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平成２９年第４回今金町議会定例会 第１号

平成２９年１２月１３日（水）

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 調査報告 総務厚生常任委員会所管事務調査報告について

産業教育常任委員会所管事務調査報告について

７ 委員会報告 産業教育常任委員会道内行政視察報告について

議会改革活性化推進特別委員会報告について

８ 議案第 １号 今金町高齢者共同生活施設に係る指定管理者の指定について

９ 議案第 ２号 平成２９年度今金町一般会計補正予算（第９号）について
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（第３号）について
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について
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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４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。

本日の会議録署名議員には、会議規則第１２７条の規定により、岸君、小川君を

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１４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、例月出納検査報告、定期監査結果報告及び教育に関する事務の管理及

び執行の点検及び評価の報告、並びに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。

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。

◎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。
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芳賀君の発言を許します。

○５番（芳賀芳夫君） ただいま議長の方より発言の許可が出ましたので、町長への

一般質問をいたします。

公設合葬墓の設置について、町長にお伺いいたします。

町民の方々から、今金町に対して公設合葬墓の設置を要望する意見を伺いました。

少子高齢化が進む中、お墓を建てるのに多額な経費がかかり建てることができない、

祭祀継承者たる子を持たなかったり、または子が居るとしても、近隣に住んでおら

ず、将来にわたる維持管理の負担を負わせることが忍びないとして、不本意ながら

も墓じまいのことが頭をよぎる方々も少なくないと思います。

しかし、大都会では、永代供養とあわせ合葬墓をサービスとして提供する民間事

業もあるようですが、地方では、そのようなサービスを民間の力のみで行うのは、

なかなか難しいのが実情と思います。

町民からの要望に対して、町長として対応の必要性をどのように考えるか、町長

のご所見をお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 芳賀議員の一般質問にお答えをいたします。

近年の少子化や核家族化の進展に伴い、近親者が近くに居ない、子どもが居ない、

維持費が大変など、墓を個々に維持管理することに不安を持たれている方が増えて

いると言われております。

現在、今金町には１１地区の共同墓地とやすらぎ霊園墓地があります。

質問にありますように、亡くなられた方の増加は避けられませんし、そのことに

伴い、埋葬や供養のあり方も大きく変わってくることと思います。これまでは、墓

地における埋葬や各寺院墓地や納骨堂の利用などであったと認識していますが、特

に墓地を確保し墓を建立するということに関しては、親子等近親者の遠隔地居住が

増えていることから、現実的には難しさがうかがえる実態もあります。

人が亡くなると、だれかが引き取り弔うということは当然のこととして、生前の

ご縁に感謝をし、ねぎらい、人生の終いにかかわってきましたが、間近にそのよう

な環境を保つことができない状況になってきていると認識しています。ましてや、

新たに墓を建立するか、墓の管理を継承していくということに関しましては、難し

い社会になるのではと危惧しております。

今金町においては、火葬・納骨・供養に関しては、宗派や寺院などさまざまに行

われておりますし、民間業者による方法もありますので、公という立場からは、条

例等にのっとり公平性を保ちながら対応してきております。

この度の質問は、今金町の墓地管理と将来の墓地整備にもかかわることであり、

あわせて、将来的な埋葬の考えの変化に対し、行政の立場においても心得なければ

ならないことであると理解をしていますし、今後においては、合葬墓・合同墓設置

は必要になるものと認識をしております。
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設置に際しては、公設となりますので、基本的には合祀施設であるため、宗教の

分け隔てがないこと、納骨後の個人的な参拝は自由ですが、納骨をもって永代供養

と位置づけることから、宗教的儀式は行わないことが一般的であると考えます。

また、合葬墓・合同墓に納骨する場合、一つのお墓に血縁を超えた多くの方々の

焼骨を一緒に納めることになるため、埋葬された焼骨の返還、改葬はできないこと

が前提となります。

課題、検討事項は多くありますが、墓地管理と管理継承にかかわることと、火葬

と埋葬に関することなどを整理をしてまいりたいと思います。

大事にしたいことは、生きてきた尊厳が守られ、先祖に対する崇拝、お墓参りに

は長きにわたり受け継がれてきた大切な文化であり風習であることから、町民の皆

様はもとより、帰郷され墓参りをしていただく文化と環境を保ち続けるのも、行政

の務めであると強く思っております。

このことを踏まえ、先進事例等の情報収集や調査なども行い、まずは基本的な考

えを整理し、その位置づけや方向性を検討してまいります。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君の再質問を許します。

○５番（芳賀芳夫君） 大変前向きな答弁と承りました。

行政は、町民皆さんの暮らしの安心と安全については、常に公平性と信頼性を重

視しなければならないと思います。これから検討されるということですが、運営面、

管理面、あるいは費用面について、内的な課題、さらには町民の皆さんからの希望、

要望、さらには関係する方々の協力と理解が必要となります。外的な課題について

も、十分検討して取り組みをお願いしたいと思います。

町民からの大変大きな期待でもあります。スピード感を持った、この取り組みを

お願いしたいと思いますが、再度町長の決意のほどをお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 再質問ありがとうございます。

実は、実情をちょっと述べさせていただきますが、この間、今金町は国の法律に

基づきまして、さまざまな墓地、それぞれ自治会で運営していた墓地があるわけで

ありますけれども、それを今金町全体で管理をすることになりました。１１地区と

やすらぎ霊園、１２があるわけでありますけれども、墓地の管理は町でありますけ

れども、墓そのもの、ひとつひとつは、個人の管理ということになります。

いま、今回の質問にありますところの合同墓を含めて、実はこういう、私も墓の

管理をしたことがありますので、旧八束自治会が管理しているやすらぎ霊園の横の

方にあります、ここの名前は無縁仏の墓ということで、これは経過をお話しします

と、八束自治会で管理をしていたのを今金町が管理をすることになりました。あわ

せて、そのときに区画整理をしようということで、いろいろ区画整理をしましたら、

いろんなところから骨が出てきました。昔で言うところのまんじゅう墓って言うん

ですね。土葬をしていた、それがたくさん出てきてどうしようもなくなりまして、

自治会としては、これを何とか納める納骨堂が必要だということから、自治会の方



- 7 -

で声を上げて、地元の業者の方、墓業者の方々等含めての寄附をいただきながら、

八束自治会でお金を出してそれを建立したと。平成５５年の９月にそれを建立した

わけであります。

その後に、６３年に、今金町が墓地全体を受けたわけでありますけれども、墓は

あくまでもそれぞれの持ち主でありますので、それは八束自治会の持ち主、管理者

になるわけであります。

当時のいきさつの中では、その後に私は管理にかかわった経過がありますけれど

も、これもあわせて町の方で管理をということになったわけでありますけれども、

そのことについては、引き続き八束の方でお願いしたいということの町の意向でも

って、こんにちまで八束の方は大変な努力をしていただきながら、毎年その無縁仏

の墓の管理と、供養も自治会の予算でもってしていただいているということになり

ます。

このことをこれからどうするかということも、当然考えていかなければいけない。

共同墓地になりますので、八束でいつまでもお願いしていいのかどうかと。私は、

いま質問にありますように、合葬墓としては、町として必要だという認識を持って

いますので。ただ、３７年ぐらい経過しております。ブロックづくりで、まだ余裕

は少しあるんですけれども、最近はそこに骨を納めているという状況はないという

話を聞いておりますので、その辺の整理をしていかなきゃいけないのかなと。その

扱いも含めて、自治会と十分相談しながら、使えるうちは使うのか、あるいはどう

するのか。あわせて、そこはそことして一たん管理整理をしながら、次の新しいも

のに向かっていくのかということで重要な議論になるのではないかなと。

趣旨的なことについては、もう議員がおっしゃるとおりでありまして、加えて私

が何よりも重要なのは、本当にこの墓参りの文化というのは、日本の文化でありま

すし、これはとにかく大事にしていかなきゃいけない。一年と言わず、二年、三年

でもいいから、必ずお墓参りをしていただくと。この文化がとても重要だと。それ

が親子の絆、先祖との絆を深めるわけでありますから、それがまちづくりの原点に

なりますので、議員がおっしゃっていただいたことをきちっと踏襲しながら、いろ

いろ課題、検討もありますけれども、まずは、いまある実態、そこに今金町でさま

ざまなお骨を入れさせてくださいということも含めて、いろいろ課題もありますの

で、検討させていただくことをお願い申し上げたいと思います。

先ほど申し上げましたのは、平成５５年ではなくて昭和５５年の９月の建立であ

ります。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） ありがとうございました。

最後になりますが、この合葬墓の設置が、多くの町民の皆さんの安心の一助になる

ことを願いながら質問を終わります。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。
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◎日程第６ 調査報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、これより調査報告を行います。

始めに、総務厚生常任委員会所管事務調査報告についてを議題とし、総務厚生常

任委員長の報告を求めます。

総務厚生常任委員長、川上君。

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 委員会調査報告。

本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定した

ので、会議規則第７７条の規定により報告します。

記

所管事務調査項目

１）一般会計の財政状況について

２）行政財産の管理状況について

３）生活改善センター等の管理運営状況について

４）まちづくり振興対策事業について

５）行政改革の進捗状況について

６）総合計画の進捗状況について

７）税及び税外収入の収納状況について

８）社会福祉施設及び団体の運営状況について

９）総合福祉施設の管理運営状況について

１０）介護老人保健施設の管理運営状況について

１１）国保病院の管理運営状況について

１．調査目的 所管事務調査

２．調査日程 平成２９年７月１９日・２０日の２日間

３．調査結果

高齢者共同生活施設「せせらぎ」、障がい者支援施設「ひかりの里」、特別養護

老人ホーム「豊寿園」の運営状況、南団地町営住宅屋根塗装工事、南栄町地区町

有住宅改修工事の進捗状況、各生活改善センター等災害用備品の整備状況、美利

河地区町有地の活用状況、ちょっと暮らし体験住宅の状況確認のため、現地に出

向き調査を行った。

また、所管事務調査項目に挙げた１１項目については、さらに提出された資料

により調査をした。

それでは、意見のみを発表させていただきます。

４．意見

高齢者共同生活施設「せせらぎ」、障がい者支援施設「ひかりの里」及び特別

養護老人ホーム「豊寿園」の事業者からは、福祉施設に共通する課題として介護

スタッフが不足しているとの声も多く、特に看護師の確保が困難な状況にあるよ

うですので、人員の確保に最大限努力をされながら、入所者が快適に生活できる

環境づくりや福祉サービスを維持できる体制づくりに努めていただきたい。
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また、一方で各施設ともに入居者の高齢化が進んでいることから、しっかりと

した連携を図りながら執り進めていただきたい。

町有施設の屋根塗装工事や改修工事については、今後においても計画的な塗装、

改修等を継続しながら、施設の適切な維持管理に努めていただきたい。

ちょっと暮らし体験住宅については、町外から人を呼び込むには有効な手段で

あり、今後も活用を図られたい。

美利河地区の町有地については、イチゴ栽培ハウスの建設が進められており、

今後も有効活用が図られるよう望む。

各生活改善センター等に配置されている発電機などの災害用備品については、

災害時に地域の方々が実際に使える体制づくりや、運転等の技術的な部分も含め

て地域で活用できる運用方法を検討していただきたい。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 次に、産業教育常任委員会所管事務調査報告についてを議題

とし、産業教育常任委員長の報告を求めます。

産業教育常任委員長、向井君。

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 委員会調査報告。

本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定した

たので、会議規則第７７条の規定により報告します。

記

所管事務調査項目

１）農林業振興対策事業について

２）農作物生育状況及び気象状況について

３）建設工事等の進捗状況について

４）産業後継者就業実態対策について

５）国営緊急農地再編整備事業の進捗状況について

６）農業後継者就業実態について

７）公衆浴場等の管理状況について

８）商工観光振興対策について

９）簡易水道等施設の管理状況について

１０）浄化センターの管理運営状況について

１１）教育委員会所管施設の管理運営状況について

１２）クアプラザピリカスキー場の台風１８号による被害状況について

１．調査目的 所管事務調査のため

２．調査日程 平成２９年７月２６日・２７日及び１１月３０日の３日間

３．調査結果

現地調査については、中央通線交付金工事及び豊田橋長寿命化修繕交付金工事

の進捗状況、水稲試験圃場（八束地区）の生育状況、国営緊急農地再編整備事業

（今金北地区）及び森林管理道住吉支線の進捗状況、クアプラザピリカの運営状
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況、イチゴ栽培ハウス整備及び史跡ピリカ遺跡ガイダンス施設等整備事業の進捗

状況、奥ピリカ温泉山の家の現状、高美公園施設撤去工事及び教員住宅建設工事

の進捗状況、あったからんどの運営状況及び温泉井掘削の進捗状況について、そ

れぞれ目的を持って調査した。

なお、所管事務調査項目に掲げた１１項目については、さらに提出された資料

により調査した。

また、１１月にはピリカスキー場の台風１８号による被害状況、プール棟改修

工事及びイチゴ栽培ハウス整備の進捗状況についても調査を行った。

４．意 見

今年の融雪期は例年より早く、農作業は平年並みに始まったが、４月１８日の

強風により作業に中断や遅れが生じた。５月下旬は、例年になく気温が高く安定

し、生育は順調に進んできたが、６月には一転、低温・日照不足となり生育停滞

が見られた。７月には天候が回復し高温状態が続き、８月は日照時間が平年並み

以上に確保されたが、９月下旬の降雨により作業が遅れた。

水稲の１０月１５日現在の作況指数は、檜山管内１００で平年並みとなってい

る。また、農作物全体では、６月の低温・日照不足もあったが、７月以降の天候

の回復により、数量及び品質は概ね平年並みとなっている。

５月２２日にジャガイモのシストセンチュウの発生が確認されたことから、蔓

延防止の具体的方策を徹底し、侵入防止、拡散防止について、今後十分農協と連

携をとりながら対策を進めていただきたい。

国営緊急農地再編整備事業については、工事費自体とは別に、どの程度国営を

施工することによって本町に及ぼす経済効果について調査する必要があると思わ

れるので検討されたい。

旧石器文化館について、文化的に素晴しい資料を展示しているので、より多く

の方に見ていただき、旧石器時代の文化に触れてもらうことが重要と思うので、

入場料の無料化について検討をされたい。

現在、種川小学校のプールについては、今金小学校や一般開放で多くの方々が

利用しているが、脱衣室やロッカー等の設備が限られていることから、不便をか

けることのないよう、利用者の意見もいただきながら長く使用できる施設になる

努力をしていただきたい。

奥美利河の温泉については、急傾斜地の指定を受けたことから、今後において

温泉棟を建設することは困難と思われるので、簡易脱衣所を設けて、露天風呂だ

け開放するなど、有効な観光資源としての活用を検討されたい。

国営緊急農地再編整備事業の推進により経営規模の拡大が見込まれる中で、農

業者の減少も見受けられることから、農業後継者がしっかりと育っていく環境や

新規就農者も含めてさまざまな部分で農業に従事できる施策を検討されたい。

ピリカスキー場の台風１８号による被害状況については、ゲレンデの地すべり

や照明灯の傾き等を除き復旧しているが、危険箇所の表示など安全対策には十分
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配慮をお願いしたい。

なお、プール棟改修工事については、床や内壁のコンクリートの流し込みも終

わり、急ピッチで工事が進められており、予定どおりの完成を望む。

イチゴ栽培ハウスについては、骨組みの設置もほぼ終了し、１２月末までには

完成する見込みであり、障がい者通年雇用の場の確保のための施策に期待する。

〇議長（村瀬 広君） 以上で、調査報告を終わります。

◎日程第７ 委員会報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、委員会報告を行います。

始めに、産業教育常任委員会道内行政視察報告についてを議題とし、産業教育常

任委員長の報告を求めます。

産業教育常任委員長、向井君。

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 産業教育常任委員会道内行政視察報告書。

本委員会において、１０月１０日から１２日までの３日間、道内先進地を視察し

てまいりましたので、その概要を別紙のとおり報告いたします。

記

■視察地及び視察内容

○士別市及び妹背牛町

・ＧＰＳ（全地球測位システム）等の先端技術を活用した農作業の省力化、高度

化など新しい農業機械作業体系に向けた取り組み等について

・士別市上士別地区及び妹背牛町妹背牛地区の圃場見学

○深川市

・深川市多目的低温倉庫の導入経過及び活用状況について

・深川市多目的低温倉庫の見学

○留萌市

・空き店舗を活用した新たな交流拠点「るもいプラザ」の整備やにぎわい創出を

目指した複数店舗の誘致、チャレンジショップの設置等、留萌市商店街振興組合

連合会の独自の取り組みや行政との連携について

・るもいプラザの見学

意 見

士別市上士別地区においては、国営農地再編整備事業により水田圃場の標準区

画が３．４ヘクタールと大区画化されたことを最大限に生かす農業を展開するた

め、ＩＴ農業研究会を立ち上げ、先端技術を活用した農業の省力化・高度化・無

人化（ＧＰＳ等の活用）等の研究を進めており、衛星利用測位システム（ＧＰＳ）

を活用し、ＧＰＳガイダンス及び自動操舵装置を利用した、耕起、代かき、田植

え作業等を既に実施している。

本町においても、国営緊急農地再編整備事業により圃場の整備を行っており、

標準区画は士別市上士別地区よりも小さくなるものの、ＩＴ農業を取り入れるこ
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とで、作業効率の向上、労働時間等の軽減が図られることが期待されるため、Ｉ

Ｔ農業に関する研究会等を立ち上げ、調査・研究を行うことが望まれる。

妹背牛町においては、国営農地再編整備事業により水田圃場の標準区画が２．

２ヘクタールと大区画化され、国営期成会ＧＰＳ研究会やＧＮＳＳ研究会を立ち

上げ、士別市上士別地区と同様にＧＰＳ等を活用したＩＴ農業に取り組んでいる。

また、圃場内の高低差や凹凸の実測については、ＲＴＫ－ＧＰＳシステムを使

い、４輪バギーにより計測をして高低差マップを作成し、圃場均平化のため他の

レーザーレベラーと干渉しないＧＰＳレベラーシステムを活用して均平精度の向

上や省力化等、効率的な均平作業を実施している。

本町においても、上士別での意見同様にＩＴ農業の関する研究会等を立ち上げ、

調査・研究することが望まれる。

深川市の多目的低温倉庫は、市が事業実施主体となり、ＪＡきたそらちが指定

管理者として運営を行っている。

多目的低温倉庫については、当初はＪＡきたそらちが整備する方針で、それに

市が支援する方法を検討していたが、深川市は米が主体ということで、米の町と

して生き残るためにも、施設整備については市も一体となって推進することが望

ましいという考えからであった。

今回の整備は、農業を基幹産業とする深川市としては、地域にとって有利な財

源を用いて総合的に事業を推進するには、どのような手法がよいのかを検討した

結果、多目的低温倉庫については、国庫補助事業の対象外であり多額の費用を要

することで農業者負担も多く、今後の農業経営に大きな影響を及ぼすということ

から、農業者の負担軽減のために市が事業主体となり整備を進めている。

本町においても、農業が基幹産業ということから、農業施設整備については、

災害時に備蓄も備えた深川方式を取り入れることも検討する必要があると考え

る。

空き店舗の活用については、商店街の活性化やまちなかの交流拠点として役割

も大きく、本町においても、行政、民間等で空き店舗活用について十分検討する

ことが必要と考えます。

また、継続して事業をするためには、行政のバックアップの必要性も感じられ

ました。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 次に、議会改革活性化推進特別委員会報告についてを議題と

し、議会改革活性化推進特別委員長の報告を求めます。

議会改革活性化推進特別委員長、山崎君。

○議会改革活性化推進特別委員長（山崎 仁君） 特別委員会報告。

議会改革活性化推進特別委員会に付託された下記事項について、会議規則第７７

条の規定により報告します。

記
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１．付託事項

議会基本条例を制定してから１０年以上を経過したことから、その内容につい

て検証を行う必要があることや、改正を必要とする箇所があるかを改めて検討す

ることと、条例設置からの共通認識を深め、さまざまな課題等を協議し、議会の

改革と活性化を図り、より開かれた議会と議員の資質向上を図る件。

２．付託事項の調査方法

議会基本条例をもとに議員提案を１５の調査項目に整理し、その全てに全議員

が参加して検討・討議し、意見を聴取した上で、方向性を見出すことを決め、特

別委員会を適宜開催した。

なお、この見直しに伴い条例、規則等の改正が必要と認められる場合には、適

切な措置を講じることとした。

３．日程

平成２８年１２月１４日、平成２９年１月１１日、２月１０日、３月１５日、

４月１１日、５月１０日、７月１１日から１３日、８月４日、９月１２日、１０

月２４日、１０月２６日、１１月１７日、１１月２８日、１２月１日の１６日間、

特別委員会を開催した。

４．先進地視察

７月１２日から１３日にかけて浦幌町並びに芽室町において、議員定数や議員

報酬等を主に議会改革の取り組みについて意見交換を行った。

さらに１０月２４日には、木古内町並びに森町において、一常任委員会や会期

の通年制のメリット・デメリット等について意見交換を行った。

５．付託事項の調査結果

（１）議員定数及び議員報酬等について

議員定数を削減した場合、民意を町政に反映させることができるか疑問が残

ることや、今後大型の事業が計画されており、財政運営等に対する議会として

の監視機能を強化するためにも、議員定数については、現状の１２名が望まし

いと判断する。また、議員報酬については、地方議会議員のなり手不足の問題

等もあり、将来に課題が残ることから継続審議とする。

なお、会期の通年制については、さらに調査研究が必要と判断し調査を継続

する。

（２）議員活動等について

・政務活動費及び議員研修の充実強化について

政務活動費は、今後さらに多様化する町行政の事務事業に対応する議員の資

質向上とともに、議員研修等への迅速な取り組み等を考えたとき、これを導入

することが望ましい。

なお、より具体的な取り組みについて検討が必要なことから、今後は議会運

営委員会で調査を継続し、全議員との協議の上決定する。

・町民会議・住民会議のあり方について
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町民会議及び住民会議は、引き続き実施することとする。

なお、住民会議は、いままで町内の団体、組織などの要望に応じて開催して

きたが、今後、議会側からも積極的に呼びかけていくことが必要である。

（３）委員会活動等について

常任委員会のあり方について

現在の常任委員会は、総務厚生常任委員会、産業教育常任委員会、広報発行

常任委員会の三常任委員会制としているが、改選後においては大きな事業が想

定されるため、今後においては総務厚生常任委員会、産業教育常任委員会を一

常任委員会とし、議員一丸となった常任委員会運営をされる方が望ましいと考

える。

また、広報発行常任委員会については、正副議長を除く議員全員が広報にか

かわることとし、改選後には定数５人、任期２年とし、常任委員会から特別委

員会に変更することが望ましいと考える。

（４）議会活動等について

・議会中継について

議会のライブ中継については、町民からの要望もあり、積極的に取り組むこ

ととするが、今後、ライブ中継を実施するには、通信環境、音響機器を含めた

放送機材等の環境整備が必要となることから、今後、実施するためには、予算

の確保など理事者側との協議が必要となる。

・議会図書の充実と適切な管理について

現在、議会図書は議員控室に書棚を設置し、一般にも開放しているが、蔵書

も少なく利用されていないのが実情である。今後は、図書予算を確保するとと

もに、図書の充実と環境整備に努めることとする。

・事務局体制の整備・強化について

議会の政策立案機能を高めるためには、事務局の協力が必要不可欠なことか

ら、今後も職員の資質向上を図りながら、事務局体制の整備・強化を進めるこ

ととする。

・議会モニター制度について

議会モニター制度については、議員間でモニター制度に対する認識を一致す

る必要があり、取り組む、取り組まないも含め継続協議をしながら、取り組む

とすればより具体的な内容を任期中に決定し、次期改選後から制度がスタート

するよう調査を継続する。

（５）理事者との協議について

政務活動費、議員研修及び一常任委員会制等については、理事者との協議が

必要である。

以上、全会一致で決定をしましたので報告をいたします。

〇議長（村瀬 広君） 以上で、委員会報告を終わります。

議場の時計で１１時２０分まで暫時休憩いたします。
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休憩 午前１１時０９分

再開 午前１１時２０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。

今金町高齢者共同生活施設に係る指定管理者の指定について、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 今金町高齢者共同生活施設に係る指定管理者

の指定について、提案理由を申し上げます。

当該公の施設の指定管理者を、平成３０年４月１日より指定するため、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求め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）

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号を議題とします。

平成２９年度今金町一般会計補正予算（第９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２号 平成２９年度今金町一般会計補正予算（第９

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からそれぞれ１億６，
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９１５万３，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億７，４９５

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、歳入より申し上げます。１ページです。

９款地方交付税において７，９６４万８，０００円の追加は普通地方交付税で、

財源調整であります。

１１款分担金及び負担金で６１万３，０００円の減額は、負担金です。

１２款使用料及び手数料で５９万円の減額は、使用料で１２７万５，０００円の

減額、手数料で６８万５，０００円の追加であります。

１３款国庫支出金において９，９１０万５，０００円の減額は、国庫負担金で２

２４万１，０００円の追加、国庫補助金で１億１３４万６，０００円の減額であり

ます。

１４款道支出金において５８３万４，０００円の追加は、道負担金で９４万円、

道補助金で４９３万３，０００円、それぞれ追加で、委託金においては３万９，０

００円の減額であります。

１５款財産収入で２８５万９，０００円の追加は、財産運用収入で９万９，００

０円の減額、財産売払収入で２９５万８，０００円の追加であります。

１６款寄附金で２２７万６，０００円の追加。

１７款繰入金において６，７９６万円の減額は、基金繰入金であります。

１９款諸収入で３９万８，０００円の追加は、雑入であります。

２０款町債において９，１９０万円の減額であります。

次に、歳出は２ページから３ページです。

１款議会費においては２１万２，０００円の減額です。

２款総務費において８０１万１，０００円の追加は、総務管理費において６６８

万４，０００円、戸籍住民基本台帳費において１１７万１，０００円、選挙費にお

いて１６万円それぞれ追加し、統計調査費において４，０００円の減額であります。

３款民生費において７４０万５，０００円の減額は、社会福祉費において２，７

０９万３，０００円の減額、児童福祉費において１，９６８万８，０００円の追加

であります。

４款衛生費において３，５８３万８，０００円の追加は、保健衛生費で３，５２

４万３，０００円、清掃費において５９万５，０００円のそれぞれ追加であります。

５款労働費において２万１，０００円の減額は、労働諸費です。

６款農林水産業費において３９万３，０００円の減額は、農業費で３８３万９，

０００円の追加、林業費で４２３万２，０００円の減額であります。

７款商工費においては１，２４７万円の追加であります。

８款土木費において１億８，１１５万９，０００円の減額は、土木管理費で１万

１，０００円、道路橋梁費で１億７，８７７万１，０００円、河川費で２５万円、

都市計画費で１６９万１，０００円、住宅費で４３万６，０００円、それぞれ減額

であります。
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９款消防費においては３５２万２，０００円の減額。

１０款教育費において３，０１２万１，０００円の減額は、教育総務費で２４２

万４，０００円の追加、小学校費で１４９万９，０００円の減額、中学校費で３９

６万７，０００円の追加、社会教育費で１５万５，０００円の追加、保健体育費で

３，５１６万８，０００円の減額であります。

１１款公債費において２５３万４，０００円の減額であります。

１３款災害復旧費で１０万５，０００円の減額は、厚生労働施設災害復旧費であ

ります。

次に、第２表債務負担行為の補正については４ページをご覧ください。

変更で、事項、総合体育館建設事業、変更前、期間、自平成２９年度、至平成３

０年度、限度額、総合体育館建設事業、金額１９億３，３００万円、変更後、期間、

自平成２９年度、至平成３０年度、限度額、総合体育館建設事業、金額１７億５，

８７８万円に変更するものです。

次に、第３表地方債の補正で、変更は５ページであります。

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、限度額について申し上げ

ます。

起債の目的、雪寒機械購入事業債、限度額１，３８０万円を１，２５０万円に、

中央通線交付金事業債、限度額２，５３０万円を２８０万円に、神丘１０号線交付

金事業債、限度額２，２８０万円を１４０万円に、豊田橋長寿命化修繕交付金事業

債、限度額１，６５０万円を１，７６０万円に、水槽付消防ポンプ自動車購入事業

債、限度額７，４３０万円を６，１９０万円に、総合体育館建設事業債、限度額４

億７，３９０万円を４億３，８５０万円に、計９億３，０７８万３，０００円を８

億３，８８８万３，０００円に変更するものであります。

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、歳出より款ごとに行います。

質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明に、かつ議題外にわ

たらず、また、そのその範囲を超えないようにお願いをしておきます。

１款議会費の質疑を行います。２２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。２３ページから２９ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ２３ページ、一般管理費なんですけれども、給料、職員手

当等あるわけですが、今金町、この総務関係だけでもいいです。定数と、それから、
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その定数の充足率はどうなっているのかお知らせいただきたい。

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） ６月補正時の予算上の職員数ということになります

が、まずお知らせをさせていただきます。

一般会計の部分でありますけれども９３名であります。内訳ですが、議会費にお

いて２名、一般管理費において６４名、選挙管理委員会費において２名、農業委員

会費において２名、肥培管理費において１名、教育委員会事務局において２３名と

いう状況になっております。

なお、各会計でありますが、国保事業につきましては３名、簡易水道事業につい

ては４名、下水道については１名、介護保険事業については７名、老人保健施設に

つきましては２９名、国民健康保険施設勘定、病院ですが、これにつきましては３

６名、合計で１７３名の職員数という現状になっております。

率の方は、正確にはありませんけれども、条例上の定数内には現状のところ納ま

っているという状況であります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 条例内の定数に納まっているということでありますが、こ

れ当然毎年退職ということがあります。それを補充するために、新卒、いわゆる中

途も含めて採用していくわけですよ。近年の採用状況を聞くと、非常に厳しい環境

にあるようなことも聞こえてきます。新しい年に向けての取り組みというんですか、

考え方があればお知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 定員の管理の関係の全体的な現状と、これからというお話

かと思いますが、いま、議員がおっしゃったとおり、通常は定員管理ということで、

いっときは国から削減をしろということで、今金町については、国の指示以上に一

定程度削減をした経過がありますし、そのことは議会の方にも報告をさせていただ

いていると思います。

それで、近年の状況で最も違うのは、いま、再任用制度が導入をされてきており

ます。この再任用の職員についても、定数に入るということでありますので、そこ

につきましては、採用とのきちっとしたバランスをとりながら、それから、採用の

年代に穴をあけると、今後いろんな状況の中で大変な事態を迎えますので、一定程

度の採用計画、それから人材育成計画というのも、いま、持ってやっております。

それから、採用の形態として、先ほど議員がおっしゃったとおり、なかなか最近

厳しい状況にあるというのは、例えば一般事務員の採用を考えたときに、ここ数年、

例えば上級職については、１次試験を突破をして、今金町で２次試験を実施をする

という段階以前に、ほかのところを受けているというケースがほとんどでありまし

て、例えば道職員を合格をしたとか、市の職員を合格しただとか、それから、市町

村の職員の傾向からいうと、やっぱり七飯町、北斗市、あの辺が非常に人気が高い

ということで、なかなか受験まで到達しないという現状があるというのも一つであ
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ります。

町としては、一つの方法としては、昨年から社会人枠ということで、一定の企業

に３年以上就労をして、一定の能力のある者について、採用対象とした面接試験、

それから事務能力試験、それから性格診断という試験がありますので、そこを活用

してという採用方法にいま切り替えをしつつあります。なかなか一般の公務員試験

で、一定数をいま確保できるということが非常に難しい。それは今金町だけではあ

りません。檜山管内も、各町そういう状況にあるということ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） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 継続した、いわゆる安定した採用というのが、これからの

まちにとっては大変大事なことだというふうに考えるわけですよ。人気で言うと、

大都市、それから大都市に近い町村に偏ったような話もよく聞きます。今金町は、

条件不利とは言いませんけれども、そういう面からいうと、先ほど言ったような人

気のあるところからは外れているのかなという気もするわけです。

それを考えたときに、どうしたらいいかというのは、当然新卒、中途採用含めて、

若い将来有望な方を求めていくというのは、これは継続しなければならないわけで

すけれども、今金町で平成１３年に再任用制度を導入していました。当時、町長は、

私も質疑の中で記憶があるんですけれども、この制度は国がつくった制度で、今金

町はそれを尊重するんだという趣旨の発言がされた。今金町は当時まだ採用につい

ては余裕があったというか、来る方がたくさん居たと。１次、２次を含めてあった

というふうに理解をしています。

最近、特に採用について厳しい状況と考えたら、この再任用制度を大いに活用し

て、いま、副町長が言われたような定数内で管理をするというのは大変大事になっ

てくるのかなという気がするんですよ。条例もそうなんですけれども、規則の中に、

目的が書かれてあります。この目的、書かれてあるけれども、それ以外に、やはり

戦力として今金町の定数の中で仕事をしてもらう。これは平成１３年に条例を制定

したときの趣旨とは違う形になるかもしれませんけれども、そういう取り組みをし

ながら、事務事業のスムーズな執行というのを考えていく必要があると思う。

ですから、新年度に向けて、もし人材的に可能性があるのであれば、大いに活用

しながら進めていく必要が私はあるのではないか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） 基本的に再任用制度については、本人の申し出をベースに

しております。これはご存じのとおり、公務員だけではなくて、企業も含めて、い

まの現状の年金の支給対応に伴う人材の活用ということで、国の制度の一環でもあ

ります。

問題は、私は再任用というのは、うちの方もいま制度として持っているわけです

から、職員が希望することに関しては叶えてあげたいと思いますけれども、何をや
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っていただくか、当然定数に入るわけですから、余剰で抱えるわけではありません

ので、これまで培ってきたそれぞれの専門性だとか能力について、やっぱりこれも

適材適所で、きちっとした配置の中で何をやっていただくのかという課題を明確に

して、受け入れる職員側も、そこがはっきりしていないと、現状で不都合、やりに

くいというようなことも起きますので、再任用を希望された職員もやりがいを持っ

て事務を推進できる。なおかつ、受け入れる各課についても、その力をきちっと借

りて、なおかつ管理職については、アドバイザーが居るようなものでありますから、

そういうような人材育成もきちっと捉えた人事体系をこれからもとっていきたいと

いうことで考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 本来であれば、最初に言ったように、新しい、それから中

途を含めて有望な人材をどんどん採用しながら、今金町の職員の活性化を図ってい

くというのは、これはあるべき姿だというのは理想であります。

しかし、現状として、採用がままならない場合には、やはりいまのような制度を、

当然町側が用意をしていなければ、再任用の手を挙げてもなかなか難しい場面もあ

ると思うんです。ですから、先ほど私が言ったのは、１３年に答弁した話がある。

これは先ほど副町長、私は言わなかったけれども、副町長が年金という話をした。

そのことだけに捉われず、町の戦力として活躍いただけるような場面をつくってい

ただきながら、希望される方にはぜひその場において活躍をいただきたい、こうい

う趣旨でありますから、ぜひ新年度に向かって検討される部分があるのであれば、

十分考慮しながら、ちょっとまだ早いですけれども、新年度、来年度に向けて体制

づくりをいまから準備した方がいいと思いますので、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） 事務的な流れにすると、もう既に対象の職員に対する聞き

取りは済んでおります。これは本人の申し出もありますけれども、きちっと課題を

持ってということでありますので、当然ながら、いま、職員採用の時期であります

ので、そのことにも関連をして、体制づくりになりますので、遅滞なく活用をして

いけるような制度にしていきたいなというふうに思っておりますし、本人もいまま

で培ったものをきちっと還元してもらうように、業務の方をやってもらいたいと思

っていますし、それから、受ける課の方も、先ほど言ったとおり、住民の皆さんの

ために円滑に推進されるように対応してまいり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。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ２５ページ、１７目地方創生事業費、ここに備品購入という

ことで、クアプラザのプール棟の備品、この分の予算が計上されているということ

でございます。備品については、休憩スペースと研修スペースということで、資料

の方も見させていただいております。
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まず１点目は、こういった備品を購入をして、そして、３０年の４月を目指して

ということでお話もありましたけれども、この備品を使って、購入をして、どのよ

うなこの部屋の休憩スペースと研修スペースですね、どのような用途で使われる、

そういうイメージがあるのかというのを、まずそれを１点お聞かせ願いたいと思い

ます。

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。備品の内訳につきまして

は、産業教育常任委員会でうちの方から提出しております内容でございますので、

説明は省略させていただきますが、国の交付金を活用いたしまして、休止中であり

ましたプール棟を活用できないかということで、いま現在、工事中、施工中でござ

います。

４月をめどに、開館、営業できるように、私ども日々努力をしてまいりますが、

４月を迎えるに当たりまして、備品等を整備し、円滑な運営を目指していきたいと

いうふうに考えておりますので、今回予算を計上させていただいた次第であります

のでよろしくお願いいたします。

まず、休憩スペースですね。休憩スペースは３部屋ございます。これは１２．５

畳の３部屋分でございます。これは主に、いまセンターハウスでもあります客室と

同じ用途の客室の宿泊スペースというふうに考えて運営をいただければなというふ

うに思います。

また、研修スペースというところでは、４０畳の和室ということで考えておりま

すので、これは会議ですとか小宴会、また団体等のお客様に利用していただくよう

な形で、いま取り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） 岸君。

○１番（岸 徹也君） いま、課長からの説明がありましたので、そのように４月以

降進めていきたいんだということは、イメージとしてはわきました。そのための必

要な備品なんだということで、今回整備されるんだと思います。

そこで、やはり大事なのは完成をしてお客様が来るのを待つということではなく

て、そのあたりの戦略というのはあると思うんですが、やはり今金町にとってこう

いうものを改修して素晴しいものができましたよと、そういう周知というものは、

これは必ず必要になってくる。これは役場がやるのか、主体はクアがやるのかわか

りませせんけれども、どちらにしても行政がバックアップする部分というのも、こ

れ必要だと思いますので、そのあたり、４月に完成する４月から告知なのか。私は

その以前から、やはりそういった周知というものを進める方がいいのかなという考

えもありますし、また、個別に各いろいろな企業、学校も含めて、営業ということ

もあると思います。それはクアがやるのかどうかわかりませんけれども、そのあた

りの考えも含めてお聞かせ願えればと思います。

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。
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ＰＲですとか啓発の部分に関してのご質問でございます。まことに岸議員のおっ

しゃるとおりだと思います。施設改修をしたからといって、待っているだけではお

客様、来訪者は来ていただけませんので、私どもも努力いたしますし、指定管理を

担っていただいている事業者にも、両者ともども啓発には力を入れていきたいなと

思っています。

また、地域住民の方、また近隣の住民の方にもより多くこのクアプラザピリカの

センターハウス、また、新しくできる施設ともども活用いただけるように、近隣住

民の皆様、地域住民の皆様にも啓発活動をしていきたいと思いますので、それは関

係機関と連携しながら、また、新聞報道、またマスコミ等々の協力を得ながら、広

告代理店等も検討しながら、より多くの皆様に来訪いただけるような告知というこ

ともしていきたいというふうに考えておりますので、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。

（「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。３０ページから３５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。３６ページから３８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労働費の質疑を行います。３９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。４０ページから４１ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） ４１ページの有害鳥獣のところで、関連でお聞きしたいんで

すけれども、９月議会において、その助成について一般質問させてもらった経過が

あります。それで、早速その被害調査ということで、アンケート調査を行っていた

だきましたこと、まずお礼を申し上げたいと思います。

産教の常任委員会の資料で、農林振興課の資料で載っていましたけれども、１１

月２０日現在の中間集計ということで、全部で３１件しか回答がまだないと。その

後、ハガキ等でまたお願いを、再度出してもらうようなハガキが来てましたけれど

も、その後、回答者がどの程度増えたのか、まずお聞かせください。

〇議長（村瀬 広君） 農林振興課長、川平君。

○農林振興課長（川平秀明君） アンケートの回答状況でありますけれども、１２月

１３日現在で、対象者は２５７名で変わりませんが、回答数が１０４件、未回答が

１５３件、いまのところ４０．４３％の回答率というふうになっております。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。
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○７番（日置紳一君） 回答数が大分増えたわけですけれども、その人方、後から来

た人方は、ここに載っていますようなそれぞれの被害があるわけですけれども、長

く話してもしようがないので、ここに電気牧柵の購入、設置をして、自分の耕作地

への侵入を防ぐという人が、前回で１０名、全体の回答比率からいって２６．３２

％ということで、まあまあの比率であったわけですけれども、今回その部分に関し

ては、どの程度の方がおられたのでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 農林振興課長、川平君。

○農林振興課長（川平秀明君） 現在、まだ集計結果を出しておりませんので、ちょ

っとはっきりした数字が出せないので申しわけございません。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） わかりました。

集計をした後に、来年の春耕期を迎えるまでに、何らかのいい形でやっていただ

ければなと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 答弁はいいですか。

○７番（日置紳一君） はい。

〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費、他に質疑ありませんか。

（「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。４２ページから４３ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ４２ページ、スノーキャットの関連予算が出ています。参

考資料を見させていただくと、当初４台、９月補正では４台だったものが５台プラ

ス現地指導経費ってなっているんですけれども、これ具体的な内容というのはどう

なっているか教えていただきたい。

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。

９月時点で４台、１０人乗りの中型車両を４台ということで予算をお願いをいた

しました。その後、４台ということで、輸送人数等の確保もしたいということで、

もう１台、町としてはお願いをしたいということで、事業所の方にはお願いをして

おりました。

車両の確保自体が、その時点ではできませんでしたが、車両の確保ができ次第お

願いしますということで、うちの方からお願いをしておりましたので、今回車両の

確保ができたということで、もう１台をお願いするということと、あと、雪上車で

すので、運転の慣れていない方がおられますので、そういった方に対しての雪上車

の運転指導、また、坂の上りおりの指導ということで、１週間ほどオペレーターを

現地に派遣していただいて指導していただくということで予算を計上しているとこ

ろでございます。

○１０番（山崎 仁君） それ何人のオペレーターを。
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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） １名を予定しております。７日間でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これも説明資料６ページなんです。５台プラス現地指導経

費、ここから何点かまた改めて聞きたいんですけれども、まず需用費、これは燃料

費なんですけれども、導入車両の増大及び燃料単価の増額、いわゆる１１９円８０

銭が１３０円６０銭、それから、コース圧雪が、同じく単価１１９．８が１３０．

６、これはスタンドで入れる単価を考えてい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） お答えをいたします。

この燃料費につきましては、役場で燃料費を計上する際、総務財政課から燃料費

の単価等の変動があった場合に連絡がございますので、その単価を使用して積算を

しております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これは免税を使っているんですか、課税軽油を使っている

んですか。

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） 現在の予定におきましては、課税の軽油を使う

予定をしております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これ、いままでも課税を使っていたんですか。軽油引取税

の税制の中でいうと、索道事業にかかわるものは免税軽油を使うことはできるんで

すよ。これ３２．１円、免税になるんです。今回はこれを使っていないようですけ

れども、いままでも含めて、これ使っていないんですか。

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。

いままで燃料を使っていた車両というのは、圧雪車のみでございましたので、今

回、私たちの業務、町費ということもありますので、課税の軽油を使用して今回予

算計上したということでございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） いままではどうだったの。

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） 圧雪車は免税軽油を使っておりました。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） さっきも言いましたが、３２．１円免税になるんです。圧

雪車と、それから雪上車、索道事業に関して言うと、圧雪車は該当になる。いまま

でもそれを使っていたのであれば、タンク管理をしながら、免税軽油を使う方が確

実に安い。それがなぜいまこうふうに単価を一緒にして出してくるのか。軽油引取
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税の中では３２．１円免税になるんです、間違いなく。ちょっともう一回調べて。

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） いま、以前までの圧雪車の単価ですか、そうい

うものをちょっと調べますので、お時間をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君の質問に対し理事者の答弁を留保して、昼食のため、

午後１時まで暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時５４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。

休憩前、山崎君の質問に対し答弁を留保しておりましたので、理事者の答弁を求

めます。

まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） 答弁に時間を要しまして、大変申しわけありま

せん。お答えをいたします。

山崎議員の質問のとおり、圧雪車に係る部分は免税軽油の対象になるということ

を檜山振興局の方に確認をとりましたので、私どもの確認不足ということで、大変

申しわけありません。

燃料単価につきましては、１３０．６円ということで、いま計上しておりますが、

９５．９円ということになりますので、その分の予算計上額の１５万１，０００円

分が使用しない不用額という形で処理させていただきますので、積算において誤り

がありましたので申しわけありませんでした。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君、いまの続きですか。回数超えていますけれども、ど

うぞ。よろしいですよ。

○１０番（山崎 仁君） 免税軽油制度っていうのは、これ以前からあって、町内だ

と農業、それから林業もそうです。漁業もそうですし、そういう制度というのは、

もうかなり古くから使われていた。これはもう生コンクリート製造だとか、いろん

な業種、業態にあったわけです。

ピリカスキー場は平成２年からオープンをしていて、今回初めて気がついたのか。

これまではどうだったのか。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） これまでは索道、リフトですね。リフトが運行

しておりましたので、それは免税軽油の申請をして、免税軽油を使っておりました。

圧雪車の部分でございますね。

今回、私たちも索道事業という、リフトは動かさないということで、それがこの

適用になるのかならないのかも調べ不足もあったんですけれども、そういった観点

から、免税軽油の対象にはならないだろうということで、通常どおりの軽油の単価
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で予算計上してしまいましたので、大変申しわけなく思っています。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） いままで対応してきていたのであれば、今回も対応するは

ずですよ、圧雪車に関しては。これは索道事業ですから、いままで免税対応をして

きて、今回圧雪作業というのは、同じことをするわけですよ。去年までは免税軽油

を申請したのかといったら、いまはしていたという答弁だった。いままで。いまま

でしていたのに、なぜ今回しなかったか。索道事業の中のコース圧雪は免税対象に

なりますよというのが要綱の中に載っているわけですよ。それを見落とすというの

は、いままでやってきたことをゼロから考えて見ている。確かにリフトと雪上車は

変わっているけれども、圧雪車は変わっていないですよ。もしかしたら、これはい

ままでその対応をしてこなかったのかなというふうに思う。もう一回聞きます。

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。

免税軽油に関しては、いままで圧雪車の部分に関しましては、免税軽油の対象と

申請をしております。

今回索道が動かないという、私たちの概念で、索道事業にのっとらないという、

用途にのっとらないという意味合いで捉えてしまったので、それは私たちの確認不

足ということでお詫びを申し上げたいと思います。

追加で答弁させていただきますが、キャットの部分、雪上車の部分については、

免税軽油の対象にはならないということで、振興局の方からお言葉をいただいてい

ますので、そちらに関しては、普通の軽油の燃料の単価で執行させていただきたい

と思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 索道事業のコース圧雪は、いままでも対象になっていたし、

今回もそうです。索道事業の中のコース圧雪が該当になった。これは間違いのない

話です。それが、索道事業でリフトがキャットに変わっても、それは関係ないんで

す。圧雪ですから。

確認不足というのであれば、こういうときにはしっかり確認をしていただかなけ

れば、今後同じようなこと、例えば私がいま言わないことによって、課税軽油を使

う。これ、損害という言い方はちょっと過激かもしれないですけれども、今金町に

損害を与えられるわけだ。十分反省をして、次には気をつけていただきたいと思う

んだけれども。

いただいた資料の８ページに、ピリカスキー場学校事業等利用予約状況が載って

います。この一般開放と学校授業は、それぞれダブらないという話を聞いていた。

まず、このダブらない、一緒にやらないというのは、そのとおりですか。

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。

広報またはホームページ等々では、利用者の待ち時間等の緩和など、また、スキ



- 27 -

ー授業等の一本でも多く生徒さんに滑っていただくということを考慮をしながら、

運行体制を整えて実施しようというふうに思っておりましたので、スキー授業と一

般客の利用が混乱しないようにということを念頭に置いて、一般開放日と授業開放

日を分けて営業しようということで当初考えていたんですが、産業教育常任委員会

でのいろいろなご意見も踏まえまして、そののちの庁舎内での協議ですとか、委託

事業者との協議を経まして、冬休み中、一般利用客もたくさんおられますので、そ

のときに、理科大の授業もあります。この日に一般客と授業の方々が混在するので、

そういった一般客と授業の体制が混在する中で、どういった課題があるのか、どう

いう運行体制がいいのかということを検証させていただいて、冬休み終了後の授業

の少人数の予約日において、一般に開放するかどうかを検討していきたいなという

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） 検討したいなというのはいいんですけれども、オープンが

２３日というふうに聞いているんですよ。２３日にオープンをするとすれば、どう

いう結論が出ました。

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） ２３日オープン予定からオープンいたしますと、

スキー授業はありませんので、一般客の受け入れという形になります。

また、このカレンダーでいきますと、１月の９日から１６日まで、計６日間あり

ますけれども、こちらの方で授業が入っておりますので、そちらの方で一般客と授

業の生徒さんたちが滑っているキャットの運行体制ですとかをもう一度検証すると

いうことで、いま進めていこうかなというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ということは、一般開放と学校授業とダブるということの

捉え方でいいんですか。いま課長も言ったけれども、たしか分けるという話だった、

最初は。分けてやることによって、効率よくという話らしんだけれども、これだけ

授業が入っていたら、一般開放してもお客さん来れないですよ、これ。土日は学校

授業はないにしても、平日。特に、冬休み期間中に学校授業があったら、一般客、

いわゆる子供たちも来れないわけだ。だから、ここのところは、もういま結論を出

して、お客さんに周知をしなきゃならない時期ですよ。これ、いつそれは決まるん

ですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 先般の産業教育常任委員会の中で、たくさんの助言を実は

いただきました。当初は、いま担当課長が申し上げましたとおり、まずは近隣の小

中、それから大学も含めて、高校も含めた子供たちの授業を基本的に守ってあげよ

うということと、それから、実際にいま申し込みを受けました。それで、この間に

実は調整をさせていただきました。というのは、実際に申し込んでいる状況が、そ

れぞれ申し込みしている学校等にきちっと伝わっていないと、想定していたように
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動かないと、許可をもらっていても不都合が生じるだとかというのが、一番あれな

ものですから、実際、この日にはどの団体、どの学校が入っているかということを

伝えさせていただきました。その中で、例えば高校の方で移動したいとか、この日

はちょっと混むみたいなので、違う方で、やっぱり子供たちに回数乗らせたいんだ

というようなことがあって、その調整は一たん済んでおります。

いま、課長の方から申し上げたのは、基本的には、姿勢としては少人数の学校が

使うときには、キャットの動員の仕方、運行の仕方によって、一般開放の人たちも

利用できるというふうにいま思っております。問題は、多分議員がおっしゃってい

るのは、早く言わないと使えないと思って来ないのではないかとか、使えると思っ

て来たんだけれども、何だよ、全然回数乗れないじゃないかというのが、多分一番

スキー場としては、風評被害も含めて一番避けなきゃならないなということなんで

すが、ただ、実際に運行してみないと、確かに見えない部分もあるんですよ。この

冬休みの期間中に、一般開放の仕方については、そのことはお知らせをあらゆる面

でしたいと思っています。

実際にどの程度回せるのかというのは、やっぱり検証が必要だというふうに思っ

ています。現実に例えば小学校の２０人、３０人の日に、それだけでキャットを動

かすというのは、果たして一般の人たちも使えるのにということもありますので、

おっしゃることはわかるんですけれども、１年目でありますけれども、そのことを

きちっとお客様に伝えたり、それから、いま団体で利用していただいている各学校

の方にも、改めてそのことを伝えさせていただいておりますので、できるだけ冬休

み期間中に検証をさせていただいて、平日の中では、一般の方が利用できる、想定

のできる日については、周知をきちっとした上で受け入れをしていきたいなという

ふうに思っています。

大丈夫なのかと言われると、これは動かしてみないとわからないんですよ。ただ、

想定したもののとおり行くかどうかというのは、この冬休み期間に指示をして、お

願いをしておりますので、ぜひその経過を踏まえて運行していきいたいというふう

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） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 運行計画については、初めての試みということでは大変だ

というのは共感いたします。しかし、これは料金をいただいてスキー場が営業する

わけですよ。特にこの冬休み期間中というのは、子供たちも楽しみにしている時期

です。東京理科大学が３０名単位で来られるといったら、いまキャットが５台ある

のであれば、３台貸切にしても２台は動くわけですよ。

授業というのは、１回上に上がっていただいて、それからレッスンが始まるから、

ただ滑ってくるだけじゃなくて時間がかかる。これはもう、すべてこの授業という

のは共通している。ちゃんと指導者がついて、上から下までおりてくるように、例

えば３０分なり１時間に１本、そうしたら、貸切状態にしたとしても２台はフルに

動く。もしくは、２台を使いながら３台を一般に回すとか、そういう取り組みって、
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私はいまからやるべきだと思う。これは机上の話だけれども、それでどうなるかは

現場でやればいい。いま、それすらもできていないで、やってみて考えるというの

は遅いですよ。

だから、そのことを含めながら、ここで今金中学校、八雲高校で９０名、指導者

も入れると１００名近く来るのだろうけれども、こういうときはわかりませんよ。

だけれども、冬休みの期間中は、３０名の学校授業とすれば、私は対応可能だと思

う。ですから、運行スケジュール、これをしっかりまずつくること。

それから、前に話をしました。運行時間を決めるということでした。運行時間を

決めて、運行時間になったら動くというんだけれども、人がたくさん集まっていて

も、運行時間にならなかったら動かないというのであれば、お客さんに不便をかけ

る。だから、そこを適時現場で判断をしながら、稼働させながら効率よく滑っても

らうということを最大限配慮しなければ、私はこれピリカのスキー場をせっかく営

業するんだから、ちょっともったいないような気がするんですけれども、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） いま言われたシミュレーションは立てています。ただ、そ

のシミュレーションどおり行くかということが一番なものですから、シミュレーシ

ョンどおり行かなくて、空いているときというのもあると思うんですよ。いま言わ

れたように、上がってすぐおりてくるパターンと、授業の初動段階というのは、や

っぱり基礎的なものだとすると、おりてくるまでに時間がかかるということがあり

ますので、問題はそのときにきちっと判断をして運用ができるかだと思うんですよ

ね。空いているのに、いや、いまおりてくるまでできませんということではないと

いうことですから、もともと想定をして、団体といいますか、学校の場合には３台、

一般の開放には２台ということでの時間シミュレーションも立ててはいます。この

立てたものが、いま冬休みの中のオープンの中で、このシミュレーションどおり行

くか。また、空いた部分があるとどういう対応をしたらいいかということも、これ

は多分今回経験をすること、運行するところについても、初めてのことであります

ので、うちの方の職員も含めて、検証の場面についてはきちっと対応していきたい

なというふうに思っています。

やっぱり一番は、使う利用者の人たちが、待ち時間が妙にあったりだとか、使う

想定ができていたものが使えないだとかということが一番やっぱり不信感につなが

りますので、先ほど申し上げましたけれども、学校関係については、改めて今回も

う一度連絡をさせていただきました。こういう団体と重なっていますけれども、ど

うですかと。それをしていないと、そのことを学校の中で一回共有してくださいと

いうこともお願いしました。受け取った先生だけが確認しても、実際来たときに、

またクラスごとで違うというふうになってもいけませんので。

わかりません。完璧な運営ができるかわかりませんが、いま産業常任委員会の中

でもご助言いただきましたし、いまもいただいたものを踏まえて、できる限り対応
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していきたい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） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 運行計画も含めて、ぜひ事前の周知を徹底をしていただき

たい。何があるかわからないけれども、こういうことを考えているというのを伝え

なければわかりませんから。ぜひそういうことでお願いしたいと思います。

それから、次なんですけれども、これもう既に学校授業で利用がかなり入ってい

るようであります。これは多分授業を受ける生徒だけなのかなと思うんですけれど

も、これに指導者が入ると思うんですよ。もしくは、これは指導者が入っているも

のなのか。その辺はいかがですか。

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） この資料に掲載しております人数については、

指導者を含む人数でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） そうであれば、総人数がわかるわけですから、これだけで

いろいろ学校授業でどのくらいの収入があるか。これはもう計算できる話ですよね、

前に料金表が出ていましたから。それでいうと、学校授業でどのくらいの収入が見

込めますか。

〇議長（村瀬 広君） 時間かかりますか、答弁。時間かかるようであれば、後ほど

の報告にしますけれども、かかりますか。

それでは、いまの質問に対しては答弁を留保して、次のほかの質問があればお願

いします。

商工費、質疑ほかにありませんか。

岸君。

○１番（岸 徹也君） このいただいた常任委員会の資料で、スノーキャット絡みの

部分になると思うんですが、さまざまな課題も多少あるのかなというふうに感じま

すけれども、２３日のオープンに向けて万全の体制で行っていただきたいなという

思いではおります。

そこで、そのスノーキャットも４台から５台に増やすと。そして、そのオペレー

ターの研修などの費用なんかも載っていたりもするんですけれども、５台になるこ

とで、きちんとオペレーターの確保というものは、その他、人員の確保ですね、そ

のあたりというのは万全なのかどうかというのをちょっと確認したいと思いますけ

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。

クアプラザピリカの方に委託をしておりますので、そちらの方で人員確保の方は

お願いをしております。聞いているところによりますと、人員の確保はできたとい

うふうに確認をとっていますので回答したいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。
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○１番（岸 徹也君） わかりました。

それでもう一点ですね。このいただいた資料、常任委員会資料に、ゲレンデ草刈

りの部分の費用が載っている。これを、いまこの１２月補正でゲレンデの草刈りを

やるというのは、これどういう部分の草刈りなのか。これちょっと内訳も含めて教

えていただきたいなと思いますけれども。

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。

９月定例議会後にスキー団体の皆様とスキー場に関する協力依頼も含めまして協

議を、運営体制について協議をさせていただきました。スキー団体におかれまして

は、運営に関してはできるだけ協力したいというふうな旨を回答いただいたところ

でありまして、その際、運営体制についてもいろいろな要望なり、いろんな依頼も

ございました。

その中で、当初Ｅコースのみの草刈りで、圧雪もＥコースのみということで進ん

でおりましたが、その後、やはりＥコースではなくＤコース、時によってはＣコー

スもということで要望をいただきましたので、そういったことを勘案しながら、今

回もスキー場のＤとＥコースのゲレンデの草刈りということで予算をお願いしてい

るところでありますが、これは今回予算要求はしておりますが、事前に雪の降る前

に実際はクアプラザピリカの職員において業務の方をさせていただいておりますの

で、予算措置の前でございますが、業務をさせていただいているということでご理

解をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

先ほどの留保した答弁、よろしいですか。

先ほどの山崎君の質問に対して、理事者の答弁を求めます。

まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） すみません、お時間をいただきました。申しわ

けありません。

町内の小中生が４３６人、これは無料という形で業務をお願いしております。

また、それ以外の近隣の小中高の場合でございますと７２９人の方がおられます

ので、これ掛ける１日５００円という形になりますので、総額で３６万４，５００

円という形になりますので、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） 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。４４ページから４９ページです。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 議会のたびにこの工事請負費、いわゆる社会資本整備交付金

の減額について言っているんですけれども、我々当初予算で議決するわけなんです

よね。そうしたら、それに対して、やっぱり歳入を確保する努力というのはしなき
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ゃならないと思うんですよ。

だけれども、毎度こうして大幅な減額をされるということは、議会としてどうな

のかなと。当初予算で盛り込んだものは、その年にやっぱり執行してもらわなきゃ

ならない。いまさら言ってもしようがないですけれども、これは手挙げしなければ、

予算がつくかどうかはわからないからしようがない。手挙げして、こういう形にな

るんですけれども、町長は北海道の道路整備促進協会の会長でありますし、全国の

副会長でもあります。こういう形がいつまで続くのか、この辺の見通しについては、

町長いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） おっしゃるとおりでありまして、実は、いまの声をきちっと

国のレベルの中でも私なりに話をしております。何よりも、会長は地元のことを話

してはいけないわけでありますけれども、言わせていただきますけれども、いま言

った言葉、同じような言葉を述べさせていただいています。

この流れの経過の中には、一つは、以前は補助金という形の中で、補助率が決ま

っていたわけであります。それがさまざま災害だとか何があるとか、いろいろな事

情が出てきて、交付金事業になってきました。交付金事業は、予算の範囲内で１０

０万円しか予算がつかないんですけれども、それで１１０件、１万円ずつ、１００

万円でやると思ったら、１２０件あったら１２０で割らなきゃいけない。そうやっ

て率が落ちるわけであります。それが交付金のプラスマイナスの、プラスの要素も

あるわけで、予算の中で上がる場合もあるわけでありますけれども、押しなべて最

近は５割を切っていると。同じ声を発信しているわけでありますけれども、何せ総

額確保ということにはならざるを得ないと。

予算の部分の中には、どうしても予算調節する傾向というのは、新しい高速道路

だとか、そちらの方に目を走ってしまいかねない。それらが優先となってしまうと。

プラス、最近ようやくその言葉が出てきましたけれども、これは以前はその動きは

見えていたわけですけれども、オリンピックを契機として、東京都は国の方にお金

を出させて、東京都の道路を整備したいという動きがあったわけでありますけれど

も、ようやくその声が出てきたと。国絡みでそちらの大事業の方に、どうしても目

を投入するという形になってくる。

ただ、災害という言葉がありましたけれども、災害とか何かについては、災害で

もって別に予算はとっております。大災害の予算なり復興予算というのは、別な予

算でとっているわけでありますけれども、いずれにしても総額。いま言ったように、

この原因は何かといいましたら、私も立場がありまして、きちっと言わせていただ

いているのは、国が長寿命化だとか、耐震化だとかっていうことを言ったんですよ

と、法律を決めて。調べろと言ったんですよと。調べておいて、危ないという判断

をさせておいて、予算をつけないということはどういうことですかということが、

私の持論になっているんですよ。そこには返答は来ません。件数が多いので、相当

に数が多いので、順番待ちみたいな形になるわけでありますけれども。ただ、その
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順番待ちも大変なんですね。やっぱり早く、この前常任委員会でも言いましたけれ

ども、体育館も図書館も、ああ、ごめんなさい、中学校もそうですけれども、早く

図面をつくって、計画書をつくって上程していかなければ受け付けないわけであり

ます。幾らくらいお願いしますという話になりませんので、その段取りでだんだん

だんだん優先順位が決まっていくわけであります。そこに早くに登載し、私どもの

立場とすれば、後から追い越しはだめだよと言っておりますので、早くにそういう

手を挙げたところについては、どんどんどんどん送り込んでいこうという形をとっ

ております。

いずれにいたしましても、耐震化、長寿命化でもって件数が増えてきているとい

うことが大きな要素になっております。そこに補助と交付金の二つのメニューがあ

るんですけれども、両方で私どもは予算獲得に向けて動いていかなきゃいけない。

政治力のある先生を会長にお迎えして、その力添えで動きをしているわけでありま

すけれども、何せまだ総額確保がままならない状態だと。相当いま、例えば中央通

線の例もありますけれども、本来であれば３年くらいで行おうといったものが、７

年、いま８年かかる状態だと。これは今金町のみならず、全国的な傾向にあるわけ

でありますが、この状態を早くに脱し切ろうということから、きちっと声をかけて

予算獲得のために、徳田議員じゃないですけれども、努力しなきゃいけないのかな

と思っております。そういう努力と、加えてこういう地域の実情なんかも、きちっ

と伝えていきたいと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 全道の会長をなされているわけですから、少しでも会長の役

得があるように少し努力してください。

そこでいまもお話があったように、中央通線、ほとんど工事が進まないような状

況になっているんですけれども、課長、あの神保さんの横の、恐らく改良したとこ

ろとこれからやるところの境目に大きな水たまりができるんですけれども、それは

確認していますか。

〇議長（村瀬 広君） 公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） 交付金事業の延長と既存のすりつけの部分が、いま

おっしゃったように水たまりができるということは確認しております。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 雨が降るたびに、すごいんですよね、あそこのたまりが。そ

れで私は聞かれたときに、いや、これは今年の工事に入っているから、もうちょっ

と待ってくださいと言って、あの辺の人に説明していたんですけれども、またこう

して今年もまたずれていったものですから、結局向こうの神丘寄りからやってくる

ものですから、ここはそのまま残ってしまって、そのままの状態で、今年１年、大

きな水たまりができたままできているんですよね。

やっぱりここに工事が行かないのであれば、何とか抜本的に水抜きするとか何と

か考えなきゃ。いまこれから工事をやるから、むだになると言うかもわかりません
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けれども、やっぱりああいうようなひどい状況のまま残していくというのは、私は

どうかと思うんですよね。予算がつかなかったのはしようがないですけれども、そ

ういう地元の人に不便をかけない、それまでの間、じゃ、どうしてやるのかという、

そこもやっぱりきちっと現場を確認して、その対策というものを立ててほしいと思

いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） この時期から、そこのいまおっしゃった水抜きとい

う工事になりますと、あそこは一番段差のあるところでありまして、すりつけるた

めに、昨年工事をしたんですけれども、相当単独費を加算しないとできないという

ことで、高さ調整できる範囲で、とりあえずあそこの工区についてはああいう状態

でやらせていただきました。

いまおっしゃったように、当初はあそこを新年度予算でやる予定をしていました

けれども、今年度、配分がこの事業分類でいきますと２９％くらいしか予算がつい

ておりませんでした。今年、雪寒機械がありましたので、雪寒機械にそのほとんど

を充てて工事の配分をしたんですけれども、いまおっしゃったように、あそこの交

差点に相当事業費がかかりますので、そのいただいた予算の中では、今年度どうし

てもできなかったというのは現実でございます。

いまおっしゃった排水については、これから冬期間で雪のシーズンになりますの

で、できれば春先にその対応をしたいというふうに考えております。この間は、ま

た雨とか暖気で解けることもあるかと思いますけれども、その辺については、逐次

注視して対応してい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） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 長寿命化だとか、雪寒機械だとかって、予算が行くのはそれ

はもうしようがないことですから、それを言っているのではないんですよ。ただ、

やる予定だから、いまのところ我慢してくれてといったって、課長、一回雨が降っ

たときにあそこを見てくださいよ。２０センチくらいたまるんですよ。通っている

方、ああ、教育長は通っていますよね。わかりますよね。神保さんの横のとこと、

ひどい水たまり。沼みたいになる、毎度雨が降るたびに。やっぱり現場というもの

に出て、状況がどうだか、お金がかかるからやらないというのではなくて、やっぱ

りそういうときには行って、ほうきで掃いてでもいいから、少し住民に迷惑になら

ないようにしなきゃ、あの交差点で、あそこに郵便ポストもあるし、朝なんかすご

いんですよ、混雑して。それをあの水がちょくちょくたまるものですから、地元の

人にすれば、ずっと我慢しているんですよ。いまこれから工事になるところだから、

そういうところにむだな金かけてもしようがないなということで、ずっと我慢して

いるんですけれども、やっぱり何とか少し対応してやって、また来年も予算がつく

かどうかわかりませんし、あそこは交差点ですから予算がかかるわけですから、あ

そこへ行けるかどうかもわからないわけですから、やっぱりその辺は十分地元の人

の声も聞いて対応してほしいと思いますけれども、いかがですか。
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〇議長（村瀬 広君） 公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） いま、これから冬期間に入りますので、その排水っ

て、ただ穴を掘って排水を設ければいいということではないというふうに思ってい

ます。それは議員も十分ご承知だと思いますので、それなりの余りお金のかからな

い方法で、なおかつ、いまおっしゃったように、抜本的に解消できるということに

なりませんけれども、そういう方向で今後、いまこの期間に、１２月末になったら、

もうあのプラントも閉まってしまいますので、そこまでの間で検討したいというふ

うに考えて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） 課長ね、これから冬になるんだから、工事すれと言ったって

無理なんですよ。ですけれども、結局雨がたまったところが、朝になれば凍ってつ

るつるになってひどい状況になるんですよ。車が止まらないんですよ。

だから、そういうのをやっぱり何か滑りどめを持っていってまくとか何とか、管

理するのは大変でしょうけれども、やっぱり工事できないのであれば、それまでの

間、何とか事故が起きないような対策というものを講じてほしいと思いますけれど

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） 担当課長からも答弁いたしましたけれども、そこにいろん

な場所で住んでいただいている住民の皆さんは、余り交付金だとか補助金だとかと

いうのは直接関係ありませんので、多分その状況がいつ直るのかだとか、いつ配慮

してもらえるのかなというところだというふうに思っておりますので、可能な範囲

の中で対応していきたいというふうに思っていますし、それから、いまの交付金制

度の中では、なかなか手を挙げたものが全部当たるというふうなのは現実に難しい

です。それから、町長も答弁しておりましたけれども、やっぱり件数によって増減

してしまうということもありますので、やはりいま言われたように、生活の不便性

だとか、または交通の危険性だとかというものが伴うものについては、最小限の中

で町費を投入するということも今後対応してまいりたいというふうに思っておりま

すので、今後も気づいたところがあれば、お知らせをいただければというふうに思

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） 他に土木費ありませんか。

（「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。５０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。５１ページから５７ページです。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ５５ページ、教育振興費、ここに要保護の就学援助の部分の
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金額が載っております。これが国の単価の方に引き上げられると。また同時に支払

い時期も入学前の方に行われるというところで、私も以前から問題視はしておりま

したので、こういう対応をしていただいて大変感謝をしたいなというところでござ

いますが、同時に、やはり今金町でこういうことはないと思いますが、不正という

部分もあり得るのかなと。というのは、要は子供のためにきちんとそれが使われて

いるのかどうかという部分だと思うんですね。そのあたりというのは、何か事前に

申請が上がって審査をする段階で、どういう話し合いを持たれるのかちょっとわか

りませんけれども、何かそういう不正を防止するための策というものは、教育委員

会の方で行われているかどうか、お聞かせ願いたいと思いますが。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） いまのご質問にお答えをいたします。

要保護あるいは準要保護の児童生徒の認定につきましては、各世帯の世帯状況を

調べて行っております。基本的なベースになるものは、要保護というところでは生

活保護受給対象者というところが主になってきますので、この受給が実際に行われ

ているかどうかという確認。

それから、準要保護については、一定の所得水準以下の家庭ということになって

きますので、税務課等を通しながら、所得収入の情報を確認して判断をさせていた

だいております。

また、実際に交付されたお金の使い道については、それぞれの家庭のご事情であ

りますので、我々の方から実費として直接支払いをする。例えば給食費のようなも

のについては、確実に支払いができていますが、そのほかのものにつきましては、

それぞれの家庭の事情ということで確認できるものはないというふうに考えており

ます。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） なかなかそれを確認するというところは、難しい話だと思い

ます。本当に子供のためにこういった援助の費用が使われていただければいいなと

いう思いでございます。

ちょっとまた内容は変わりまして、５７ページ、体育施設建設費、これは総合体

育館の方の建設にかかわる部分だと思います。教育委員会の参考資料でも、備品の

リストというものも、これはあくまでも検討資料ということで、まだ確定のもので

はないということだと思いますが、こういった資料が来ております。私も目を通さ

せていただきました。

一つ確認なんですが、この備品の調達をする上での考え方。これは町内のさまざ

まなお店がありますけれども、そういうところから調達をするのか。もしくは、町

外になるのか。すべて町内というのは、なかなか難しい話だと思いますけれども、

その考え方というものをちょっとお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 考え方ということだというふうに思います。いま、岸議員
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がおっしゃったとおりであります。例えば、専門的なものがありますよね。協議に

よっては、当然大きなメーカーでないと発注できないものというのもありますから、

これは当然ながら外注というふうになりますし、それから、町内の業者を通して購

入できるものについては、当然ながら町内をできるだけ活用したいというふうに思

っております。その基本的な考え方は変わりません。

ただ、やっぱり中身によるということでありますし、それから、いま教育委員会

の方から報告をいただいている中では、使えるものは使いたいということで、利用

団体の皆さんなんかも工夫をしてくれて、当初は結構いいものといいますか、提案

をされたようないろんな設備をということでリストアップをされてはいるんですけ

れども、例えば現状の中で活用できるものについては活用しようと。それから、ど

うしても危険性が伴うとか、老朽化をしたものについては変えていこうとかという

ことで、予算を預かる方として見れば、そういう検討を重ねていただいているとい

うのは非常にありがたいことですし、この間も教育委員会の方から若干答弁があり

ましたけれども、またさらに精査をして、団体の皆さんとも協力をしていきたいと

いうこともありましたので、備品の考え方については、そういうことで運用といい

ますか、購入をし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） 他に質疑ありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） ５１ページの事務局費で、職員の超勤手当の部分が１９０

万円追加であれしていますけれども、具体的にどういう形で、どういう部分であれ

しているのか、ちょっとお知らせいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 職員手当、超勤の部分の追加に関してのご質

問だというふうに承ります。

超勤については、年度当初、ほかの部署の所管もそうですけれども、給与費に対

して６％程度ということで、一律まず予算が配分されていると。

（何事か言う声あり）

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 申しわけございません。

年度当初の超勤手当の部分につきましては、職員の給与費に対して概ね６％前後

の予算が各部署ごとに配当されているというふうに認識をしてございます。

今回、この時期にきて、その当初の予算に不足をすることから、追加をしようと

しているものでございますけれども、例年、年度末に向けては、当初予算を超えて

の支給ということになってございます。

超勤の縮減には、十分意を払いながら、職員とも相談しながら、できるだけ代休

の取得だとか、そういった形で労務管理の方に努めているところでございますけれ

ども、なかなか教育委員会につきましては、土日を含んだ事業の運用も多いですし、

多くの町民の方とかかわっている観点から、会議の時間帯についても、夜間という
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ものがほとんどになってきます。なかなかすべての超過時間を代休に振り分けると

いうところが、非常にいま難しくなっているのが実情でございます。

また、今年度は１２０年事業ということで、例年よりも多くさまざまな事業が行

われました、これは教育委員会のみならず、役場全体の職員、いろんな形で参加を

して協力をしながら事業運営をしてまいりましたけれども、そういった部分につい

ても超勤の増加の要因というふうに捉えてございますので、ご理解をいただければ

と思います。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 当初６％の予定を組んでやっているという。やっぱりいま

現実、国の段階から始め、働き方改革ということを叫ばれています。教育委員会だ

けが特別突出しているということではなくて、そういう考え方、要するに働き方改

革と。いろんな角度から、主幹制度まで設けていま現在やっているわけですけれど

も、そこらあたりの部分で、もう少し職員であっても家庭もあり、そういうところ

のゆとりを持った、そして、どうしても足りない部分であれば、新しい職員なり臨

時職員なり、そういう働き場の確保にもなるわけですから、そういう考え方を取り

入れるということも今後の部分で必要と思いますが、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） お答えをいたします。

予算上につきましては、いま杉山事務局長が申し上げましたとおり、当初におい

ては１人６％を基準にしながら持たせていただいて、例年この１２月を迎えるに当

たって、一度精査をさせていただきます。ですので、今回も教育委員会だけではな

くて、一般管理費の方でも超過勤務の方は一部変更させていただいているところが

ございます。

おっしゃられたとおり、超過勤務の縮減ということにつきましては、以前にも議

員さんの方からご指摘、ご示唆がありまして、取り組みを進めてまいりました。今

年に関して言いますと、７月から９月を縮減の重点期間ということの位置づけをし

まして、例えば毎週水曜日のノー残業デーを推奨するですとか、それから、職員個

々の超過勤務時間の実績を、それぞれ管理職、課長職にお知らせをして、それぞれ

の所属部署の労務管理に役立てていただくですとか、そういうところで進めてまい

りました。

それから、当然として事前に、職員がいつ超過勤務をしているかわからないとい

うような状況も、これはあってはいけませんので、事前にそういった職員個々の事

務の進み具合ですとか、そういったものも十分意思疎通を図るようにということで

進めてきた経過がございます。

これ参考なんですが、１０月現在までの時間数ということで見ますと、前年の同

期に比べますと９８％程度で微減傾向にいまなっています。先ほど杉山局長の方か

らもありましたが、今年に関して言えば、１２０年の記念事業ですとか、例年にな

い事務量があったのでありますけれども、そういったことを考慮すれば、縮減傾向
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にあるのかなというようなところが見てとれるというふうに思います。

ただし、金額的なところを言いますと、今年時間単価の積算の見直しがあったり

ですとか、それから人事院勧告で昨年よりは若干ですけれども上がっていたりとい

うことがありますので、１０４％程度ということになっておりますが、実質の超勤

の時間ということについては、縮減傾向にあるかなというところであります。

今後についても、引き続き取り組みは進めてまいらなければいけないというふう

に思いますし、先ほどありました職員の採用も含めてですが、そういった配置のこ

とも精査をしながら進めていかなければいけない事項だというふうに思っておりま

すので、今後に向けても引き続き縮減に向けた取り組みを進めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） いま超勤の職員の部分になって出たんですけれども、もう一

方で、いわゆる学校教員の時間外労働が大きな問題となってきており、室蘭ですか、

冬休み休暇中に特別休暇をとるというような、そういうような動きもあちこちで出

てきているようなんですけれども、今金町の実態としてはどうなんですか、その辺、

先生方の超勤というものに対して。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） いまご質問ありましたけれども、室蘭の新聞の記事を私も

目にしておりました。休み中に完全に休みをとるという状況でありますけれども、

先生方は本当にいろんな形で勤務をしていただいておりますけれども、確かに勤務

時間については、小学校の先生も中学校の先生も、特に中学校の方は部活があると

いう部分での時間の長さもあります。ということで、私たちもいろんな学校から情

報をいただきながら、今後に向けて対応策を検討したいなと思っているんですけれ

ども、いますぐにというふうには、いまのところまだ考えていませんけれども、い

ろんな情報を管理職からいただきながらというふうに考えてございますので、もう

ちょっと時間をいただければありがたいなと思っています。よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） これは今日、外部評価委員会提出資料というのをもらったん

ですけれども、この中を探しても、教員の処遇改善というものが全然載っていない

わけなんですよね。いま、子供たちの学力テストの話もこの間しましたけれども、

いろいろ学校の授業外のやることが増えてきているものですから、一度やっぱりど

こかでその辺を取り上げてやって、じっくりと相談する現場の先生方の声を聞いて

どうするか、その対応というものを考えてやってほしいと思いますけれども、いか

がですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） ご指摘ありがとうございます。いま、現場が一番苦しい状
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況にあるのは、ただ単に部活とか、子供たちの指導というほかに、事務量の多さと

いうのが一つ課題になっている部分です。これは教育長会議の部分でも、局とも協

議をしております。局の方からおりてくる文書量も相当なものであります。ですか

ら、これは単に教頭だけじゃなくて、一般の先生方にも係る部分での事務量の多さ

が指摘されている部分で、局としましても、何とかしなければいけないなというお

話はいただいているところです。

また、事務量ですけれども、本当に事務の先生だけじゃなくて、ほかの先生方も

本当に担当しなきゃいけないような場面もありますので、その辺も含めて検討課題

かなと思っております。

また、先生方の夜遅い時間の勤務というのも、一般の方からも指摘がございます。

今金小学校、ちょっと遅いですよというお話もいただいております。これについて

も、校長とも、ちょっと遅いんじゃないですかというお話もしながら、先生方の勤

務管理をお願いしたいと。

それから、いま徳田議員からお話をいただきました、外部評価の中で、ある委員

さんからも学校教育に関する部分、ちょっと足りないんじゃないですか、項目的に

というお話もいただいておりますので、いまいただいたご意見ももとにして、評価

内容も一部検討させていただきたい、そういうふうに考え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） 他にありませんか。

（「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。５８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 公債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。５９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。

歳出全般についての質疑漏れございませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 総合体育館の備品、それからピリカのいま新しく入れる備

品と２款にわたるわけですけれども、考え方なんですよね。体育館の備品を見せて

いただいたら、業者提案の単価と、それから事務局の価格の差というのは二千数百

万円落ちている。このことっていうのは、よく対応しているなと思うんだけれども、

あくまでも必要あるか必要ないかという考え方でのものが多いと思う。提案された

ものが、これは必要ないよということで減額になった。そういうことがほとんどで

あって、あとは個数が何個か減ったかということ。

これピリカもそうなんですけれども、業者提案もそうなんですけれども、価格を
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どう抑えて購入できるか、このことも十分に配慮に入れてほしい。要するに業者提

案ですから、あくまでも。実勢価格、それから実際に買う価格がどうなのかという

ことは、これはもうリアルタイムに変わっているわけですよ。だから、業者は業者、

その単価がそっくり事務局提案になるというんじゃなくて、もっと努力するところ

ないですかと。これはこういうふうに言われても仕方ないんです。ですから、その

努力をしてほしい。

体育館建設をするときに、体育館をいかにしたら予算縮減できるかという方向で

考えた。考えた結果、いま着工して動き出した。備品購入もそうです。すべてにお

いて、どうしたらもっと安くいけるかなと。例えばダストボックス１個見ても、５，

０００円から１万８，０００円まである。確かに１万８，０００円のものはステン

レスでいい。５，０００円のやつはプラスチックだ。ここにはこれが欲しいよねと

いうのは、これ当たり前ですよ。できればいい物を欲しいんです。ですから、そう

いうところの精査ができるかどうかということ。安ければいいというものじゃない

んですよ。でも、どこまで我慢できるかということを、ぜひこれから検討を加えな

がら、これは教育委員会だけじゃなくてピリカもそう。

それから、そのことを一括で業者に全部持ってきてくれと言うのか、それとも分

離で発注するのか、これもあると思う。いずれにしても、大変大きな金額が動くわ

けですよ。専門的な部分はそう。そうでないところもある。十分な配慮が欲しいと

思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） ただいまのご質問について、まず教育委員会

の部分についてお答えをさせていただきます。

今回出しました備品のリストにつきましては、いまご指摘のとおり、まずは業者

の方から必要品という形で出されたものに、いま中間という形でありますけれども、

不要なもの、あるいは個数の整理等を中心にいま整理をさせていただいて、２，０

００万円近くの金額を落とさせていただきました。

ただ、私どもの認識としては、まだこれは中間でありますし、メーカーを変える

だとか、グレードも当然見直していく。先ほどごみ箱を例に挙げられましたが、ス

テンレスのものから、本当にプラスチックのものだとか、その場面場面にも応じな

がら、可能な限りの削減をしていくという考えでございますのでご理解をいただけ

ればと思います。

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） 山崎議員にお答えいたします。

ごもっともだというふうに私も理解しております。今回予算計上いたしましたの

は、一業者に見積もり依頼をしただけでございますので、これは予算計上する見積

もりの段階でございますので、これから執行する段階においては、見積もり合わせ

ですとか、業者の発注の仕方ですとか、いろいろ指名委員会にも助言をいただきな

がら、発注業務、そして経費削減に努めてまいりたいというふうに思っております
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のでよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑漏れございませんか。

日置君。

○７番（日置紳一君） 先ほどのピリカスキー場の草刈りについてなんですけれども、

たしかクアプラザピリカの指定管理の中に夏場のゲレンデの草刈りも含まれていた

のではなかったのかなと思うんですが、違っていましたか。

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。

いま日置議員のおっしゃったとおり、夏場の周辺整備の草刈りは委託業務として

発注済みでございますが、ゲレンデの草刈りは、その委託業務には入っておりませ

んので、今回改めてお願いをしたところでございます。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

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。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

９款地方交付税の質疑を行います。６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。７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。８ページから９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。１０ページから１２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。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） 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。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） 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。１８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。１９ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。

１９款諸収入の質疑を行います。２０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

２０款町債の質疑を行います。２１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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。

歳入全般についての質疑漏れございませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 地方交付税に関して、ちょっとお尋ねしておきたいと思いま

す。

けさの新聞に、２９年度の特交の配分額が出ておりましたけれども、残念ながら

今金町は減っているんですけれども、あの新聞によりますと、減った原因がちょっ

と私理解できなかったものですから、どういう理由で減ったのかわかりやすくご説

明願いたいと思います。

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） 本日の朝刊、北海道新聞ですが、渡島檜山管内の特

別地方交付税の１２月分の交付額についての記事がございました。今金町は７，０

１７万５，０００円、前年同期比では２，９２９万２，０００円の減額、２９．４

％の減というような状況でありました。

これは特殊行政需要が積算されるんですが、増額要因と減額要因それぞれありま

すけれども、今日の道新の記事にあった減額要因は地盤沈下対策に要するものとい

うことで、具体的には、昨年度ですが、総合体育館の地質調査の分を計上いたしま

して、その分として１，６８５万２，０００円、これが昨年度は計上されていまし

たが、今回減額になったというところであります。

ほかにもありまして、昨年台風１０号の被害分、これについても１，０５７万１，

０００円ということでカウントされていたんですが、この分も今回減額になったと

いうところであります。

減額要因としましては、その二つが大きなものということになっております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑漏れありませんか。

（「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。

（「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。



- 44 -

（「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。

議場の時計で１４時２０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時０８分

再開 午後 ２時２０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。

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３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３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３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２，２４８万

９，０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ１０億９，２３４万６，０

００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は、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９３２万８，０００円の追加は、国庫負担金で８６５万

２，０００円、国庫補助金で６７万６，０００円、それぞれ追加であります。

６款道支出金において１０７万円の追加は、道補助金であります。

９款繰入金において１，１９７万２，０００円の追加は、一般会計繰入金で４８

９万５，０００円の減額、基金繰入金で１，６８６万７，０００円の追加でありま

す。

１１款諸収入において１１万９，０００円の追加は、延滞金利子及び過料で８万

２，０００円、雑入で３万７，０００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款総務費において８０万３，０００円の追加は、総務管理費であります。

２款保険給付費において２，１９６万９，０００円の追加は、療養諸費で６７３

万円、高額療養費で１，６５０万円それぞれ追加で、出産育児諸費で１２６万１，

０００円の減額であります。

８款保健事業費で５３万３，０００円の減額は、特定健康診査等事業費です。

１１款諸支出金において２５万円の追加は、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。
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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。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。

始めに、歳出全般についての質疑を行います。１０ページから１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑を終わります。

次に、歳入全般についての質疑を行います。３ページから９ページです。

質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 産教委員会でもちょっと議論したんですけれども、課長、今

金の場合は６月にならなかったら所得が確定しないものですから、その前段で納付

金を納めなきゃならないときには、やっぱり一借り、一時運用をしなきゃならない

と思うんですよね。課長は、一時運用はないと思いますと言って答弁していたので、

後から訂正したように、一借りが発生するかもわかりませんので、その辺のところ

は訂正しておいていただきたいと思います。いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 合同委員会での答弁ですね。北海道の方針といたし

まして、４月以降の国の交付金を、北海道は国の交付金をあてにして給付金に相当

する分を町村に交付することになるんですけれども、いまの北海道の考え方につい

ては、４月時点ではお金がないんですけれども、５月以降については、お金の工面

が、前倒しで国に要望してお金をいただいて市町村に交付するという考えをいま持

っているんですけれども、実際にそれがそのようになるかというのがちょっとわか

らない状態で、一時借り入れの、うちの給付の４月分というのが、療養費分のみの

対応になるような、いま北海道では考えでございます。そうなると、そう多額の金

額ではないのかなと私想像いたしまして、一時運用のことはないのかなと答弁した

んです。

その北海道の考えているとおりになるかならないかで、一時運用が、多額じゃな

い場合は一般会計からの繰入金、事務費繰り入れ等を少し増額してもらえれば対応

できるものなのか、多額になるのかによって、一時運用って発生する可能性もあり

ますので、前回の話は、ないのかなというよりも発生する可能性はあるということ

で答弁させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「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。



- 46 -

（「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年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３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年度今金町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３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３９万８，

０００円を減額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ８，４８１万５，０００円にし

ようとするものであります。

補正の概要について、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７万４，０００円の追加で、２款繰入金にお

いて４７万２，０００円の減額は、一般会計繰入金であります。

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３９万８，０００円の減額でありま

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５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・歳入全般について質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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１１、議案第４号についての採決を行います。
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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

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年度今金町介護保険特別会計補正予算（第３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年度今金町介護保険特別会計補正予

算（第３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２，３３８万６，０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ７

億４，８０６万１，０００円にしようとするものであります。

次に、サービス事業勘定においては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２万

円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ１，３４４万３，０００円にしようと

するものであります。

補正の概要について申し上げます。

歳入は、１ページです。

１款保険料において２，３３２万６，０００円の減額は、介護保険料です。

３款使用料及び手数料において１６０万９，０００円の追加は、使用料です。

４款国庫支出金において２，８１８万６，０００円の追加は、国庫負担金で２，

７０１万２，０００円、国庫補助金で１１７万４，０００円それぞれ追加でありま

す。

５款支払基金交付金において６６４万５，０００円の追加であります。

６款道支出金において３６６万円の追加は、道負担金で２６２万６，０００円、

道補助金で１０３万４，０００円のそれぞれ追加であります。

７款財産収入において３万３，０００円の減額は、財産運用収入であります。

８款繰入金において６６４万５，０００円の追加は、一般会計繰入金で１６９万

６，０００円、基金繰入金で４９４万９，０００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２２５万６，０００円の追加は、総務管理費で２０４万３，０００

円、介護認定審査会費で２１万３，０００円それぞれ追加であります。

２款保険給付費において２，０００万３，０００円の追加は、介護サービス等諸

費で２，５６０万円の追加、介護予防サービス等諸費で８５２万５，０００円の減

額、高額サービス費で３８万６，０００円、特定入所者介護サービス費で２５４万

２，０００円のそれぞれ追加であります。
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３款基金積立金では３万３，０００円の減額であります。

４款地域支援事業費で１１６万円の追加は、介護予防・生活支援サービス事業費

で１０９万５，０００円、包括的支援事業・任意事業費で６万５，０００円、それ

ぞれ追加であります。

次に、サービス事業勘定は、歳入は３ページです。

２款繰入金において２万円の追加は、一般会計繰入金です。

歳出は、４ページです。

１款サービス事業費において２万円の追加は、地域包括支援事業費であります。

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、始めに保険事業勘定歳出・歳入全般について行います。５ページから２

３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、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、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。

次に、サービス事業勘定歳出・歳入全般について質疑を行います。２４ページか

ら２５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、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。

サービス事業勘定歳出・歳入全般について、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、サービス事業勘定歳出・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）

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。
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◎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年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（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年度今金町介護老人保健施設特別会

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、収益的収入及び支出において、既定の予算の総

額から収入・支出それぞれ５０万６，０００円を減額し、予算の総額を収入・支出

それぞれ３億７，６０１万６，０００円にしようとするものであります。

補正の概要について、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項事業外収益で５０万６，０００円の減額は、一般会計補助金で

あります。

次に、２ページから３ページ。

支出、１款第１項事業費用で５０万６，０００円の減額は、給与費であります。

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全般について行います。１ページから３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。

収益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

す。

◎日程第１４ 議案第７号
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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年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第３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年度今金町国民健康保険特別会計施

設勘定補正予算（第３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、年間患者数を、入院で４，９２８人、外来で２

万１，３８４人に、１日平均患者数を、入院で１３．５人、外来で８８人に変更す

るものです。

また、主要な建設改良事業では、医療用器械器具購入で３１５万４，０００円で、

額の変更であります。

今回の補正予算につきましては、収益的収入及び支出において、既定の予算の総

額に収入・支出それぞれ３万７，０００円を追加し、予算の総額を収入・支出それ

ぞれ７億３，６４９万７，０００円にしようとするものであります。

また、資本的収入及び支出において、既定の予算から５万７，０００円を減額し

２，５１６万１，０００円にしようとするものです。

補正の概要について、収益的収支より申し上げます。１ページから２ページです。

収入、１款第１項医業収益で３，５７２万２，０００円の減額、第２項医業外収

益で３，５７５万９，０００円の追加の主なものは一般会計負担金であります。

次に、３ページから４ページです。

支出、１款第１項医業費用で３万７，０００円の追加は、給与費及び経費の補正

であります。

次に５ページで、資本的支出において、支出、１款第１項建設改良費において５

万７，０００円の減額は、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５ページです。

質疑ございませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 国保病院、町長の行政報告の中で、地域の基幹病院として

の国保病院は、その責務として民間病院では確保できない不採算医療を受け持つ中

で、一段と厳しい状況に置かれていると。この不採算医療を受け持つというのは、

具体的にどこを指しているのか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） お答えをいたします。
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地域の病院につきましては、入院を扱っている病院はうちだけであります。その

中で、救急医療体制だとか、医師の確保だとか、そういう部分でのことを指してい

るということであります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 地域の、いま、入院ということに関して言うと、確かに町

内で言うとそういうことが考えられます。救急に関しても、これは休日当番とかい

ろいろ体制はとっているはずであります。こういうところは、不採算部門というよ

りも、やっぱり必要な部門だというふうに私は思うわけですよ。

ですから、あえてここを不採算部門という表現をして行政報告の中でうたうのが

本当にいいのかどうかということ。やっぱり地域にとっては欠かせないものであり

ます。ですから、これ表現がいいか悪いかというよりも、考え方なんですよ。これ

は不採算部門だからというので、最初からこれを切るわけにもいかないし、当然必

要なものだし、欠くべからざるものだというふうに思いますから、不採算というよ

りも、やっぱり地域に必要な医療を提供するということでは、ちょっと考え方がど

うなのかなと思うんですけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 議員がいまご指摘されたとおりでありますけれど

も、ただ、やっぱりうちの病院、病院をあずかっている者といたしましては、こう

いう部門のところでの赤字の部分というのが、一般会計の繰り入れが相当の額に達

しておりますので、そういう部分で表現をしたということでご理解をいただきたい

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） 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。
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◎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年度今金町簡易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８号 平成２９年度今金町簡易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５，００

０円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，９２６万１，０００円にし

ようとするものです。

補正の主なものについて、歳入から説明をいたします。１ページです。

１款使用料及び手数料において６，０００円の追加は、手数料です。

２款財産収入において１，０００円の減額は、財産運用収入です。

歳出は、２ページです。

１款総務費において１９万１，０００円の追加は、総務管理費です。

２款維持費において１８万６，０００円の減額は、維持管理費であります。

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、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１５、議案第８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号を議題とします。
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平成２９年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第３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３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からそれぞれ２１３

万１，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，４９１万２，０

００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、歳入から説明をいたします。１ページです。

１款分担金及び負担金で９万円の追加は、負担金です。

２款使用料及び手数料で７，０００円の追加は、手数料です。

３款国庫支出金において１１２万１，０００円の減額は、国庫補助金であります。

４款繰入金において９０万７，０００円の減額は、一般会計繰入金です。

７款町債において２０万円の減額であります。

歳出は、２ページです。

１款総務費において１５万円の追加は、総務管理費です。

２款維持費において４万１，０００円の減額は、維持管理費であります。

３款建設費において２２４万円の減額は、工事費であります。

次に３ページ、第２表地方債補正であります。

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、限度額について申し上げ

ます。

起債の目的、下水道事業債、限度額１８０万円を１６０万円に、計１８０万円を

１６０万円に変更するものです。

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。４ページから１１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。
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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 議員の派遣について

〇議長（村瀬 広君） 日程第１７、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．檜山管内町村議会議員研修会。

なお、目的、場所、期間、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。

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） 平成２９年第４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 ２時４８分



- 55 -

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１２月１３日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


