なかな

か私は難しいだろうと思っています。

未配置の部分を考えましたら、神丘はテーオーさんにあるわけであります。花石

方面、金原方面はないわけでありますけれども、民間を含めてさまざまなところに

あるわけでありますけれども、それはそこの施設の設置目的があって設置している

わけでありますから、協力要請は当然惜しまない。なぜかと言いましたら、講習会

も一緒に毎年やっていただいていますので、そういう中では、いろんな方に手助け

をということの思いがあって、そういう意識は持っているかと思いますけれども、

そこまでは私の方で強要できる何ものもないし、そういう難しさはあるだろうと。

イベント、町のお祭りの話も出ましたけれども、基本は救急車です。そこで慣れ

たとはいいながらも慣れていない方も、アナウンスでもってちゃんとやれば間違い

なく動くわけです。間違ったら動かないわけですから。そういう面では、いろいろ

やっても、救急車が来るまでといいながらも、市街地は私はほとんど救急車の方が

早いと思っています。そういう対応の方が早いという認識を持っていますので、質

問の設置の場所も、役場、あるいはとしべつには置いていません。町民センターに

も置いていません。それは何かといいましたら、救急車対応の方が、消防が持って

きて走っていただいた方が、確実にできるだろうと。

先ほど答弁にも言いましたけれども、基本は蘇生ですから。蘇生が基本ですから、

そういう対応もできるということから考えますと、私は救急体制をどう敷いていく

かということの重要性は、一緒に必要でないかなと。

そういうことから、町長になってからは、救急救命士の配備をきちっと、檜山管

内で一番数的に配備したということでやってきている部分がありますので、そうい

うところに委ねていく必要があるだろうと。

しかし、そこで賄えない状況を考えた場合に、適正な配置するということは当然

考えていかなきゃいけませんけれども、そこには何がしかのやっぱり操作をできる

という方が必要だろうと思っています。そのことを前提で、これからやっぱり考え

ていかなきゃいけないと思いますけれども、現段階では、広めようとか広がってい

くということにはなかなか難しいのかなと。

また、相手方も当然あるわけでありますから、民も含めて、普及啓発はしていき

たいと思っていますけれども。

もう一つは、ＡＥＤも寄贈のものも結構あります。町で購入したものもあります。
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民間の施設でも寄贈したものもあります。そういうさまざまな対応も考えられます

ので、その都度その都度、その寄贈の場合は、例えばこの地域に置いてくださいと

いう寄贈の意向をもって配置したところも。花石なんかは特にそうなんですけれど

もね。花石に置いてくださいということで寄贈をいただいて、置いているという事

例もあります。そういういろんな対応を、これからも考えていきたいと思っていま

す。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 町長のおっしゃることももちろん、基本は専門家の救急車で

対応するんだと。私ももちろんそうだと思いますが、私も冒頭でお話ししましたけ

れども、やはり自助、共助の考え方というのは、これは何についてもこれからは求

めていかなきゃならない。できるだけ住民の方が対応ができるのであれば、役場の

職員ももちろん一生懸命対応しますし、そこには問題はないんですけれども、やは

り一人で抱える住民の数というものを考えれば、やっぱ大人数を役場の職員一人が

抱えるわけであって、なかなかすべてに目が行き届くのかどうなのかというところ

も、やはり疑問の部分もあるわけです。

そういう部分でも、住民の方、自らがしっかり訓練していただいて、そして、そ

の設置場所も認識していただいて、近くにＡＥＤがあるんだったら、そういう緊急

の場合には自らが対処して動いていくんだという、そういう発想、そういう住民に

対しても啓蒙していく、そういうことは町としては必要なことなんじゃないかなと

いうふうに考えます。

いろいろまだあるんですけれども、ちょっとここで学校教育のことも少し触れさ

せていただいていますので、そのことも答弁でもいただいています。中学２年生の

段階で講習をするんだということで。私はそれについては、何も問題ないと思いま

すし、ぜひそこは今後も続けてやっていただきたいなというところなんですけれど

も、どのような内容なのかというのは、町長、細かい部分はあれですけれども、も

し議長よろしければ、教育委員会の方でもし資料あれば、そういう報告だけとかっ

てできませんか。

〇議長（村瀬 広君） 町長が。

○１番（岸 徹也君） そうですか。そうしたら、内容でどういうことをやられてい

るかということが、もし町長わかればお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 町長はそこまで掌握しておりませんけれども、回数だとか人

数についてはきちっと掌握しています。

ただ、答弁書にも書きましたけれども、普通講習とかさまざまな講習でも形態が

あるわけであります。基準があって。基準があるのは、消防庁の方から決められて、

こういう内容でやりなさいと。内容でやっても、その中でも精査できる部分が当然

あるわけであります。今金小学校も毎年やっております。

ですから、質問のＡＥＤについては、平成１９年度から今金町で導入しました。
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講習内容に導入しました。中学校の講習は２５年から始めています。まだ歴史が浅

いんですけれども、毎年８６名、１５２名、１３７名、４０名、結構そういう面で

は数多くの方が、私が答弁したように毎年受けているわけです。それも、一般講習

みたいな形ですから、そのやりたいという方々と内容は、それは基準がないんです。

これとこれだけということを含めて、普通の講習については、基本的には人工蘇生

から始まって、それからＡＥＤも入れて、最後は止血とか何とか含めるのが一般パ

ターンで、私もそういう講習にかかわったり、主催したこともありますから承知し

ているわけでありますけれども。ただ、いま、さまざまな行われる一般講習は、ち

ょっと時間がないですけれども、３０分の中で、１時間の中でお願いするというこ

とでは、それぞれにその団体の、グループの方々と相談しながら決めていくと。

いまは、議員おっしゃるようにＡＥＤが中心的な形になりますので、基本はＡＥ

Ｄになりますけれども、ＡＥＤも先ほど言ったように蘇生が、人工呼吸等々含めて

蘇生がベースになりますから、そういうことを基本にした中でやりとりしていると

いうことで、私は理解しておりますし、多分そういう内容でやっているだろうと。

それぞれにさまざま。

普通救命講習というのは、いま言ったように、３時間講習でありますけれども、

これについては、きちっとしたカリキュラムが決まっておりますので、これはちゃ

んと３時間のパターンの中でやっていくだろうと。

それ以外の一般救急講習というのは、先ほど言ったように、大変数多くの方々が

限られた時間の中できちっと対応していくということでは進めておりますので、こ

の一般救急講習の内容については、パターンはさまざまだと。そこには、最近はＡ

ＥＤは必ず入れていただいてやっているということでご理解いただきたいと思いま

す。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） もう時間も余りありませんので、最後の話になると思うんで

すけれども、学校教育、その中身に関しては私もそのまま続けていただいて、ぜひ

今後もそこはやっていただければというところなんですけれども、ＡＥＤの技術と

かそういうものというのは、なかなかこれは中学２年生でどこまで理解できるのか

というところもあるんですけれども、それはもうやらないよりはやった方がいいと

は思いますし。

私はそういう技術的な部分よりも、人の命の大切さの心を育てるというんでしょ

うかね、そういう観点からいけば、中学生であっても小学生であっても、認定こど

も園の子どもであっても、これは何かしらのこういう救命に関する動きというのは

私はできると思いますのでね。

例えばぬいぐるみを助けよう、好きなぬいぐるみを助けようなんていうことも、

小さなこども園でやられているところもあるようなので、そういった心を育てると

いう部分で、中学２年生にこだわることなく、そこはできれば小さい子どもも含め

て取り組むことは、私は有効なのではないかなということを言っておきたいと思い
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ます。

最後まとめなんですけれども、ぜひバランスよくＡＥＤは設置をしていただきた

い。人のある程度集まるような場所には、これは私は必要だと思います。

もう一点、２４時間営業のコンビニも含めて、例えばイベントも含めて、先ほど

基本は救急車なんだという話もありましたけれども、そういう場所にも置くという

ことは私は大事なことじゃないかなと思いますので、ぜひそのあたり、最後ちょっ

とお話を聞かせていただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 講習のさまざまな意味合いというのは、議員おっしゃったよ

うな部分もありますけれども、やはり実際に体験する、実際に見るということが非

常に重要だと思います。

私も小学校の後半に人助けをしたことがあります。周りにお年寄りと私しか居な

かった。完全に呼吸がとまっていたと。やっぱりいろいろ小さいころはスポーツを

やっていましたので、いろんな方のを見ていましたので、人工呼吸をして、やるだ

けやって、わからなかったら一生懸命やって蘇生をして、その足で走ってきて消防

に連絡をして助けたことや、あるいは水の中に浮かんでいた人を引き上げて、人工

呼吸でもって蘇生したという経験も何度かやっていますし、そういうことでは、見

ていなければわからないし、やらなくちゃわからない。手をこまねいていられない

わけでありますから。

そう考えた場合には、やはりどんな形であろうと、そういうものを繰り返しなが

ら、何度も何度も。この講習も、再講習をお願いしております。実際３時間やった

からもういいでしょうではなくて、できれば、そうしたら二、三年後にはぜひやっ

ていただきたいと。多くの施設でも、毎年毎年講習を受けていただいている方もい

ますし、交代交代で職員が受けている方もいました。何よりも重要なのは、そうい

う意識をどう広めていくか、高めていくかということが重要でないかなと。そこに

自然として、私のところにも、あそこにもＡＥＤをぜひ配置していただければ、私

たちができる範囲内で対応しますよという声があれば、私はそういう対応をしてい

かなければと。あそこに置きましたので、皆さん頼みますよということには、なか

なか私としては厳しい状況にある。

そのためにも、毎年多くの方々が講習を受けているわけでありますから、その声

をもっともっと広げながら、人の命を守る、あるいは人の命の大切さというものを

これから啓発してまいりたいと思っています。

あと、今までなかなかできなかったんですが、これからは、これは２９年４月７

日ですけれども、応急手当の普及、先ほど言いました普通救命士が、いろんなパタ

ーンがありますけれども、こういう講習をやります、ＡＥＤの講習をやりますから

ぜひ受けてくださいということでＰＲをしております。こういう手法のものがある

からということも、これ回覧なんですけれども出しています。こういう努力もこれ

からしてまいりたいと思っています。
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〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） これで一般質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（村瀬 広君） 以上で、一般質問を終わります。

議場の時計で１１時３５分まで、暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２５分

再開 午前１１時３５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎日程第６ 諮問第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、諮問第１号を議題といたします。

人権擁護委員候補者の推薦について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理

由を申し上げます。

平成２９年１２月３１日をもって任期満了となる阿知波一道委員につきまして、

引き続き同委員候補者として推薦をいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規

定に基づき議会の意見を求めるものであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。

ご審議いただきご同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （諮問第１号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、本案は原案同意と決します。

◎日程第７ 諮問第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、諮問第２号を議題といたします。

人権擁護委員候補者の推薦について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案理

由を申し上げます。
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平成２９年１２月３１日をもって任期満了となる岩坂龍子委員につきまして、引

き続き同委員候補者として推薦をいたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき議会の意見を求めるものであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。

ご審議いただきご同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （諮問第２号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、本案は原案同意と決します。

◎日程第８ 議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第１号を議題といたします。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、理事者の説明を求

めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の変更について、提案理由を申し上げます。

平成２９年６月１日付で西胆振消防組合が西胆振行政事務組合に名称変更し、ま

た、平成２９年８月１日付で江差町ほか２町学校給食組合が江差町・上ノ国町学校

給食組合に名称を変更することに伴い、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づ

き議会の議決を得ようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第８、議案第１号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第１号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第９ 議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第２号を議題といたします。

北海道市町村総合事務組合規約の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、提案理由を申し上げます。

平成２９年６月１日付で西胆振消防組合が西胆振行政事務組合に名称変更し、ま

た、平成２９年８月１日付で江差町ほか２町学校給食組合が江差町・上ノ国町学校

給食組合に名称を変更することに伴い、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づ

き議会の議決を得ようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第９、議案第２号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１０ 議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、議案第３号を議題といたします。

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついて、提案理由を申し上げます。

平成２９年６月１日付で西胆振消防組合が西胆振行政事務組合に名称変更し、ま

た、平成２９年８月１日付で江差町ほか２町学校給食組合が江差町・上ノ国町学校

給食組合に名称変更することに伴い、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき

議会の議決を得ようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１０、議案第３号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１１ 議案第４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、議案第４号を議題といたします。

平成２９年度今金町一般会計補正予算（第６号）について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第４号 平成２９年度今金町一般会計補正予算（第６

号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２億９

３８万４，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６２億１，５５５万

３，０００円にしようとするものであります。

補正の概要について、歳入より申し上げます。１ページから２ページであります。

１款町税において１，０９９万９，０００円の追加の主なものは、個人町民税及

び軽自動車税であります。

８款地方特例交付金において１，０００円の減額であります。

９款地方交付税において６，１４４万円の追加は、普通地方交付税で財源調整に

よる追加であります。

１１款分担金及び負担金で１，７６４万２，０００円の追加の主なものは、農業

経営高度化促進事業受益者負担金であります。

１２款使用料及び手数料で９万４，０００円の減額は、へき地保育所保育料であ

ります。

１３款国庫支出金で１０９万９，０００円の追加の主なものは、社会福祉費補助

金であります。

１４款道支出金において２，７６０万１，０００円の追加の主なものは、道補助

金で農業費補助金であります。

１５款財産収入で１，５９２万３，０００円の追加は、不動産売払収入でありま
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す。

１６款寄附金で４６２万１，０００円の追加は、一般寄附金であります。

１７款繰入金において２，３８５万６，０００円の減額は、基金繰入金でありま

す。

１９款諸収入で２，７３９万１，０００円の追加は、雑入であります。

２０款町債において６，６６１万９，０００円の追加の主なものは、民生債及び

教育債であります。

次に、歳出は３ページをご覧ください。

１款議会費において２５万６，０００円の追加の主なものは、特別旅費でありま

す。

２款総務費において５，９４７万６，０００円の追加の主なものは、公共施設整

備基金積立金、ふるさと創生基金積立金、マイホーム取得奨励金交付金などであり

ます。

３款民生費において３，０４４万３，０００円の追加の主なものは、高齢者住宅

等除雪サービス委託料、障がい者自立支援給付費国庫負担金等精算返還金でありま

す。

４款衛生費において３，３８７万３，０００円の追加は、国保施設勘定繰出金が

主であります。

６款農林水産業費において５，５５５万９，０００円の追加は、農業経営高度化

促進事業補助金の追加が主であります。

７款商工費において２，９５９万５，０００円の追加の主なものは、観光費であ

ります。

８款土木費において１８０万円の減額は、公共下水道事業特別会計繰出金であり

ます。

９款消防費において１１６万円の追加は、常備消防費であります。

１０款教育費において８２万２，０００円の追加の主なものは、学校管理費及び

体育施設費の修繕料であります。

次に、地方債の補正につきましては５ページから６ページをご覧ください。

５ページの変更につきましては、起債の限度額の変更であり、起債の方法、利率、

償還の方法については変更がありませんので、説明を省略させていただき、起債の

目的、限度額の補正について申し上げます。

起債の目的、臨時財政対策債、限度額１億４，５４６万４，０００円を１億３，

４２８万３，０００円に、森林管理道住吉線開設事業債、限度額６９０万円を７１

０万円に、豊田橋長寿命化修繕交付金事業債、限度額１，５９０万円を１，６５０

万円に、総合体育館建設事業債、限度額４億３，１８０万円を４億７，３９０万円

に、計８億６，４１６万４，０００円を８億９，５８８万３，０００円に変更する

ものであります。

続いて、６ページは追加であります。
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起債の目的、障がい者グループホーム整備補助事業債、限度額３，４９０万円、

起債の方法、普通貸借または証券発行、利率、年５％以内、償還の方法、政府資金

についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するもの

による。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上

償還もしくは低利に借り換えすることができる。計９億３，０７８万３，０００円。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

なお、質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明にかつ議題外

にわたらず、またその範囲を超えないようにお願いしておきます。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

１款議会費の質疑を行います。２４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 議会費の質疑を終わります。

２款総務費の質疑を行います。２５ページから２７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

３款民生費の質疑を行います。２８ページから３１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 民生費の質疑を終わります。

４款衛生費の質疑を行います。３２ページから３３ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ３２ページ、ドクターヘリの運航経費が減額になっており

ます。ドクターヘリについては、大変町民の命を守るということでは効果が高いと

いうことでは、もう実証されているわけですけれども、今年はここまでどのくらい

の利用があったのか、まずお知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） ドクターヘリの出動件数につきましてご質問

がありましたので、お答えいたします。

９月２５日現在、要請件数が１８件ございましたが、これに対して出動いたしま

したのは１６件になっております。これは実際に駐機場を離陸した件数が１６件で

すが、このうち搬送件数は１４件、不搬送件数が２件となっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） １６件ということでありますけれども、神丘のヘリポート

を活用しているということは理解をするわけですけれども、町内に何カ所かランデ

ブーポイントがあるということでは、たしか何カ所かあったはずなんですけれども、

ランデブーポイント、いわゆる神丘のヘリポート以外でこのドクターヘリが出動し
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た件数があるかどうか。

〇議長（村瀬 広君） 答弁できますか、いま。

まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） １６件のうち、種川小学校グラウンドから１

件、ランデブーポイントとなっております。

〇議長（村瀬 広君） 残りは神丘ということでいいんですか。

まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 訂正いたします。

先ほどの種川小学校というのは平成２８年度でございました。平成２９年度につ

きましては、１６件とも神丘のヘリポートから出動しております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 一番近いところで収容してもらうというのが、やっぱり望

ましい形だと思うんですよ。それがあるからこういう数字が出てきたというふうに、

私は理解するんですけれども。町内に何カ所かあるランデブーポイント、いわゆる

日進だとか美利河だとかって、地名をあげればいろんなところにあるというふうに

思うんですけれども、そういうところのランデブーポイントの整備、いわゆる一朝

有事、命の危険があるということで動くわけですから、そこのところの整備もしっ

かり行っておいてほしいなと。していないという意味じゃなくて、何かあったとき

には、すぐに活用できるのがランデブーポイントですから。そういうところの管理

はしっかりされていると思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） お答えをしたいと思います。

ご指摘の部分につきましては、一朝有事のときに、判断については医師であった

り救急救命士であったりという、的確のもとにやっておりますけれども、いま言わ

れましたとおり、ポイントになっている部分の再チェックと、それから、実際に本

当に近い場所を判断されるということもあるかと思いますので、整備についても、

改めて点検をして実施をしてまいりたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 衛生費の質疑を終わります。

昼食のため、１３時まで暫時休憩といたします。

休憩 午前１１時５６分

再開 午後 １時００分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

６款農林水産業費の質疑を行います。３４ページから３６ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。３７ページです。

まちひと交流課長山田君の発言を許可します。

○まちひと交流課長（山田 薫君） ご苦労さまです。

質疑に入る前に、本日、ピリカスキー場運営について追加の資料を配付させてい

ただいております。急きょの資料提出、大変申しわけありませんでした。これは、

先日合同委員会の説明において、内容を精査し調整する旨の報告をした件につきま

して、キャット事業者との協議をした内容について、本日追加資料として提出いた

しましたので、資料に沿って説明をいたします。

資料の方をお手元にご用意いただきたいと思います。

当初の積算は、定員２６名の大型車両３台を予定しておりましたが、より安全性

を高めるため、事業者からのご意見、またご助言を踏まえて、資料にありますとお

り定員１０名の中型車両４台に変更するものであります。

資料の右側が当初予定車両ということで、ＭＪ－８０、これが２６人の定員でご

ざいました。それを変更予定車両ＳＭ３０－ＤＮ、これが右側の写真でいいます黄

色の写真の車両でございます。これを３台。次にＳＭ３１－ＤＮ、これを１台でご

ざいます。これは右側の写真の下段の赤い写真となっております。４台ともからし

色、上段の黄色っぽい色になりますが、４台ともこのからし色に塗装し、全車向か

い合わせのベンチシート、また、車体左右にスキー板、スノーボード等の収納かご

を取りつける予定で整備をいたします。

これにつきましては、４台ともに車体が軽量であります。また、アルミのキャタ

ピラを使用いたしまして、ゴムキャタピラ車に比べ登坂能力が高く横滑りに強いと

いうことで、業者の方から推薦をいただいたものでございます。

次、２ページをお開きください。

２ページについては、スノーキャット運行ダイヤ案でございます。これも前回合

同委員会で説明いたしました大型車両２５人から、中型車両１０人へ変更した一定

程度のシミュレーションをしてございます。

左側の例でございますが、学校授業日以外の運行ダイヤ案といたしましては、前

回提案いたしましたシミュレーションでは２０分間隔でございましたが、今回４台

ということもありますので、１５分間隔で車両を運行することとしております。１

日のダイヤで２５往復できることが可能ですが、前回の大型車両と比べ、半分程度

の輸送人員となることとなっております。

また、右側の学校授業日の運行ダイヤ案でございますが、これは１０時から１５

時までの運行時間を予定いたしまして、一度に４台出発し、また４台が坂をおりて、

また１０時４０分に４台とも上がっていくというようなスケジュール感でございま

す。２時間の授業を予定しているところですが、３回程度というふうなシミュレー

ションでございます。

また、どうしても前回説明いたしました大型車両に比べて、輸送人員が少なくな
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ることから、私どもも大型車両に比べて何とかもう一台追加できないか事業者に依

頼をしているところでありますが、現時点では車両の確保がついておりませんので、

４台の運行予算としております。

また、操作や運行に関しての指導も含め、短期間のオペレーター派遣につきまし

ては、派遣職員の確保、派遣期間など、今後詳細を詰めていく必要があるため、調

整が整い次第追加で予算をお願いすることも想定しておりますので、よろしくお願

いいたします。

以上、資料の説明とさせていただきます。ありがとうございました。

〇議長（村瀬 広君） 質疑ありませんか。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ３７ページ、ピリカスキー場関係の予算が計上されています。

さまざま課題はもちろんあるのかなと思うんですけれども、やはりまずはスキー場

が今シーズンも営業されるというお話ですので、それについては、大変ありがたい

なという思いでおります。

あとはその運行、輸送ですか、お客様をどういうふうに輸送するというところで

のリフトとキャットという話が出て、キャットの方でやるんだと。もちろん課題は

十分それぞれにあるんだと思うんですけれども、こういう方針を打ち出した以上は、

まず安全の部分でしっかり町としてもかかわっていただいて、事故のないようにし

ていただきたいという部分と。

１点だけ、スキー場、クアプラザ、あとは美利河地区の再開発も含めて、その辺

で、スキー関係者も大変今後どうなっていくんだという不安もあるものですから、

やはり次年度以降に本当に希望の持てるようなお話を、ぜひ町長からお聞きしたい

なと思っておりますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。

一つ目のご質問でありますが、事故のないようにというふうなご意見でございま

す。ありがとうございます。私どもも、新しく事業展開することによりまして、や

っぱり利用者の安全第一が一番の優先課題ということで、いろいろな方に相談をし

ております。その結果、こういった大型車両からより操作性のやりやすい車両にと

いうことで、ご助言もいただいたところでございますので、これですべて安全が整

ったわけではありません。私どももスキー場、ゲレンデを管理するにあたりまして

は、もう一度ゲレンデを一度整備するような計画も立てて、危険なところにはバリ

ケード的な、簡易的なものもつくろうというようないま考えも持っておりますので、

そういった安全を優先に考えて、今後計画を進めていきたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。

また、二つ目のご質問でありましたが、この度予算の方でゲレンデの利活用計画

の業務委託を予算措置しております。額は２２１万１，０００円ということであり

ますが、これにつきましては、いままで美利河地区、ピリカスキー場的にはいろい
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ろ課題がありました。利用者も減少の一途をたどっておりますし、スキー場のリフ

トが稼働しないからといって、このまま行政といたしましても、観光振興をつかさ

どる私どもといたしましても、何か指をくわえているわけではなくて、今後、また

一つこのピリカスキー場ゲレンデを活用した一連の一帯な施設を、いろんな連携を

しながら、皆さんのご意見も聞きながら、よりよい計画づくり、そして提案をして

いただきたいなというふうに思っておりますので、次年度以降どういった計画にな

るかは、ちょっと私はいま不明でございますが、よりよい提案、計画づくりに進め

てまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 岸君いいですか。

○１番（岸 徹也君） 一応次年度以降の希望のある話を町長にお願いしているので。

〇議長（村瀬 広君） 答弁いかがですか。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 町長の考え方につきましては、合同委員会等でも説明をさ

せていただいておりますけれども、一番は、今回取り組む中身については、スキー

の関係者から言わせると、やっぱりリフトが一番だというのは私たちも十分伝わっ

ております。

それから、経営安全性、いろんなことを考えて、町長がスノーキャット方式とい

うものを提案しているというのもご理解をいただきたいと思います。

今年につきましては、すべての人たちが少し譲らないと、運営ってできていかな

いというふうに思っております。というのは、大きな規模の学校や大学が、いまま

でと同時の運用をお願いされても、なかなか回っていかないという状況があります。

そうなると、利用していただく皆さんにも、グループをつくったりだとか、そうい

う工夫をしていただくというのが一つあります。

それから、キャット方式もどのぐらいなじむのかというのも、これまた実証して

みた中で、検証をしてみた中でいろんなものが出てくるというふうに思います。い

ま、岸議員が言いたいところについては、多分今年検証をした上で、当然ながら町

長が一定の考え方というのを持たなければならないというふうに思っております

し、そのことのために、私どもにつきましては、基本的な安全をベースとした、関

係の皆さんからのご意見を聞いてやっていきたいというふうに思っています。

このコンサルティングにつきましても、業者だけではなくて、当然地域の皆さん、

それからスキーを愛している皆さんについても、いろんなご意見を聞いて計画づく

りをしたいというふうに考えておりますので、とにかくこれが万全だという方式で

はいまないというのは、私たちも認識しておりますので、ただし、いま岸議員がお

っしゃったとおり閉めないと。閉めないためにということで町長からの指示もいた

だいて、最大限のいろんないま工夫をした中で、一定の方向を出させていただいた

というのが現状であります。

合同委員会の中で町長もおっしゃっていました。町長も個別にいろんな陳情なり、

考え方の相談も受けています。それから、私の段階でもいろいろ聞いております。
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皆さんの思いだとか熱意というのは、決して無視をするわけではなくて、きちっと

踏まえた上で、今年こういう形で取り組みたいということでありますので、ぜひよ

ろしくお願いをしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 今年もどうやら皆さん方のご理解、ご協力で、スキー場を、

納得いかないでしょうけれども、開くことができるということは、一町民として大

変うれしく思いますし、何とか成功してほしいなというふうに考えているところで

あります。

いま現在、このクアプラザというのはＴＴＮコーポレーションに指定管理でやっ

ていただいているんですけれども、その中には、ピリカスキー場、それから第１リ

フト、これらについても、維持管理だけはしていただくために施設から除いてはい

ないわけですけれども、今後スキー場が営業するといった場合においては、この管

理契約そのものも見直しを図っていかなきゃならないと思いますけれども、その辺

は変更でやるつもりなのかどうなのか。いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） 当初、ＴＴＮコーポレーションさんと契約を交

わした際には、スキー場は営業しないということでありました。その際、リフトと

ゲレンデはまだ存在しておりましたので、その日々の維持管理ということで契約を

進めてまいりました。

今回、スキー場を利用するキャット方式というのは、指定管理とは別に、また違

う形で委託契約ということで締結をしようかなというふうに思っておりますので、

その中でゲレンデの例えば圧雪業務ですとか、オペレーター、スノーキャットの人

件費ですとか、そういったコースパトロール、コース圧雪の人件費等々でＴＴＮさ

んにご協力をいただくということということで、現在話を進めているところでござ

いますのでよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） じゃ、別業務ということで、切り離してやるということです

ね。わかりました。

今回、一連の流れの中で、理事者から受け皿があれば別会社に指定管理を受けて

もらって、ピリカスキー場の営業があり得るということから、スキー団体、あるい

は若い人方が中心になって新会社をつくって、一度は受けたいという希望を持って

新しくつくったわけでございます。しかしながら、やっぱりいろいろなことを考え

ると、スキー場を残すために、とりあえずはキャットでやってみようという理事者

の考え方になり、いま副町長が言ったように、一歩譲るところは譲って、皆さん方

でとりあえず今年一年はやってみようということのなったわけで、この点について

は評価するわけであります。

しかし、先ほど同僚議員も言ったように、やっぱり一度は夢を持って会社をつく

ったわけですから、そこを何とか面倒を見てやっていただきたい。我々議会として
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も、スキー場を残すためにということでいろいろ意見書も出しましたけれども、や

っぱり再委託というのはできないわけですから、じゃ、いま新しくつくった会社を

どうしていくのか。なかなかスノーキャットでスノースクールをやるということも

難しいようなんですけれども、そこは知恵を絞って、どういう形でできるか、その

辺も検討してほしいし、今後は、その新しくつくった会社で指定管理も受けれない

わけですから、資金が入ってくるところがないわけなんですよね。

ですから、スノースクールでもやって、いわゆる学校でもやって収益が上がって

きて、そこの会社で発生する法定福利だとか、それから福利厚生費だとか、もろも

ろ租税公課費とか、いろいろなものが生まれてくればいいですけれども、いま受け

るものが何もない中で、そうしたら会社はつくりました、新会社に手を差し伸べて

やらないのであれば、会社自体が成り行かなくなってきますよね。その辺のところ

まで考えているのかどうなのか。いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） お答えをしたいと思います。

もともと会社を設立されたときにもご報告に来ていただいておりますし、どんな

計画を持っているかということもお聞きをしております。

先ほどの話の中でありましたけれども、いま、クアプラザの指定管理というのは、

ＴＴＮコーポレーションにお願いをしております。この話が進む段階で、私の方で

ＴＴＮの方に行ってまいりました。というのは、今回のこの経過についてお話をし

てきました。すべてが決まってからどうですかというのは大変失礼な話であります

から、以前にも社長さんの方には、スキーの関係者の皆さんがいまも熱い思いを持

たれて、署名を集められて議会の方にその思いを伝えて、議会もそのことを受けて

特別委員会を設置をされましたと。議会の方からは、スキー場の存続について何と

か町長検討してくれというものが返ってきておりますということは、以前に一度伝

えてあります。ですから、今回行った時点で全く知らない話ではありません。

それから、今回お邪魔をしてお願いをした中には、いまの経過も話しました。団

体の皆さんは、それはもう熱い思いですから、まだわかったというふうにはなって

おりませんと。それぞれが議会の議員さんにもお願いをしたり、いろんな活動をし

ている中で、何とかということで町長へのアプローチもありますということで、町

長も非常にいま苦渋の決断をしながら、それから、私どもの事務担当につきまして

は、その手法を具体的にどうしていくかということをいろいろ方策をとっていると。

その中の一つの方式に、キャット方式というものも視野にありますと。前回行った

ときにですね。

会社をつくられたということもお話をしておりますので、これは議会で議決をい

ただいてからのお話でありますが、例えばスキースクールも多分満度ではありませ

ん。というのは、リフトで人を運んでといういままでの形式のスキースクールが運

営できるかというと、非常に課題も大きいと思います。これも議会が正式に予算が

可決された後には、スキー学校の皆さんにお願いをしなければなりません。何とい
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っても、これまでスキー学校がクアプラザスキー場に果たしてきた役割、それから、

広域的にもある位置づけというのは間違いなくありますから、何とか継続をしてほ

しいというお願いも、この後していく必要があると思っています。

それから、つくられた会社につきましては、これはＴＴＮがどうするかというこ

とになりますので、私どもが余り踏み込んだ話はできませんが、当然ながら可能な

分野をそちらの会社の方を通してということもお願いをしたいというふうに思って

おります。

いま言われたとおり、設立と当初の金額ベースの中で会社を運営するというのに

は、非常に課題があると思いますが、先ほど冒頭申し上げたとおり、すべての皆さ

んが望む方向っていうのはなかなか難しいですので、皆さんが歩み寄って、知恵を

出し合って、今年なんとか開設をした中で、検証をしながら次に向けていくという

中で、その会社も活用していただきたいというものにつきましては、ＴＴＮの方に

私どもからお願いをする場面が必ずあるというふうに思います。

それから、また一方では、会社の皆さんがそれを本当に受けてくれるかというこ

ともありますので、そのことについても、誠意を持って中に入ってやっていきたい

というふうに思います。

それと、町長も合同委員会で申しておりましたけれども、このスキー場は、もう

既に町長がほかの町長に話をしておりますので、今金町のスキー場という位置づけ

だけではないということで、４町の中で冬期間のスキー場の位置づけというものを

どうしていくかということを題材にするということも明言をされて、各町長にお話

をしておりますので、この後副町長の段階、事務担当をしている副町長の段階にも

その話がおりてきますので、これも先ほど言ったように、何とか皆さんが一歩ずつ

ということと同時に、４町連携の中でも、このスキー場の位置づけをきちっと位置

づけた中で、今後どんな形をとれるのか。そういった意味でも、このシーズンを乗

り切っていきたいというのが一番の思いでありますので、ご理解をいただきたいと

思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） これ、指定管理を受けた者が、再委託をできれば簡単なんで

すよね。だけれども、そこができないだけに、今度は別会社の何ていう会社になる

かわかりませんけれども、ＴＴＮと会社自体は変わらないで、ＴＴＮでスキー場の

別業務をさせたときに、一番いいのは、いま新しくつくった会社とＴＴＮと一緒に

なって受けてくれれば一番いいわけなんですよね。そうすると再委託になりません

し、そこから幾らかでも出てくる利益は、そっちの新会社で賄うということはでき

ますからね。

ただ、いまこれからどうなるかわかりませんけれども、新しく受けてくれるだろ

うＴＴＮが、その立ち上げた新会社と雇用契約かなんかでやらざるを得ないんじゃ

ないかと思うんですよ。そうなった場合には、そこから利益を生み出すということ

は難しいわけですよね。ですから、せっかく希望を持ってピリカスキー場を何とか
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しようということで立ち上げた会社ですから、やっぱりできないものはあるでしょ

うけれども、できる限りの理事者として応援してやって私はいただきたいというふ

うに思うんですけれども。再度いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） お答えをしたいと思います。

業務委託を受ける側も、例えば実際の話、ＴＴＮがスキーのいろんな運営上のノ

ウハウがあるかというと、ありません、全部が。例えばいま雇用しているＴＴＮの

職員の中でノウハウがある職員もいますが、スキー場を運営するためには、その点

の必要性というのは出てきますので、前にも議会の方から言われております。でき

ないのではなくて、できる方法を探してくれということで言われておりますので、

今回もその視点は忘れずにやりたいというふうに思っています。

これが最後ではないと思っていますので、これがきっかけで、どんな運営の仕方

がいいのか。それから、またスキー関係者が本当に求めている方向に近づくのか、

それから、キャット方式も、私はマイナスだけということではなくて、プラスの場

面も見出さなければ意味がないというふうに思っていますので、運営をする中で、

お客様の個別のニーズに対応できるような部分、確かに大人数で利用される場合に

ついては、ご迷惑をかけるというのは間違いありませんけれども、可能な限りその

手法も検討をしながら、それから、何といっても新しくつくられた新会社の考え方

もありますので、そこにも丁寧な話をして、協力をいただかなければ始まっていき

ませんので、この機会に、ピリカのクアプラザ全体も考えていきたいということと

あわせて、会社の皆さん、それから若い皆さんにも力をかりて構築をして、信頼関

係もつくりながら、未来に向けていきたいというふうに思っておりますのでよろし

くお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） 車両が変わったんですけれども、借上料だとか、それから委

託料については、以前に合同委員会の中で説明受けた数字なんですけれども、これ

は変わらないでそのままやるということですか。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） 先ほど事業の説明をしたとおりでありますが、

４台はいまの予算要求をしております、提案をしております額でございます。

委託につきましても、この委託業務全般を契約させていただきたいということで

す。

また、委託に関しては、人員の確保等々もございます。また、このキャットを運

行している間に、いろんなスケジュール感もわかってきますので、その際、除雪の

委託と一緒ですね。利用者が多ければいろんな意味で人件費もかかりますので、そ

の辺は日々いろいろなＴＴＮコーポレーションさんと打ち合わせ、協議をしながら、

必要であれば追加の補正ということもあります。



- 35 -

また、車両も、先ほど４台体制で走るというふうにご説明いたしましたが、車両

ももう１台、できれば私どももお借りしたいというふうに事業者の方に依頼してお

りますので、その車両を確保次第、予算の方をお願いする場面もあるかなというふ

うに思っていますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 同じくいま言われている３７ページのピリカスキー場のス

ノーキャットの問題、説明を受けました。

この問題に関しては、全員協議会でも私申し上げております。町長に、『今金二

世紀の玉手箱』という町長の提案だそうですけれども、その玉手箱になる部分は、

いま、ピリカプロジェクトという新しい地元の若い人方が組んだ会社、それを玉手

箱をどうするか、生かすか殺すかは、町長の判断に全部一切かかっているんですよ

ということを全員協議会で申し上げました。

また、合同委員会ときには、このキャットによって、安全なのか、危険度がリス

クが多いのか、その部分でも申し上げました。これはペアリフトで行くと、お客さ

んの搬送能力は抜群に違うし、また、合同委員会での説明では、このキャットは２

５人、３台ということで説明ありました。今回は、説明資料を今日いただきました。

それを見ると１０人で４台と。搬送能力はまたぐんと落ちます。４台でもってここ

に書かれている回数で行くと、前回の合同委員会の２５人だったときは１，７００

の往復だと。今回でいくと２，２５０の往復になると。これを往復ということを回

数でいくと４，５００回も９０日間の間でもって、このキャットが歩くということ

です。走るということです。当然運転手は、リフトの場合は索道で行くわけですか

ら、町長は索道の方が経過年数もたっているし、安全性の面で担保できないと。だ

からリフトは動かさないと、こういう町長の判断です。安全を保証できないと。そ

うしたら、このキャットの場合は安全に保証をつけるにいいんですか。いま申し上

げたとおり、４，５００回という回数を走る中で、完全に無事故、安全に運行でき

るという、安全を担保できるんですか。

私はどちらが安全かというと、３年前に１億もかけてワイヤーを新しいのにかえ

て、センサーも取りつけて、それの方がより、この比較をした場合には、安全であ

るという、ペアリフトの方がより安全であるということを、私はそう思うわけです。

町長は、このキャットの方が安全だと。それを選択したと。この安全を、そうし

たら、町長は保証できますか。私はできないと思うんです、安全に対して。もし人

命事故が起きた場合、どうなりますか。５，０００万円、３，０００万円、８，０

００万円、金がかかるからキャットにするんだ。これ人命にはかえられませんよ。

どこだかの町長が、町の木を切るときに、命綱もつけないで、そういうので切って、

落ちて、その補償が１億何千万円という補償を支払った町があります。私は、今年

一年試験的にやってみるという、北海道のゲレンデは、内地のゲレンデでもあるの

かわかりませんけれども、リフトのあるゲレンデでスノーキャットで走るという、
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それはゲレンデのリフトからさらに上の部分を走るためにキャットを使うというこ

とは聞いていますけれども、ゲレンデのスキー場で往復するのには、このピリカの

いまのこれが初めてだろうというふうに私は思う。

〇議長（村瀬 広君） 上村議員、質問の内容をできるだけ簡明にお願いいたします。

○１１番（上村義雄君） ですから、この、いま数字を申し上げました４，５００回

という、これで安全を保証できるのかどうか。お答えをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） お答えします。

この間、さまざまな経過があるわけでありますけれども、基本的には、この間の、

私が町長になる前、なってからも特にそうでありますけれども、美利河周辺のさま

ざまな事業、施設について、大変利用者が少ない。加えて、それに比例して赤字続

きであると。存続についてどうなんだというような議論が、この間ずっとあったわ

けであります。

その経過があって、一つ一つ、私としては残念ながらやっぱり見切りをつけてき

たという経過があるわけであります。

そこで大きな議論は、最後に残ったのは、何とかスキー場ということで、温泉、

スキー場は残してもらいたいということで動いてきた経過がありますけれども、そ

こでも同じ議論があったのは、やはり多額な経費というのはどこまでかけるんだと

いう議論が当然あったことは、もう議員もご承知だと思います。そういう大きな課

題があったわけですね。

私は、何よりも基本的には、スキー場は何とかして存続したいという気持ちがあ

ったからこそ、今日まできているわけでありますけれども、ただ、それも当然限度

があると。議員がおっしゃったように、当時、平成１８年、１９年にそういうこと

を提案しながら、１０年計画をかけた修繕の計画を持ちました。そのときにロープ

をやったんですよ。この前、３年前にやったのは、また違う部分の中で、全体で１

億以上かかっているわけでありますけれども。そこまでして、あえてその後の将来

についてはマックアースさんが見ますので、これだけは認めてくださいということ

でお願いをして、投資をさせていただいてやってきたわけであります。

私は、そのことの時点でも、いまのリフトというのは相当経年来ていますので、

心配だ、問題点ありますよ、これ以上かけれないんですという話は、それは理解し

ていただけると思うんですね。

なおかつ、今回は、あくまでも運行しているマックアースリゾートさんの段階で

すけれども、チェックをしているときに、この次にこれからこのリフトを使う場合

についてということで指摘があったんですよ。私の方から使わないということでは

なかったんです。マックアースリゾートと約束していましたから。３年、４シーズ

ンをやろうということで１億もかけてやろうとして、そのことが少しはつながって

いくだろうという思いを持っていましたけれども、実際運行しているところから、

業者の方がこれ以上続けるのであれば、結構修繕費がかかりますよと。えっ、また
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新たにかかるんですかと。その金額は、全く私はわからなかったんですけれども、

７，５００万円から８，５００万円くらいかかるという数字が出てきたんですよ。

出てきたんですよ。やめるためにつくった、私はキャットではないんですよ。

そういうことで、これ以上かけるのであれば、これはスキーの関係者も、私もそ

うでありますけれども、これからは、あそこをピリカをすべてやめるわけではない

わけでありますから、これから将来をどう考えた場合には、古いリフトが、いまま

でこれ以上多額の経費をかけられない。やるのであれば、新しい方向を目指して行

きましょうということは、これ基本的な見解として一致しているんですよ。

ただ問題は、いまある、今年１年か２年、詳しく言うと、スキー関係者の方々は、

今年も経費がかかるなら何とかかけていただいて乗り越えていただいて、速やかに

新しいリフトっていうのがスキー関係者の方の願い、思いなんですよ。それは上村

議員の言う、将来に、未来につながる話なんですよ。私もそこを目指していきたい

と。

いま、７，０００万円、８，０００万円かけて修繕して、修繕すると、その基本

ベースは５年なり１０年なりまた使わなきゃいけませんよと。たった１年きりでも

って７，０００万、８，０００万円とかできませんよと。それはどう考えても、い

ままで議会の経過から、さまざまな方の声から、私はいまここでシーズンを乗り越

えるために多額な金額はかけられませんということが基本ベースなんです。だから、

いまのリフトには多額な経費はかけられないので、それは使うことはしませんとい

うことで言明したわけですよ。

さて、そこを何とかというような声が上がったり、スキー場をやめるんですかと

いうことも含めて、議会の方からも何とか存続の道を歩んでくださいということで

努力したと。リフトを使わない手法のスキーのあり方っていうのは、私も随分この

間悩んできたんですが、なかなか見出せないんですよ。リフトありきなんです、本

来は。本来リフトありきなんですよ。私はそう思っているんです。でもそれに多額

の経費はかけられないんです、私は。８，０００万円、１億円かけるのであれば、

すぐにでも、３億で議会にも示しています。３億かけると解体をして新しくできる

んですよという数字を出しています。早くそれを目指した方が、私はいいというん

ですよ。１シーズン、２シーズンになるかもしれませんけれども、そっちの方に行

きませんかと。ただスキー場ありきじゃなくて、プラスして、春夏秋冬も使えるの

であれば最も望ましいねと、それを目指してくださいと、目指しましょうやと言っ

ているんです。

私は、すべてをやめるつもりはないですから。美利河の開発、美利河のスキーを

含めて何とかやりたいと。でも、スキー場だけのリフトだけでなく、もっと多目的

に使えるリフトになると、多くの方々の賛同を得られるのではないでしょうか。そ

れを目指しましょうかと言っているのが私の議論なんです。

はっきり言って、そのほかいろんなアイディアもあるのでしょうけれども、私と

しては、存続する道というのは、私もいろいろ調べたりいろいろ考えたり、いろい
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ろな話を聞いても、ここしかないと。リフトを使わない手法としては、これしかな

いということで行き当たって、このことで何とか今シーズンやらせていただけませ

んかと。そのためには、私の思い、スキーにかかわっている方々の思い、早くに新

しいリフトということが目の前にあるわけですから、それに早く目指していきたい

と。早く目指していきたいということなんです。それはぜひご理解いただければな

と。

それはだれしもが、責任どうのこうのありますけれども、新しいものと、議員に

先般申し上げましたね。新しいものと古いもの、それはわからないんだよと。それ

と同じように、私はより安全性は当然でありますけれども、よりローテーションを

早くして、より多くの方々が組めるように、この前の大型であれば、それなりに重

いわけですから、当然上がっておりてくるまでにすごい時間がかかると。その待ち

時間をもう少し短くしながら、早いローテーションで組める方法がないかというこ

とのいろんなアドバイスを受けて、この方向でいかがでしょうかということでいま

提案しているわけであります。

私としては、いま、先ほど言ったように見積もりをいただいた業者が、正式に見

積もりをいただいた業者が７，５００万なり８，０００何がしかという数字、その

どこをもってということではなかなか難しい判断ができないので、それよりもそこ

に５，０００万だろうが何千万円かけるよりも、新しいものを目指した方向に行き

ませんかというのが私の考えのすべてなんです。

これについては、この間もう何回も何回も話し合いをさせていただいている方々

についても、気持ちは通じているのではないかなと。そこに議会も含めて、将来を

どう見るかということでは、ぜひお考えをいただきたいためにご理解をいただきた

いと思っています。

○１１番（上村義雄君） いま言った保証はつくんですか、私が言った。

○町長（外崎秀人君） 何でもそうですけれども、建物もすべてそうですし、設置者

が町であれば、町長がすべての責任者ですね。設置者ですから。これは議会の議決

をいただくのは、議決をいただくということは、議会も同じ設置者の立場として一

緒に考えていただいて、だから、これだけのいろんなご意見をいただいたり、心配

の声があるのではないかなと思っています。それは当然だと思っています。それは

そういう気持ちを持ってやっていかなきゃいけないと。

先ほども申し上げましたけれども、上村議員の話、そうだなと。新しいからって、

全く事故がないとは限らないぞという話、前回の合同委員会で言われましたですね。

言われましたよね。それはそうだと思います。すべてのものが１００％、確実に心

配ないというものは、私はあり得ないだろうと。でも、そこをより一層１００％に

近い努力をどうしていくかと。利用する方々に、いかにして、本当に不便をかけま

すけれども、いままでと全然違うわけですから。より多くの方々に利用してもらう

にはどうするかという工夫の中で、いろいろ専門の方に、そういう業者の方にご意

見をいただいて、少しく方向性を考えていきたいということで、２０何人乗りから
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１０人乗り、少しでも早くに回転できるような形をとらせていただきたいというこ

とで、あと、そこには心配の度合い、コースも見ていただいて、さまざまな安全面

の配慮をより一層してくれるということから、先ほど言ったように、滑りどめも従

前もあったわけでありますが、滑りどめなり、キャタピラももっとより一層かきの

いいものに変えていくこともできますよということで、それは切りかえていただけ

ると。初めはそこにゴムでついていたものですから、そのことでいいですよという

ことで話をしてきたんですけれども、改めてそういうことをやっていただけるとい

うことでありましたので、それは安心・安全を目指すのが私どもの努めではないか

なと思っています。

責任どうのこうの言われたら、物事は何もできません。議員さんもごめんなさい。

何もできません。新しいものでも心配だという言葉が私に投げかけられたら、本当

にごめんなさいしか言うことはできないと思います。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） リフトを比較して全部出しましたね。いただきました。リ

フトを動かした場合、新しくつくった場合、それからキャットでやった場合、そう

いうデータを数値を出していただきました。その中で出てきているのには、いまの

リフトを現状でもって動かすということには、安全性を確保できないと、町長が。

それは保証できないから、やめるんだという言い方。

だから、私が聞いたのは、じゃ、キャットの場合は安全を保証できるんですかと。

リスクの部分で、私は先ほど言ったとおり、どっちがどうだということ。２，００

０、４，０００、往復にすると２，２５０回の往復を運転手は４人、常時というわ

けにはいかないから、６人なり８人なりの運転手になるでしょう。そうした場合の

運転ミスということもあるでしょうし、そのスキー場の上りおりするところの条件、

斜めになる、馬の背中みたいにこういうふうにとんがっていると。それは合同委員

会のときに言いましたら、その部分については直すんだという町長の合同委員会で

の話がありました。直すとなれば、また予算がかかりますね、これ。これキャット

にするために、また余分な予算をかけてやる。

そして、町長の言うのは、リフトでやりたいんだと。新しいリフトにしたいんだ

と。それであれば、何とかここ一、二年をいまのリフトを動かして、安全確保をし

ながらリフトを動かして、次のリフトへ向けていく、これはいま夏の部分の調査の

部分で２００何十万円の予算を認めていますから、委託の中で、今後の来春までの

間にはそれが出てくるんでしょうけれども。そういったことも考えれば、私は安全

度から言っても、費用の部分についても、それほど遜色ない形で一、二年の新しい

対応が出てくるまでの間を、私はこのリフトを動かした方がいいというふうに私は

判断するんですけれども、町長はそうじゃないんだという感覚ですから。これは平

行線でしょう。

新しいものだって安全ではないという、それは危険度あります。どんな建物だっ

てあります。しかし、いま言うように、危険度があるから２５人乗りから１０人乗
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りにかえて、しかもアルミのキャタに対策しますと。安全対策をこのようにします

という。それは業者の方でも、未知数なことだからそういう形をされたのでしょう。

再考を願いたいと思いますが、これは一たん町長が決めたことを再考すれというこ

とは、非常に難易度の高い問題でしょうから、今後の部分で検討願えればというふ

うに考えますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 何度も申し上げますけれども、町長の素人の判断でもってリ

フトは難しいな、危ないなということで判断したわけではないんですね。あくまで

も指摘をされたんですよ。これから運行する上でもってということで、心配な要素

がありますよということで、専門業者から、チェックしている業者から指摘をされ

て、運行するのであればこのくらいの修繕をしなければいけませんよということな

んですよ。そういうことで出てきた数字なんですよ。

当然そこには安全、安心ということが担保されるから、私はそのことをやっぱり

認めるしかない。そうですよねという思いに受けとめるのは、当然だと思うんです。

そのために専門業者がいて、さまざまな方にチェックをしてもらったり、検証して

もらったり、あるいは点検をしてもらうわけですから。そこをやっぱり信じなきゃ

いけない。

もう一点のキャットにしても、専門業者としてきちっと見てもらって、より一層

安全なものを求めていくというのは、我々が考えていることと一致するわけですか

ら、より一層安全で、なおかつ早いローテーションでもって行うことができるかど

うかということについてアドバイスを受けたと。それは、次の段階でありますから。

最初はリフトを使えるか使えないかの議論。比較をしないでいただきたいんですけ

れども、最初はリフトを使うか使わないかの検討の中でそういう見積もりを正式に

いただいて、本当は最初から比較してどうだこうだとやればよかったのでしょうけ

れども、やはり修繕ありきで物事が進んだ経過がありますので、私としては、その

５年に多額の経費をかけられないということ、これは一つの時系列的にご理解をい

ただきたいと思います。

さてもう一つは、さてそうなった場合に、スキー場が存続できない、どうするか

と。これも多くの方のご意見が欲しかったんですけれども、なかなかアイディアを

いただけませんでした、はっきり言って。存続に向けてのアイディアは。あれだけ

の多くの方々の署名をいただいて、いろんな声もあったんですけれども、こういう

方法で、こういう方法でと、基本的には私がリフトを使えないということを言明し

て、初めてリフトという声が上がった経過が当然あるわけでありますから、そのこ

とを時系列考えても、なかなか私の判断としては、先にリフトの問題が出てきてし

まいましたので、こういう流れになってきました。

先ほど言ったように、キャットの方の業者についても、いろいろアドバイスいた

だきましたけれども、そこは普通の圧雪の段階に雪をつけるだけで十分ですという

アドバイスもいただいていますので、多額な経費がかかるとか、そういうことでは
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決してありませんし、何とか早くにこの道筋をつけたいと思っていますし、議員も

私も、思い、願いはリフトがそのまま使えれば何ら問題ないわけでありますけれど

も、そこには先が読めなくなるくらいの経費がかかるんだよと。そこに一応担保と

して使ってしまうと、何年かまた使わなきゃいけない。町長はやっぱりここだけじ

ゃないんです。いろんな声があるんですよ。あそこに、古いリフトに幾らかかるん

だと。いつまでもお金かけていくのかという議論は、この間もあったんですよ。そ

こを早く見切りをつけて、新しい方向性に持っていった方が、私は望ましいと。い

まなお、そのためのつなぎとして考えているわけです。このキャットでずっといく

なんていうことは決して思っていませんし、そういうことから、先ほど徳田議員か

らあったように、このスタイルがいつまでも続くという話にはなりませんので、ま

ずはこのシーズを乗り越えるためにということで。

議員も、前回おっしゃっていただきました。新しい会社ができました。そのこと

を生かしていきましょうと。今回も言っていただきました。生かすために、これか

らどうするか。このスタイルであれば、いつまでも生かすような形にはなかなかな

っていかない。それを早い段階でどうするかということに、早く目を向けるために

ぜひお願い申し上げたいなと思っていました。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 今日いただいた資料の２ページ、学校授業日以外の運行ダ

イヤ案と学校授業日の運行ダイヤ案、これというのは、キャットを活用するという

ことでは、貸切にするということなのかどうかのか。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。

学校授業日の運行ダイヤのシミュレーションでございますが、これは授業が、コ

ース、人数にもよりますけれども、あらゆる面を考えた場合は、貸切状態になると

いうことでいまは検討中でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 学校授業日の運行ダイヤを考えると、貸切ということもあ

るのかなという気はする。まして、今回定員１０名が４台稼働するということは、

一つの学校が来るといっぱいかなという気がする。

学校授業日以外の運行ダイヤが、１便が９時、２便は１５分、３０分、４５分、

１５分間隔で出るようになっている。これ以前いただいた資料の中で、キャットの

利用料金が載っています。大人が日中券２，０００円、１回券３００円ということ。

例えばです。９時に出発する時間に３１人集まったと。１０人は１便で行く。次の

１０人は２便で行く。次の１０人は３便で行く。残った一人は４便になる。９時４

５分発になる。これは、利用料金は同一でいただいている。運航便のこれを見ると、

最大で４５分遅れると。学校授業の場合には、これは１０時に出発して、１０時２
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０分到着。１から４号車、これ同時に出ているわけですよ。

ピリカのスキー場に来られる方は、やはり滑りたくで来ているんです。キャット

なのかリフトなのかという議論はいろいろあります。しかし、町がこういうふうに

決めて、今年は実証試験をやるということ。実証試験をやるときに、こういうダイ

ヤをつくって、乗れない方がいたら、乗れないというよりも乗る時間が遅れた方が

居る。あのスキー場は、上まで行って下までおりてくると、上級者だと二、三分で

おりてくる。じゃ、次２便に間に合うわけですよ。こういうところって、どう考え

ますか。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。

乗れる乗車人員が決められておりますので、また、シミュレーション上、こうい

った出発時間を決められるという想定では、お待ちになる方、利用客の方はいると

いうふうに想定しています。

また、資料にもありますが、利用状況、天候等でも多少の前後が生じますという

ことでありますので、１５分間隔というのもありますけれども、それが１０分間隔

になったりするかもしれません。２０分間隔になるかもしれません。それはやはり

その場の利用状況に応じるのかなというふうに思っております。

リフトもそうでしたが、昔、当初開設のときは、リフトに乗るのにかなり待ちま

した。私も利用したこともあります。やっぱり人気があるスキー場でもありますし、

開設当時ということもありましたから、そういったすべてがすぐスムーズに乗れる

という状況には、当時はなかったわけでございますので、それと同様に、やっぱり

並んでいただくというシミュレーションというか、そういうシチュエーションも出

てくるのかなというふうには考えておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ピリカで、スキーを楽しんでいただく。いろいろ話はあり

ました。教育的な観点からも必要だということ。それから、冬の誘客をどうするか

ということでは、継続してスキー場を運営しようということ。

そのときに考えてもらいたいのは、滑りたい人が来るんだから、来たときに走れ

ばいいんですよ。９時に３０人集まったら、３台走らせればいいでしょう。運行ダ

イヤという考え方をするからこうなる。これはいま運行ダイヤの案のようですから、

ですから、この案が変更になる可能性も恐らくあるのかなという気がします。しか

し、滑りたくて来ている人のことを考えると、山田課長ね、私もピリカのスキー場

で１５分、２０分、３０分待ったとき、私も経験しています。それはね、リフトが

満車で回っているわけですよ。ところが、あなたがいま言っているのは、目の前に

雪上車があるんだけれども、動かないわけですよ。ダイヤが決められると。ですか

ら、そこのところは、臨機応変って状況に応じてということですけれども、滑りた

い方が居るんだったら、３台まとめて走ってもいいわけだから。そういうところは

配慮はできないですか。
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〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） ありがとうございます。私どももそういった想

定もしております。あくまでもこれは、シミュレーション上のダイヤということで

ご理解をいただきたいと思います。

お待ちしているお客様がいるのに、車両が余っていて、それを動かさない、ダイ

ヤが運行しないということではないです。居る限り、臨機応変にお客様を頂上まで

輸送するというのは基本でございますので。

ただ、待ち時間というのは必ず、キャットがなければ、全部が運行していて下に

キャットがなければ、お待ちしていく時間も多少あると思いますが、その辺は利用

者に告知ですとか啓発の方をしていきたいなというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ここに最初１名から動かしますって書いてあるから、これ

書いてあると、一人でも、おい、行けという話になる。そこのところは、モラルを

持った中でどうこれを利用してもらうということだから、十分にこれから内部で協

議をして案をつくっていただきたいと思う。

それとあわせて、そのキャットの利用料金、さっき言いました。日中券２，００

０円の１回券３００円。お金を払って日中券、１日券を払って、何回乗れるかとい

う、ここにも考えが及ぶ人が居る。さっき言ったように、１０分リフトに乗って２

分でおりてきて、これを繰り返したら１時間で何本でも滑れるんですよ。ところが、

ここが変わるわけだから、お客さんも多分もっと乗りたいという人が出てくるかも

わからない。

これ、考え方なんだけれども、収入を考えたときに、約２４８万円、２５０万円。

この収入があるから、お客さんにいろんなことを言われると思う。私はね、これキ

ャットをただで乗せてもいいと思うんですよ。以前は１，８００万円リフト収入が

あったものを、今度はこっちにするんだといって、これ実証試験でしょう。営業じ

ゃなくて実証であれば、無料にして、できるだけ頂上まで送りますから滑ってくだ

さいと。全くの無料というのも、これはどうかなと思うので、例えば前に私言って

いた、ピリカのスキー場をスノーパークという位置づけにしながら、スキー場、ゲ

レンデに入るときに入園料をいただく。そして、スキーも含めた、雪だるまをつく

ってもいいし、雪合戦やってもいいし、そういうスノーパークに入園する料金が１

日１，０００円だとかというふうに入ってもらって、そしてキャットは乗り放題と

言ったら、だれも文句は言わないでしょう。そういう発想に結びついていきません

か。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） いろんなご意見があると思います。いま言われ

たご意見も一つあるのかなというふうに思います。

私たちもこのスノーキャットを導入するに当たりましては、料金設定では悩みま
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した。利用状況、回転率も悪いですし、１回に乗車できる人数も限られていますの

で、相当ご不便をかけるだろうなというふうには思っております。低料金でそうい

ったスノーキャットを利用していただきたい。それを口コミで、スノーキャットに、

リフトと違って車両の中ですから吹雪、風等は当たらないわけですから、そういっ

たプラスの面も利用者に口コミでいいことを言っていただいて、利用料金も低料金

ではございますが、もっともっと利用者が増えればいいなという努力もさせていた

だきたいという思いも込めて、いろいろな意味の低料金でございます。

実際は、学校授業については、今金町内は無料でございますし、近隣小学校、中

学校も、実際は前回は７００円程度、高校生で９００円程度いただいておりました

が、今回一律５００円ということで、料金設定的にはかなり低料金となっておりま

すので、ぜひ授業、また授業以外でも利用していただくような形で、私たちも啓発、

ＰＲの方をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 何度も申し上げますけれども、いま議員が最後におっしゃっ

たスノーパークじゃないですけれども、そういう構想を描いていきましょうと。こ

れはこの間いろんな方々からご意見があったり、当然一番かかわっているスキー関

係者の方々からもありましたが、小さい幼児、幼児のコースの整備をどうですかと。

これなかなか手をかけられないという状況がありました。そういうことを全面的に、

春夏秋冬と考えていきましょうと。冬を考えるとスノーパークでいいのでしょうけ

れども、通年通じた形の中で、何とかそういう方向性を見出せればなということを

思っております。

実は今回の災害の関係で、先般八雲の森林管理所の方に伺いました。今日の災害

の報告の方にも写真を載せておりますけれども、リフトの乗り場の右側の山が崩れ

まして、そちらの方の手当てをどうするかという相談と、あと以前にも何回かあり

ましたけれども、途中のＥコースの３分の１くらいの下の方なんですけれども、い

つも水が出ているところの照明灯がかしがりまして、使える状況にないと。今シー

ズンは使える状況にはないわけでありますけれども、そういう、それとＤコースと

Ｅコースのあそこの木が生えている沢がありますけれども、あそこも全部埋まりま

して、相当に水が増えてきていると。その対応、対策について相談をさせてくださ

いということで行って、これから事務レベルの協議をするわけでありますけれども、

以前も申し上げておりますように、こういうことを含めて、町も将来計画をきちっ

とつくりたいということで、いま議会の方に、この前合同委員会が終わりましたと。

新聞もご覧いただいてと。新聞が出てすぐ報告に行ったわけでありますけれども、

あわせて今後のことについても、ぜひ町長が言明しているところのあそこの山全体

の国有林を町有林として活用していく道筋をぜひこの機会に考えたいので、よろし

くお願いしますというエールだけは送らせていただいたと。

そういう、これからいろいろな方々からアイディアが出てくると思うんですけれ
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ども、夢あるアイディア、その一つに、いま議員がおっしゃったような冬は冬のス

ノーパークみたいな構想が出てくるだろうと。

ただ、そのベースは何がなるかといったら、やっぱり一つはリフトですし、もう

一つは、以前にも報道でありましたけれども、ああいう方法がいいのか、何がいい

のかというのを、当然そこには議論の対象になるのかなと。そういう大きな思いを

描けるような、これからも構想を早くに手を向けていきたいと思いますので、いろ

んな思いあるでしょうけれども、今シーズンは思っている方法をやらせていただき

たいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） まだシーズンに入るにはちょっと時間がありますから、い

まの料金だとかそういうことは、ここに出ているのは案ですから、ぜひ利用者、利

用客の皆さんがピリカに来て、結構楽しいなという、そういう環境づくりをしてい

ただきたい。キャットであっても、料金がかからないとか、雪が当たらない、風が

当たらないというのは、当たっていてもリフトに乗ってスキー客は楽しんでいるん

ですから、風が当たらないからいいという話ではない話です。そこのところを含め

て、もう一回協議をしながら議会に示していただければ、それはそれで私は皆さん

理解すると思うのでよろしくお願いします。

それから、スキー場のゲレンデ利活用計画策定業務が載っています。この成果品

なんですけれども、３月１５日が納期になっている。平成３０年３月１５日が納期。

これ、もっと早く、いわゆる議会が開催される時点くらいまでには出ないのかとい

うこと。これは当然２月の末には常任委員会が始まります。３月１５日っていった

ら、もう閉会した後ですよ。これ、納期についていかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。

委託を予定をしております、見積もり、仕様書をいただいた業者からは、納期と

いうのはこういう設定でしていただきたいということでお願いはされております。

ただ、進捗状況ですとか、そういった中の報告できる書類とかは、努力して常任委

員会には間に合うような中間報告的なものを出そうかなというふうに思いますの

で、成果品は業者とも早急に納期限の方も調整はさせていただきますが、かなり難

しい状況になるかと思いますので、中間報告的なものを提出したい、報告したいと

いうふうに考えておりますのでよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） この仕様書を見ると、業務の内容という中では現地調査及

びヒアリングってある。現地調査は現地を見ることだし、ヒアリングは関係団体、

関係者から話を聞く。当然この中には、今回できた美利河の民間の会社も入るんだ

ろうし、それからスキー関係、スキー団体の皆さんも中には入るだろう。それから、

美利河の山をどうしたら楽しい場所にできるか、ちょっといま想定できませんけれ

ども、そういう方々が中に入る。この予算が議決をされれば、速やかに策定業務を
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委託をしながら、そういう現地調査とヒアリングをするという、この流れは間違い

ないと思うんですよね。

スキー関係者が中に入って、これ副町長から前に答弁いただいたんだけれども、

この策定業務を、いわゆる策定をする段階でもかかわっていただくし、それから、

その後も当然協力はしてもらわなきゃならないなと。これピリカのゲレンデってい

うことをいうと、やっぱりあの斜面なんですよ。ですからそういう取り組みで、来

年３月には議会には中間報告なりありながらも、３月１５日には成果品が出る。そ

れから、必要な予算措置があるとすれば、新年度３０年の６月９月の補正で、次の

年にどうなるか実施をする。そのためのいろんな方策をするということでよろしい

ですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） いま最後にまとめていただいたとおりの考え方を持ってお

ります。

新年度予算となると、もう間に合わないですから。そういう意味では、成果品の

中で、それまでに団体の皆さんだとか、いろんな関係の皆さんにも意見を聞いたも

のを、間に合えば成果品、議会に間に合うようにしたいと思いますし、間に合わな

ければ中間報告ということで議会の方にも情報提供させていただきます。

その中で、多分全部が、できるものをまだ想定できませんけれども、全部が実施

できるというふうにはなかなか難しいというふうに思います。その中で、何がいま

の時点で必要なのかということをまとめて、予定としては６月の定例会に予算化を、

補正予算でということになるというふうに思っていますのでよろしくお願いいたし

ます。

〇議長（村瀬 広君） 他に商工費の質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 商工費の質疑を終わります。

８款土木費の質疑を行います。３８ページから３９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 土木費の質疑を終わります。

９款消防費の質疑を行います。４０ページです。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 消防に関連して、救急のサイレンのことでお尋ねしたいと思

います。

緊急放送をするためには、サイレンを鳴らさなきゃならないという決まりがある

そうなので、この間のミサイルのときには、打ち上げが６時５９分で、７時３分に

は消防のサイレンが鳴って町民の皆さんが知り得たんですけれども、その後、７時

２０分ころに再度サイレンが鳴りまして、緊急放送が流れたわけですよね。ミサイ

ルが太平洋上に落ちたから関係ありませんという、そういう２回鳴らす必要がない

んでないかというのが、町民の声として多く聞かされたんですよ。
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それで、決まりはその緊急放送をするためには、サイレンを鳴らさなきゃならな

いという、そういう決まりがあるそうなんですけれども、このミサイルの場合には、

発射されました、私すぐ消防へ行きましたら、いや、発射されましたと。どこへ落

ちましたかというを知らせなきゃならないから、２回鳴らしたんだというんだけれ

ども、その２回目は別にサイレンを鳴らさなくてもスピーカーで聞こえるんですか

ら、その辺をやっぱり、これ町の人みんなに聞いたわけではないですけれども、会

う人会う人に２回も必要ないわなという声があったんですけれども、その辺はどう

にもならないものですか。いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 徳田議員のご指摘の件は、私ども内部でも検

討を加えたんですが、Ｊアラートが、普通ですとスマホですとか携帯電話に流れて

来るのは２回流れるんですが、それは発射しましたという情報と通過しましたとい

う情報が２回流れます。

それでＪアラートに沿って、私どももこの消防の吹鳴装置を使ってのことを考え

たんですが、通過については特に情報を流す必要がないのではないかというふうに

考えまして、それよりも落下した状況を知らせた方が町民の皆様は安心するのでは

ないかということで、発射と落下の２回のサイレンとメッセージを流すということ

を決定させていただいた次第でございます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 実は、もうサイレンが鳴ったときには、メールが入った時点

ですぐテレビをつけますから、もう中身についてはわかっているんですよね。そし

て、７時１５分にはもう襟裳沖に着水しましたということもテレビに全部出ている

んですよ。そうしたら、７時２０分にまたサイレンが鳴ったわけですから、あれ、

これ何だろうなと思ったら、２回鳴らさなきゃならないんだというから、そうした

ら、チラシに２回鳴らしますよということを書いてあるかといったら、私読んだん

ですけれども書いていないんですよね。

緊急放送はいたしますということは書いてありますけれども、それに吹鳴装置を

鳴らしますのでということは書いていないし、もうそのときには、消防で吹鳴装置

を鳴らすときには、もうテレビで全部わかっていますし、メールで全部それぞれに

入っているものですから、むやみやたらに私はサイレンは鳴らすべきではないとい

うふうに考えますので、その辺はもう一度考えたらいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 了解いたしました。すべてのパターンがこれで変えられな

いということではありませんので。ただ、法的なものはちょっとしばりのある部分

もありますし、それから、いま徳田議員がおっしゃったのは実質的な部分だと思い

ます。私たちも、流しながらそう思っています。もう既に皆さんテレビを見て、い

ろんなことは情報をとらえていると思いますが、行政として備えなければならない、

対応しなければならないということは、今回初めて踏み込まさせていただきました。
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その中で、そういう声があるということであれば、検討をさせていただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） ちょっと関連しまして、Ｊアラート関係になるんですけれど

も、常任委員会でもさまざま質疑させていただきました。そのときに、消防の方か

らは、サイレンの音も含めて情報伝達に絡んだことなんですけれども、町民の約１

５％ほどは音が届かない、情報が届かない可能性があるという話を受けました。

確かに消防団員招集のための吹鳴装置ですから、それをいま使っているわけです

からいたし方ないと。しかし、Ｊアラートというものの趣旨は、やはり住民に、国

民に対して、そういう有事があったことを最低限知らせなきゃならないという義務

はあるわけです。ここをいまどうこうという話ではないのでしょうけれども、今後

の残りの１５％含めて、どういうふうに対処していくのかという、そのスケジュー

ル感をちょっと聞かせていただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） この間も答弁させていただいたと思います。いろんなパタ

ーンがあるということで、例えば大がかりな予算をかけると３億近いものがかかる

という見積もりも持っております。

今後その部分については、検討をしてきたいということと同時に、それから町長

にお願いをしているのは、津波関係で海のあるところというのは進んだんですよね。

補助もきちっとあって。ところが、山間地帯に対してはほとんどないという状況で

ありますので、そのことについては、全国知事会等へ動きとしてお願いしたいとい

うのは伝えております。考えていないわけではなくて、考えております。

ただ、どの時点でどういうふうに実施できるかというのは、一番頭の痛いところ

であります。議員の皆さんが心配をしている財政ということが必ず出てきますので、

優先をしなければならないもの、かといって、災害というのは、一番にお金をかけ

ていかなければならないものでありますので、今後その辺につきましては調査もし

ていきたいと思っています。

ただ、多分先進でいろんな取り組みをしているところもありますので、継続的に

やっていくということでご理解いただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 消防費の質疑を終わります。

１０款教育費の質疑を行います。４１ページから４５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 教育費の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

歳出全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

議場の時計で１４時半まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時１９分

再開 午後 ２時３０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１款町税の質疑を行います。７ページから８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 町税の質疑を終わります。

８款地方特例交付金の質疑を行います。９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方特例交付金の質疑を終わります。

９款地方交付税の質疑を行います。１０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方交付税の質疑を終わります。

１１款分担金及び負担金の質疑を行います。１１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。１２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

１３款国庫支出金の質疑を行います。１３ページから１５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国庫支出金の質疑を終わります。

１４款道支出金の質疑を行います。１６ページから１８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 道支出金の質疑を終わります。

１５款財産収入の質疑を行います。１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。

１６款寄附金の質疑を行います。２０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 寄附金の質疑を終わります。

１７款繰入金の質疑を行います。２１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。
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１９款諸収入の質疑を行います。２２ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） スノーキャットの事業利用料が載っています。２４８万１，

０００円。先ほど歳出でも質疑をさせていただいたんですけれども、この収入の考

え方。いわゆるキャットを導入する趣旨、それから見込まれる導入効果、これらを

考えたときにということなんです。山頂からの景観を楽しむ観光客、こういうもの

も含めてこの導入の効果が出るだろうということなんですけれども、まず来てもら

うということですよね。でも、来てもらうといったときに、スノーキャットの利用

が１回幾らでかかると。それよりも、雪に親しむ親雪施設、雪に親しむ施設という

位置づけをしながら、いわゆるピリカセンターハウスから奥の部分を親雪広場とい

うことで、親水、水に親しむというところもあるし、雪に親しむというところがあ

っても私はいいと思うんですよ。

実証でキャットを運行するということであれば、もっと考え方を広げて、雪に親

しむ施設にしていただいたらどうかなと。その中の一環として、入場料を払って入

っていただくわけですから、キャットに関しても無料で乗っていただく。いわゆる

山頂に行くについても、観光客の方も無料で行って帰ってこられるような、そうい

う、私は実証って言うんだったら、そこのところまで踏み込んだ考え方が必要かな

という気がする。

ですから、スノーキャットの利用料という、そういう部分的なものじゃなくて、

親雪、雪に親しむ施設の入場料ということを考えながら、内部で協議検討いただき、

次のシーズン、いわゆるこのシーズンに向かっていただければと思うんですけれど

も、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） ありがとうございます。先ほども答弁したとお

りなんですけれども、今回雪上車ということもありますので、観光客の皆様の頂上

からの景色、景観を楽しんでいただくという料金設定も１回３００円ということで

させていただきました。これはキャットを動かすに当たっては、経費もかかります

ので、それに見合う対価ではございませんけれども、保険料等々もかかっておりま

すし、無料という部分も考えの一つかもしれませんけれども、実証と言いつつも、

やっぱり低料金、一定の価格で利用していただいて、どういった方向性がいいのか

とか、今後の検証材料にさせていただきたいという意味合いで今回料金設定をさせ

ていただきました。

入場料というか、そういう観点で考えておりませんで、キャットを利用した際の

利用料という形で、いま整理をさせていただいておりますのでよろしくお願いしま

す。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 提案はそのとおりだというふうにはわかっているんですよ。

キャットを利用した利用料をいただきたいということはわかっている。しかし、い
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まここで、議会でこのことを協議した、議論をしていく中で、実証試験だったらキ

ャットが無料、いわゆる入場料を払っていただき親雪施設を利用していただく。そ

こにもし遊具が必要であれば、それはもう、たくさんはできないだろうけれども遊

具を用意をする。それから、親雪、いわゆる雪に親しむところでスキー授業をやる

のであれば、そこはもう貸切ということで対応する。そういうことも含めて、私は

将来につなげたいということであれば、そこまで踏み込んだ考えを持つべきだとい

うふうに思うんですよ。

ですから、そういうことがもし決定されれば、当然新聞報道等でも大きく取り上

げていただき、ピリカスキー場、ピリカ親雪施設としてということでは、私は大き

く世に出るような気がするんですよ。その後で、さっき言った新しいゲレンデの利

活用計画をまとめて進んでいくという、ちょうど過渡期なわけですよね。ですから、

十分そのことは、いまここで課長がやりますということは言えないとは思いますけ

れども、内部で十分協議をしながら、私は議員の皆さんも、そのことに関しては反

対する人はだれもいないと思う。入場料をいただきながら、幼児、それから児童に

ついては、これはどこまでかわかりませんけれども、幼児については無料で入って

いただくとか、十分あり得る話だと思います。

ですから、そこのところをもう一度企画をいただきながら、ご提案をいただき、

できれば実施するようなことを考えていただければ、すばらしいなというふうに思

うんですけれどもいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） 貴重なご意見だというふうに思っております。

ありがとうございます。そういったさまざまなスノーアクティビティを考えて、こ

れからどう進んでいくかというのが、私どもが考えております利活用計画の提案だ

と私は思っています。

まずこの土台、基礎があってこその、いまの山崎議員のような案が実現できれば

いいのかなと私も思いますので、実証実験とは言いつつも、やはり私たちも行政を

担っている者ですし、観光を担っている者でありますから、ある一定程度のルール

に沿った運用はしてきたいなというふうに思っておりますので、次のステップは、

いろいろな皆様からご意見等をいただくような形で進めてまいりたいと思いますの

で、今後の参考にさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

２０款町債の質疑を行います。２３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 町債の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

歳入全般について、質疑漏れありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

上村君。

賛成ですか、反対ですか。

○１１番（上村義雄君） 条件つき賛成です。

〇議長（村瀬 広君） ということは、原案に反対ということになるとかと思うんで

すけれども。

反対の方、まず先にいますか。

それでは、いいですね。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 議案第４号の一般会計の補正の中で、今回商工の観光の部

分で議論されましたスノーキャットの部分でございますけれども、私はずっと一貫

してどうなのかということを問いただしてきました。今回、スノーキャットで補正

予算を組んだわけですけれども、質疑の中でも、再考しませんかと。私は、要は安

全に運行できるような方向であればいいなというふうに思っているわけです。それ

は町長も同じ、安全にやっていかなきゃならないという思いは同じだと思います、

行政の方も。そうするならば、私は予算の規模が多い、少ないという議論はありま

すけれども、もし事故があった場合に、人命にかかわる事故があった場合には、金

額の多少にかかわらない大きな損害になるわけですから。そういう面では、本来は

ペアリフトで動かしていただきたいと、そういう思いは変わりませんが、時期が時

期、いま１１月、１２月にはもう運行になるわけですから、それに向けての準備を

しなければなりませんから。

もし可能であれば再考を願い、ペアリフトを運行できるような、予算は通します

けれども、賛成しますけれども、そういう変更が可能にしていただきたいという条

件つきの賛成という形で、この部分では賛成はするけれども、できるなら今後の中

でもってペアリフトにシフトできることであれば、そういう方向にしていただきた

いということで賛成にいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 議案第４号の補正予算を審議してまいりました。商工費の中

で質疑もしたわけですけれども、町長が最後におっしゃっていたように、できれば

何年後かには、リフトの新設も考えた計画を持っていきたいと。これは夢ですよね、

町長。やっぱり今回このスキー場を何とか残そうということで、若い人たちが夢を

持って新しい会社を立ち上げて、何とか自分たちの、ただ一つの今金町の観光施設

であるスキー場を残したいということで、皆さん方で苦労して新会社を立ち上げた

わけなんですよ。その夢を残していくためには、やっぱりとりあえずキャットでや

ってみようという、これはすばらしい発想だと私は評価します。
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そして、やっぱりできることなら、この若い人方の夢を何とか実現してやりたい。

今回、スキー連盟の人方もできる限りの協力は惜しまないと言ってくれています。

それが本当だと思うんですよ。みんなでどうしたらスキー場を残していけるのか、

このことに若い人方が向き合ってくれたと。私はすばらしいことだと思って評価し

ております。

ですから、この夢を何とか実現するためにはどうすればいいのかというのは、こ

れから、理事者もそうですけれども、議会もやっぱり一緒になって、この方々の夢

を実現できるような、そういうような私は町づくりをしていくことが大事だろうな

と、そのように考えております。

本予算案、このキャットが、同僚議員も言っていたけれども、スノーパーク構想、

キャットの収入はなくなりますけれども、今度は入園料でそこから上がってくるわ

けですから、プラスマイナスすれば大した金額でないと思いますよ。そういうよう

な発想を転換して夢を持った町づくりを、これからピリカ、ゲレンデの利活用の会

議、計画を練るわけですから、みんなでひとつ夢を持った町にしていくためにも、

ぜひ成功させていきたいものだなと、そのように考えて本補正予算に賛成するもの

であります。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） 私も原案に賛成の立場で討論をしたいと思います。

このピリカクアプラザスキー場に対しては、スキー団体の皆さんと住民会議とい

うことで２回、それから議場での意見聴取もしてまいったわけですが、我々が議会

として理事者に提言した部分というのは、こんな形というものはなくて、どうした

らピリカのスキー場が継続できるかと、そういうまとめの部分で今日まで来ました。

それで、今回理事者の方から、方法論としてキャットを利用して継続をしたいと

いう提案がございました。特別委員会、合同委員会でいろんなご意見が出されまし

たけれども、その席上では、私は発言できる立場でなかったものですから。やはり、

一番大事なことは、このスキー場が継続されるといういうことが一番大事なことで

あって、方法論は理事者、それからスキー団体の皆さんもお互いに歩み寄ってやっ

ていかないと、必ず失敗していくと。そして、少なくとも同僚議員の皆さんからも

発言があったように、来期に向けてはよりよいすばらしいものができ上がることを

念願しながら、お願いをして、賛成意見といたしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１１、議案第４号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第４号は原案のとおり可決いたしま
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す。

◎日程第１２ 議案第５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１２、議案第５号を議題といたします。

平成２９年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第２号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第５号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計事

業勘定補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１７８万３，

０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ１０億６，９８５万７，０００

円にしようとするものであります。

補正の概要について、歳入より申し上げます。１ページをご覧ください。

３款国庫支出金において１３万３，０００円の追加は、特定健康診査等負担金で

あります。

６款道支出金において５５万８，０００円の追加は、特定健康診査等負担金及び

道財政調整交付金であります。

９款繰入金において１０９万２，０００円の追加は、財政調整基金繰入金です。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費において４２万５，０００円の追加は、委託料であります。

１１款諸支出金において１３５万８，０００円の追加は、国庫負担金補助金等精

算返還金であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。３ページから９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１２、議案第５号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第５号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１３ 議案第６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１３、議案第６号を議題といたします。

平成２９年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第６号 平成２９年度今金町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ８５万３，

０００円を減額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ８，５２１万３，０００円にし

ようとするものであります。

補正の概要につきまして、歳入より申し上げます。１ページです。

１款後期高齢者医療保険料において８５万６，０００円の減額は、特別徴収保険

料及び普通徴収保険料であります。

４款諸収入において３，０００円の追加は、雑入であります。

次に、歳出は２ページです。

２款後期高齢者医療広域連合納付金においては８５万６，０００円の減額であり

ます。

３款諸支出金において３，０００円の追加は、保険料還付金であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。３ページから６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１３、議案第６号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第６号は原案のとおり可決いたしま



- 56 -

す。

◎日程第１４ 議案第７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１４、議案第７号を議題といたします。

平成２９年度今金町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、理事者の説

明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第７号 平成２９年度今金町介護保険特別会計補正予

算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、保険事業勘定において既定の歳入歳出予算の総額に

それぞれ１，０３１万１，０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ７億

２，４６７万５，０００円にしようとするものであります。

補正の概要について申し上げます。

歳入は１ページです。

４款国庫支出金において１９３万７，０００円の追加は、介護給付費負担金であ

ります。

５款支払基金交付金において３１５万９，０００円の追加であります。

６款道支出金において５５万１，０００円の追加は、介護給付費負担金でありま

す。

８款繰入金において４６６万４，０００円の追加は、一般会計繰入金で８１万１，

０００円、基金繰入金で３８５万３，０００円のそれぞれ追加であります。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費で８１万円の追加は、委託料です。

３款基金積立金で５６４万８，０００円の追加は、介護保険基金積立金でありま

す。

４款地域支援事業費で３０１万１，０００円の追加は、介護予防生活支援サービ

ス事業費で３００万円、その他諸費で１万１，０００円のそれぞれ追加であります。

６款諸支出金で８４万２，０００円の追加は、償還金及び還付加算金であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、保険事業勘定、歳出・歳入全般について行います。３ページから１２ペ

ージです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、保険事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑を終

わります。

保険事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、保険事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑漏れ

を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１４、議案第７号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第７号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１５ 議案第８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１５、議案第８号を議題といたします。

平成２９年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第２号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第８号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計施

設勘定補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

業務の予定量の変更については、主要な建設改良事業で、医療用器械器具購入費

で３２１万１，０００円の追加であります。

補正の概要については、収益的収支より申し上げます。１ページです。

収入 １款第２項医業外収益で３，４７３万８，０００円の追加は、一般会計負

担金であります。

次に、２ページから３ページであります。

支出 １款第１項医業費用で３，４７３万８，０００円の追加は、給与費で１，

４４８万４，０００円、材料費で８０３万３，０００円、経費で１，２２２万１，

０００円、それぞれ追加であります。

次に４ページです。

資本的収入及び支出において、支出１款第１項建設改良費で１１万１，０００円

の追加は、医療用器械器具購入費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について行います。１ペ

ージから４ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般につ

いての質疑を終わります。

収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般についての質疑漏れございません

か。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般につ

いての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１５、議案第８号について採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第８号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１６ 議案第９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１６、議案第９号を議題といたします。

平成２９年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第９号 平成２９年度今金町公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３万７，

０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，７０４万３，０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものについて説明をいたします。

歳入は１ページからです。

２款使用料及び手数料で３万７，０００円の追加は、使用料であります。

４款繰入金において１８０万円の減額は、一般会計繰入金です。

７款町債において１８０万円の追加は、下水道事業債です。

歳出は２ページです。

２款維持費で３万７，０００円の追加は、維持管理費であります。

次に３ページ、第２表地方債であります。

起債の目的、下水道事業債、限度額１８０万円、起債の方法、普通貸借または証

券発行、利率、年５％以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地

方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直

し後の利率、償還の方法、政府資金については、その融資条件により、銀行その他
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の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期

間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

計１８０万円。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。４ページから９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１６、議案第９号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第９号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１７ 認定第１号～日程第２４ 認定第８号（一括審議）

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。

日程第１７、認定第１号 平成２８年度今金町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第１８、認定第２号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定

歳入歳出決算認定について、日程第１９、認定第３号 平成２８年度今金町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２０、認定第４号 平成２８

年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２１、認定第５号

平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について、日程

第２２、認定第６号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出

決算認定について、日程第２３、認定第７号 平成２８年度今金町簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第２４、認定第８号 平成２８年度今金町

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、以上８件につきましては、一

括議題とし審議したいのでありますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

したがって、一括議題として審議することに決定いたしました。
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本案は、議会選出の監査委員を除き審議したいのでありますが、ご異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、徳田議員については退席をお願いいたし

ます。

（徳田議員 退席）

〇議長（村瀬 広君） それでは、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） それでは、説明を申し上げます。

認定第１号 平成２８年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第２

号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定につい

て、認定第３号 平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定第４号 平成２８年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、認定第５号 平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認

定について、認定第６号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入

歳出決算認定について、認定第７号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について、認定第８号 平成２８年度今金町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について、以上８会計の歳入歳出決算認定について、提案理由

を申し上げます。

平成２８年度今金町一般会計並びに各特別会計につきましては、それぞれ法定期

間内に決算を了し、監査委員の審査をいただいたところであります。

審査結果につきましては、９月５日に意見を付して審査報告書をいただきました

ので、地方自治法並びに地方公営企業法の規定に基づき提案をいたします。

ご審議いただき認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明が終わりました。

次に、理事者の概要説明を求めます。

なお、説明に当たっては、事前に平成２８年度決算状況の概要を配付しておりま

すので、総括的な説明としてください。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） それでは、平成２８年度の状況を認定第１号から順次概要

を申し上げます。

平成２８年度決算状況の概要をご覧ください。１ページです。

前段の国内情勢については、省略をいたします。中段からであります。

本町の財政状況を見ると、健全化判断比率等の財政指標においては、健全性が保

たれていますが、高齢化の加速や人口の減少等に伴い、歳入面においては町税収入、

交付金等の減少が懸念され、地方交付税についても、国の概算要求額が減額になっ

ており増額は期待できない状況にあります。

一方、歳出面においては、特別会計の繰出金や社会保障関係経費、維持補修経費
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等の経常的経費が高水準のまま推移している状況にありますが、将来の負担に備え

た財源の確保に努めつつ、健全な財政を維持しながら、第５次今金町総合計画、今

金町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる主要な政策に取り組み、町民生活に

直結する多くの事業を継続的に展開していかなければなりません。

こうしたことから、平成２８年度予算の編成については、町民の視点に立った施

策の展開、各課における事務事業の見直しと優先順位の選択、創意工夫をしながら

も積極的な財源確保など、職員一人一人の知恵と力を最大限に発揮して、最少の経

費で最大の効果を上げるよう努めるとともに、町民と協働を進め、本町の安全、安

心、活力あるまちづくりに尽力するよう予算執行をした次第であります。

以下、各会計の概要を申し上げます。

始めに、一般会計より申し上げます。２ページ前段であります。

平成２８年度の当初予算規模は５５億９７２万７，０００円で、補正予算３億７，

４６２万３，０００円を追加し、最終予算総額は５８億８，４３５万円、前年度対

比９．３％の増となりました。

これにより、平成２８年度一般会計の決算額は、歳入総額で５５億６，０４６万

１，４１３円、前年度対比４．７％増、歳出総額は５５億１１万６，８３２円で、

増減率４．５％の増となりました。

以上の結果、歳入歳出差引総額は６，０３４万４，５８１円となり、繰越明許費

の繰越分２，９２２万７，０００円、財政調整基金への積み立て１，６００万円を

差し引いた１，５１１万７，５８１円を平成２９年度へ繰り越し決算を終了した次

第であります。

途中の詳細は省略させていただきます。８ページの下段から３行目であります。

なお、地方財政は依然として厳しい状況が続いており、今後もこの状況が続くこ

とが予想されますが、財政健全化のために徹底した経費の節減、合理化を図りつつ、

限られた財源を有効に活用し、質の高い行政サービスを行うため一層の努力をする

所存であります。

次に、特別会計について申し上げます。

国民健康保険特別会計事業勘定につきましては、９ページです。

歳入決算額は１０億３，４１５万１，０９６円で、収入未済額は３，８８７万３，

０３９円で、国保税の徴収率は８４．４％で、前年度に比べ１．７ポイントの増と

なっております。１０ページです。歳出総額は１０億３，１４０万６，５１４円で

８０万８，４８６円の執行残となりました。これにより、歳入歳出差引残額は２７

４万４，５８２円となり１７４万４，５８２円を財政調整基金へ積み立て、残額１

００万円を翌年度へ繰り越しいたしました。

少子高齢化の進展や経済の低迷等に伴う低所得者の増加、慢性疾患を中心とした

疾病構造の変化や、医療技術の高度化、専門化に伴い、医療費は依然として高い水

準で推移している状況にあります。今後においても、医療費の低減、適正化のため

の取り組みを計画的、積極的に推進する所存であります。
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後期高齢者医療特別会計につきましては、１１ページです。

歳入決算額は８，３３０万７，５４４円で、歳出決算額は８，３３０万２，１９

７円で３，８０３円の執行残となりました。これにより、歳入歳出差引残額は５，

３４７円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。

今後においても、当該制度の円滑な運営が図られるよう、住民への制度趣旨の周

知を引き続き行うとともに、高齢者が安心して生活できるよう努める所存でありま

す。

介護保険特別会計につきましては、１２ページから１４ページであります。

保険事業勘定より申し上げます。

歳入決算額は７億８６７万７，９１６円で、歳出決算額は７億６６８万９，０６

４円で１７７万２，９３６円の執行残を生じました。これにより、歳入歳出差引額

は１９８万８，８５２円となり１３３万３１円を介護保険基金へ積み立て、残額６

５万８，８２１円を翌年度へ繰り越しいたしました。

次に、サービス事業勘定であります。１３ページから１４ページであります。

歳入決算額は１，３１２万５，９４３円で、歳出決算額は１，２６７万７，２４

８円で１６万３，７５２円の執行残となりました。これにより、歳入歳出差引残額

は４４万８，６９５円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。

今後においても、平成２７年２月に策定した第６期介護保険事業計画（平成２７

年から２９年度）に基づき、基本理念である住み慣れた自分の地域で元気に暮らし

続けることができる町づくりを目指し、地域で支え合うための体制づくり、元気で

生き生きと暮らすための体制づくり、住み慣れた地域で安心して住み続けるための

体制づくりの基本方針の達成に向け、着実に施策を推進し、高齢者保健福祉の増進

に努める所存であります。

介護老人保健施設特別会計につきましては、１５ページから１６ページでありま

す。

収益的収入の決算総額は３億６，１１２万９，７５８円で、収益的支出の決算額

は３億６，１０７万８，５６１円となっております。

資本的支出の決算額は２，３６４万１，０８５円であり、これにより当該年度純

利益は５万１，１９７円となり、前年度からの繰越利益剰余金が２，１９３万７，

１９６円ありましたので、当年度末利益剰余金は２，１９８万８，３９３円となり

ました。

介護老人保健施設は、高齢化の進展とともに、地域の中核施設としての役割も大

きく、今後も在宅復帰支援機能の充実を図るため、関係機関との連携強化を推進し、

サービスの質を高め、効果的かつ適正なサービスに努める所存であります。

国民健康保険特別会計施設勘定につきましては、１７ページから１８ページです。

収益的収支につきましては、病院事業収益の決算額は７億１，０２５万８，９７

８円で、病院事業費用の決算額は７億９００万３，５９７円となっております。

資本的収支の決算額は、収入が６９３万円、支出の決算額は６，２１７万１，１
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０２円となっております。１８ページです。

これにより、当年度純利益は４９６万１，８５５円となり、前年度繰越欠損金が

１，６８７万４，１５２円を差し引き、当年度未処理欠損金は１，１９１万２，２

９７円となりました。

自治体病院における医師、看護師不足など、地域医療を取り巻く環境は以前にも

増して厳しい状況が続いておりますが、経営の効率化等のために関係医療機関との

連携を図るとともに、地域住民との共同連携も図りながら、町民が安心して医療を

受けられる病院づくりに努めてまいる所存であります。

簡易水道事業特別会計につきましては、１９ページから２０ページであります。

歳入決算額は１億４，７０８万６，６４４円で、歳出決算額は１億４，２３３万

２，４８１円となり１５１万３，５１９円の執行残が生じました。これにより、歳

入歳出差引額は４７５万４，１６３円となり４７０万円を財政調整基金へ積み立て、

残額５万４，１６３円を翌年度へ繰り越しいたしました。

なお、今後も良質な飲料水の安定供給のため、施設の維持管理に留意するととも

に、経営の健全化のための一層の努力を傾注いたします。

公共下水道事業特別会計につきましては、２１ページから２２ページです。

歳入決算額は２億１，０４８万９，６４９円で、歳出決算額は２億１，０２９万

３，７０６円で２万４，２９４円の執行残となりました。これにより、歳入歳出差

引額は１９万５，９４３円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。

今後も適切な維持管理に努めるとともに、引き続き積極的な広報活動を展開し、

経営の健全化に向けた取り組みを強化してまいる所存です。

以上、平成２８年度各会計の概要を説明申し上げましたが、厳しい財政事情の中

で各施策を推進できましたことは、議会を初め町民各位のご協力のたまものと、深

く敬意と感謝を申し上げる次第であります。

本年度の決算説明書の調製に当たりましては、昨年と同様に投資的事業の概要の

ほか、建物等の維持管理費、事務経費など用途別に決算を精査いたしました。監査

委員からの指摘、ご指導をいただいた諸点を十分認識するとともに、次年度以降の

執行に万全を期することをお誓いし、平成２８年度決算審査に当たり、内容を審議

の上、速やかなる認定をお願い申し上げて説明にかえさせていただきます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明が終わりました。

次に、監査委員の報告を求めます。

代表監査委員、天井君。

○代表監査委員（天井幸雄君） 平成２８年度各会計決算審査の結果をご報告申し上

げます。

審査は、平成２９年８月９日より同８月１８日までの延べ４日間にわたり、地方

自治法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項の規定により、町長よ

り提出された平成２８年度各会計歳入歳出決算書及び証書類について審査を実施い
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たしました。

審査の対象、方法は記載のとおりであります。

審査の結果について。平成２８年度の一般会計を始め各特別会計の決算は、いず

れも法定期間内に出納閉鎖がなされており、正当なものと認める。

各会計の決算計数については、歳入歳出関係諸帳簿及び証書を照合した結果、い

ずれも符合しており、誤りのないことを確認した。

なお、各会計決算の概要については、決算審査報告書は事前に配付されておりま

すので説明は省略いたしますが、１６ページをお開きいただきたいと思います。

第３、監査意見。財政状況について申し上げます。

普通会計における主な財政指数で見ると、平成２８年度の実質公債費比率は６．

２％で、対前年度比０．７ポイント改善されたが、経常収支比率は７８．６％、対

前年度比２．２ポイント上昇で、前年度に比べ財政の柔軟性が低下している。

一方、地方公共団体の健全化に関する法律第３条及び第２２条の規定による健全

化判断比率及び資金不足比率では、報告のとおりいずれも赤字額、資金不足等は発

生しておらず、３カ年平均の実質公債費比率においても７．６％で、対前年度比０．

６ポイント低下しており、早期健全化基準の２５％を大きく下回って、健全性は保

たれている。

社会保障関連経費や特別会計への一般会計繰出金などは増加を続け、公共施設の

長寿命化対策及び防災減災対策等に多大な投資が見込まれるなど、財政需要はます

ます高まるものと予想され、平成２８年度決算においては、財政調整基金から最終

的に２億１，０４９万３，０００円を取り崩す結果となり、財政運営はこれまで以

上に厳しくなることが予想されるので、十分留意する必要がある。

このため、インフラや施設の整備に当たっては、必要性や緊急性を勘案し、これ

まで以上の選択と集中に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げる効果的

な取り組みによる健全な財政運営が図られるよう努められたい。

第５次今金町総合計画の基本構想に掲げた新しい将来像の実現に向けて、魅力あ

る町づくりを推進し、継続的に町が発展することを望むものであります。

以上申し上げまして、決算審査報告といたします。

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明及び監査委員の報告が終わりました。

これより、認定第１号 平成２８年度今金町一般会計歳入歳出決算の質疑を行い

ます。

質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、発言は簡明かつ明瞭とし、

議題外にわたらないよう、あらかじめお願いをしておきます。

なお、決算書、決算説明書は、事前に配付されておりますので、直ちに審議に入

ります。

質疑は、歳入より款ごとに行います。

１款町税の質疑を行います。１２ページから１５ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 町税の質疑を終わります。

２款地方譲与税の質疑を行います。１４ページから１５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方譲与税の質疑を終わります。

３款利子割交付金の質疑を行います。１４ページから１７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 利子割交付金の質疑を終わります。

４款配当割交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配当割交付金の質疑を終わります。

５款株式等譲渡所得割交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 株式等譲渡所得割交付金の質疑を終わります。

６款地方消費税交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方消費税交付金の質疑を終わります。

７款自動車取得税交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 自動車取得税交付金の質疑を終わります。

８款地方特例交付金の質疑を行います。１８ページから１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方特例交付金の質疑を終わります。

９款地方交付税の質疑を行います。１８ページから１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方交付税の質疑を終わります。

１０款交通安全対策特別交付金の質疑を行います。１８ページから１９ページで

す。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 交通安全対策特別交付金の質疑を終わります。

１１款分担金及び負担金の質疑を行います。１８ページから２１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。２０ページから２５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

１３款国庫支出金の質疑を行います。２４ページから２９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国庫支出金の質疑を終わります。
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１４款道支出金の質疑を行います。２８ページから３３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 道支出金の質疑を終わります。

１５款財産収入の質疑を行います。３２ページから３５ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 財産収入という中でいうと、貸地貸家も含めてだと思うん

ですけれども、貸地貸家料の設定。これ常任委員会でも以前お聞きをしたんですけ

れども、例えば前払いとか後払い、月払い、年払い、これ契約の内容によるという

んですけれども、どんな条件があればそういう契約になるのかというのをお示しを

いただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 貸地貸家含めてですけれども、契約の相手方と契約

を結ぶ際につきましては、例えば納期限、こちらの方はあらかじめ協議をしてとい

いましょうか、前例なども含めまして設定をさせていただいて、その期限までに納

入をいただけることを約定して契約に臨むということになっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 要するに、貸地貸家、いわゆるこれから借りて利用をする

という、例えば貸地でも貸家でもそうです。契約をして借りて、終わってから借り

た分を払うのか。料金を払ってから利用するのか。この前払いなのか後払いなのか

ということを、契約の内容によってというのが、いま課長が言うのは、前例とかい

ろいろ勘案するということらしいですけれども、じゃ、どんなときに後納、後から

払うようになるのか。どういう条件があれば。

というのは、私たちの感覚で言うと、土地を借りたり建物を借りると、前払いで

料金を払う。払い終わったら、それで終わり。借りている分については。後納とい

うことになると、使ってから払うということになると、いわゆる未収だとか滞納に

結びつくんじゃないかという思いがある。その辺のところが、どうして後納になる

のか。前例とかっていうんだけれども、じゃ、どういうのが前例になるのか。ただ

前に貸したときに後納だったから、それは今回も後納という、そういう考え方なん

ですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 明確に基準はないかというふうに思うんですが、個

々の契約はさておいて、一般的には、当該年度に借りた、使用したものについて、

当該年度にその使用料なりを収入をすると、こういう考え方が前提でないかなと思

いますし、一般的には前納、後納ということでおっしゃられますと、契約をした後

に支払いの期限が来るということが、私たちが行った契約の中では一般的かなとい

うふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 未収、いわゆる滞納、現年度分も含めて八千何百万という
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のは、これ監査委員の報告の中にありました。これっていうのは、どう減らしてい

くか。徴収をどうしていくかということでは、いろんな手法を使ってやっているの

はわかります。滞納整理機構も含めて、広域で取り組んだりしているのはわかるん

ですけれども、要するに未収だとか滞納に結びつかないような契約の仕方をしてい

かなければならないというふうに思う。

だから、前例がこうだったからということではなくて、やはり契約の内容も見直

す必要が私はあるのかなという気がする。ですから、今後においては、事案によっ

ては、それぞれケース・バイ・ケースというのは、おっしゃるのはわからないわけ

ではないんだけれども、基本的な考えというのは、公平という原則を考えたら、み

んな前納しているわけですから、ほとんどが。貸地、土地を借りても建物を借りて

も、そういう例を見ながら、今後の未収、滞納に結びつかないような町の財産の貸

し付けを行っていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） おっしゃる意味はすごくよくわかりますので、いま

の現在の納期限の設定の仕方が、それが未収にどの程度結びついているかというこ

との検証も当然必要だというふうに思いますし、逆に例えば分納するケースもござ

いますので、そういったことの検証。それから、途中で解約になったときに、私た

ちがやっているのは、例えば日割計算ですとか細かくやるんですね。そういったこ

との影響なんかも含めて、内容の方はちょっと精査をさせていただかなければいけ

ないかなというふうに思いますし、それから、徴収体制ですとか、それから督促な

んかも含めてですけれども、庁内の関係の会議がありますので、そういったところ

でも少し話をもみながら、今後の対策といいましょうか、そこのところの参考にこ

の度の意見はさせていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたし

ます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。

１６款寄附金の質疑を行います。３４ページから３５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 寄附金の質疑を終わります。

１７款繰入金の質疑を行います。３４ページから３７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。

１８款繰越金の質疑を行います。３６ページから３７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。

１９款諸収入の質疑を行います。３６ページから３９ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

２０款町債の質疑を行います。３８ページから４１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 町債の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

次に、歳出の質疑を款ごとに行います。

１款議会費の質疑を行います。４２ページから４３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 議会費の質疑を終わります。

２款総務費の質疑を行います。４２ページから６５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

３款民生費の質疑を行います。６４ページから７９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 民生費の質疑を終わります。

４款衛生費の質疑を行います。７８ページから８５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 衛生費の質疑を終わります。

５款労働費の質疑を行います。８４ページから８５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 労働費の質疑を終わります。

６款農林水産業費の質疑を行います。８４ページから９５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。９４ページから９７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 商工費の質疑を終わります。

８款土木費の質疑を行います。９６ページから１０５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 土木費の質疑を終わります。

９款消防費の質疑を行います。１０４ページから１０７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 消防費の質疑を終わります。

１０款教育費の質疑を行います。１０６ページから１２１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 教育費の質疑を終わります。

１１款公債費の質疑を行います。１２０ページから１２３ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。

１２款予備費の質疑を行います。１２２ページから１２３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 予備費の質疑を終わります。

１３款災害復旧費の質疑を行います。１２２ページから１２５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 災害復旧費の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第１号についての質疑漏れを終わります。

１５時５０分まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時３８分

再開 午後 ３時５０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

次に、認定第２号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算の質疑を行います。

質疑は、始めに歳入全般について行います。１４８ページから１５９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

次に、歳出全般について質疑を行います。１６０ページから１７５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般について質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第２号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第３号 平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

質疑を行います。

質疑は、始めに歳入全般について行います。１８３ページから１８６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

次に、歳出全般について質疑を行います。１８７ページから１９０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般について質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第３号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第４号 平成２８年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算の質疑を

行います。

質疑は、始めに保険事業勘定、歳出、歳入全般について行います。１９８ページ

から２２５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 保険事業勘定、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。

次に、サービス事業勘定、歳出、歳入全般についての質疑を行います。２３３ペ

ージから２３８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） サービス事業勘定、歳出、歳入全般についての質疑を終わり

ます。

本会計全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第４号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第５号 平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算

の質疑を行います。

質疑は、始めに収益的収入及び支出全般について行います。２５２ページから２

５３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

次に、資本的収入及び支出全般についての質疑を行います。２５３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、資本的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

本会計全般について質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第５号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第６号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出

決算の質疑を行います。

質疑は、始めに収益的収入及び支出全般について行います。２６７ページから２

６８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

次に、資本的収入及び支出全般について行います。２６９ページです。

（「なし」の声あり）



- 71 -

〇議長（村瀬 広君） 以上で、資本的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

本会計全般について質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第６号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第７号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の質

疑を行います。

質疑は、始めに歳入全般について行います。２７９ページから２８２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

次に、歳出全般について行います。２８３ページから２８６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般について質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第７号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第８号 平成２８年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

質疑を行います。

質疑は、始めに歳入全般について行います。２９４ページから２９７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

次に、歳出全般について行います。２９８ページから３０１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第８号についての質疑漏れを終わります。

これで、すべての会計の審議が終了いたしました。

これより、平成２８年度今金町各会計歳入歳出決算にわたって、一括討論を行い

ます。

始めに、反対討論がございましたら発言を許します。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 次に、賛成討論の発言を許します。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 賛成討論ですけれども、いいですか。

〇議長（村瀬 広君） どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） 平成２８年、町はいろんなことがありました。特に大きな

災害にも見舞われました。１年間、全会計、一般会計から公共下水道、すべての会



- 72 -

計において、私は健全財政を守ったというのは、大変な成果だなというふうに思い

ます。財政健全化法の中でこれを維持していくというのは、私は至難のわざだろう

と思うんです、いまの時代。これが守られた、さらに言うと、町民の幸せもしっか

りと確保、担保しているという、ここのところが大事なところなんだろうなという

ふうに思うわけですよ。

具体的な政策について、ここでは発言はあえて控えますけれども、この２８年の

反省を踏まえて、成果を踏まえて、２９年があるんだと。こういうことを残り半年、

２９年の事業に生かしていただければ、私はありがたいかなというふうに思うんで

す。

議会としても、今回提案されたものはすべて全部の議員が精査をしています。そ

の上で、質疑が少ないということは、それなりの信頼関係があるんだなというふう

に私は理解をしております。ぜひこの成果が２９年残り、それから、もっと言った

ら３０年に向けて、よりよい政策が提案し実現できるように、理事者はもとより職

員の皆さんの努力、それから議会もそうであります。町民の協力を含めて、私は成

果が上がったということでは、本案に同意をいたします。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、採決を行います。

平成２８年度今金町各会計歳入歳出決算は、これを認定することにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、平成２８年度今金町各会計歳入歳出決算

は、原案のとおり認定することに決定いたしました。

徳田議員は、議員席にお戻りください。

（徳田議員 着席）

◎日程第２５ 議員の派遣について

〇議長（村瀬 広君） 日程第２５、議員の派遣についてを議題といたします。

次のとおり議員を派遣する。

１．産業教育常任委員会道内行政視察

２．議会改革活性化推進特別委員会実態調査（その２）

なお、目的、場所、時間、派遣議員は、別紙配付のとおりです。

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、別紙のとおり派遣することに決定いたし

ました。
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議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時０１分

再開 午後 ４時０９分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎日程第２６ 意見案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２６、意見案第１号を議題といたします。

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書、提出議

員の説明を求めます。

向井君。

○４番（向井孝一君） 意見案第１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実・強化を求める意見書。

上記意見書案を別紙のとおり関係機関に提出するものとする。

平成２９年９月２６日提出。

今金町議会議員。

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。

本道の森林は、全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、

林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮

させるためには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源

の循環利用を進める必要がある。

森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする

雇用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。

このような中、道では森林の広域的機能の維持・増進と森林資源の循環利用の実

現に向け、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金等を活用し、

植林、間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備など、さまざまな

取り組みを進めてきたところである。

また、国では、市町村主体の新たな森林整備を進める財源として「森林環境税（仮

称）」の創設に向けた検討を進めている。

今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさらに加速

し、地域の特性に応じた森林の整備を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用

による林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ること

が必要である。

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１．市町村が継続的に森林の整備などを着実に進められるよう。「森林環境税（仮

称）」を早期に創設すること。税制度の創設に当たっては、都道府県の積極的な
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かかわりのもと、森林の整備はもとより木材の利用を含め幅広く活用できる仕組

みとすること。

２．森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇

用の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確

保すること。

３．森林資源の循環利用を通じて、林業・木材産業の成長産業化を実現するため、

地域の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通・利用までの一体的

な取り組みに対する支援措置を充実・強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

平成２９年９月２６日。

今金町議会議長 村瀬広。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

意見案第１号については、討論を省略し採決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、意見案第１号については、原案のとおり

可決いたします。

ただいま町長より、議案第１０号が提出されました。

この際、これを日程に追加し議題といたしたいのでありますが、これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

よって、本案を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時１４分

再開 午後 ４時１６分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎追加日程第１ 議案第１０号

〇議長（村瀬 広君） 追加日程第１、議案第１０号を議題といたします。

工事請負契約の締結について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） 議案第１０号 工事請負契約の締結について、提案理由を

申し上げます。

平成２９年９月２５日に指名競争入札を執行いたしましたクアプラザピリカプー

ル棟改修工事について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （議案第１０号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、追加日程第１、議案第１０号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第１０号は原案のとおり可決いたし

ます。

お諮りいたします。

本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしました。

したがいまして、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会といたしたい

のでありますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（村瀬 広君） これで、本日の会議を閉じます。

平成２９年第３回今金町議会定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

閉会 午後 ４時１９分
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成２９年９月２６日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


