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平成３０年第１回今金町議会定例会 第２号

平成３０年３月９日（金）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 行政執行方針

３ 一般質問

４ 議案第 １号 今金町債権管理条例制定について

５ 議案第 ２号 今金町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例制定について

６ 議案第 ３号 今金町個人情報保護条例の全部を改正する条例制定について

７ 議案第 ４号 今金町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例の一部を

改正する条例制定について

８ 議案第 ５号 今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい

て

９ 議案第 ６号 今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定につい

て

１０ 議案第 ７号 今金町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について

１１ 議案第 ８号 今金町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制

定について

１２ 議案第 ９号 今金町介護保険条例の一部を改正する条例制定について

１３ 議案第１０号 今金町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

て

１４ 議案第１１号 今金町指定地域密着型サービス事業等の指定に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について

１５ 議案第１２号 今金町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

て

１６ 議案第１３号 今金町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

制定について

１７ 議案第１４号 今金町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について

１８ 議案第１５号 今金町観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例制定について
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１９ 議案第１６号 プラザ２１に係る指定管理者の指定について

２０ 議案第２５号 平成３０年度今金町一般会計予算について

〇出席議員（１２名）

議長１２番 村 瀬 広 君 副議長１１番 上 村 義 雄 君

１番 岸 徹 也 君 ２番 小 川 ひとみ 君

３番 加 藤 三 明 君 ４番 向 井 孝 一 君

５番 芳 賀 芳 夫 君 ６番 徳 田 栄 邦 君

７番 日 置 紳 一 君 ８番 村 上 忠 弘 君

９番 川 上 絹 子 君 １０番 山 崎 仁 君

〇欠席議員（０名）

〇出席説明員

町 長 外 崎 秀 人 君

副 町 長 中 島 光 弘 君

総 務 財 政 課 長 森 朋 彦 君
兼 選 管 書 記 長

総務財政課長補佐 住 吉 淳 君

まちづくり推進課長 寺 崎 康 史 君

ま ち づ く り 推 進 早 坂 靖 君
課 長 補 佐

まちひと交流課長 山 田 薫 君

ま ち ひ と 交 流
田 中 崇 君課 長 補 佐

会 計 管 理 者 西 勝 明 君（兼任）

会 計 室 次 長 北 見 由 美 子 君

税 務 住 民 課 長 西 勝 明 君

税務住民課長補佐 山 田 哲 也 君

保 健 福 祉 課 長 北 見 伸 夫 君

保健福祉課長補佐 岸 貴 之 君

介護老人保健施設 諸 戸 康 浩 君
事 務 長

国 保 病 院 事 務 長 柏 田 泰 明 君

国 保 病 院 次 長 立 島 剛 君

農 林 振 興 課 長
川 平 秀 明 君

兼 結 婚 相 談 所 長

農林振興課長補佐 中 里 英 明 君
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国 営 農 地 再 編 宮 本 彰 君
推 進 室 長

国 営 農 地 再 編 伊 藤 靖 徳 君
推 進 室 次 長

農業委員会事務局長 勝 山 英 敏 君

公 営 施 設 課 長 安 達 雄 一 君

公営施設課長補佐 小 西 康 友 君

公営施設課長補佐 由 浅 和 正 君

教 育 長 田 中 俊 一 君

教育委員会事務局長
兼 総 合 体 育 館 長 杉 山 輝 希 君
兼給食センター長

教 育 委 員 会
宮 崎 吉 広 君事 務 局 次 長

選 管 委 員 長 藤 原 弘 一 君

農 業 委 員 会 会 長 村 上 仁 司 君

代 表 監 査 委 員 天 井 幸 雄 君

〇出席事務局職員

議会事務局長 兼
成 田 光 康 君

監 査 委 員 書 記 長

議 会 事 務 局 係 長 佐 藤 直 樹 君
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

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。

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、日置君、村上君を指名いたします。

◎日程第２ 行政執行方針

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、行政執行方針を行います。

まず最初に、町行政執行方針があります。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政執行方針朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 次に、教育行政執行方針を行います。

教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） （教育行政執行方針朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、行政執行方針を終わります。

１１時１５分まで暫時休憩といたします。

休憩 午前１１時０４分

再開 午前１１時１５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３ 一般質問

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、これより一般質問を行います。

小川君の発言を許します。

小川君。

○２番（小川ひとみ君） では、一般質問をさせていただきます。

これからの生涯学習について、教育長にお伺いします。

生涯学習は、いつでも、どこでも、だれでも、生涯にわたって学習することがで

きることです。そして、その成果を生かすことのできる社会を目指しています。

今金町でも、生涯学習としていろいろな取り組みもされていると思いますが、人

口減少、高齢化などの社会状況の変化に合わせたものが求められていると思います。

特に、その活動の場としてはさまざまな団体があります。活発な活動をされてき

ていますが、女性団体や老人クラブの中には、高齢化が進み、活動の停滞、存続も

危ぶまれていると聞いております。そこに対する手だては、どのようにお考えでし
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ょうか。

また、場所として考えますと、今、建設中の総合体育館の担う役割は大きいと思

います。組織に入る、入らないにかかわらず、すべての人が利用できる機能、利用

してもらえる工夫はどのようにお考えでしょうか。

そして、「読書と作文」もまちぐるみでという施策でありますから、図書活動を

通してできることも多くあると思いますが、そのお考えもお示しください。

〇議長（村瀬 広君） 小川君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） 小川議員の一般質問にお答えをいたします。

本町における社会教育及び生涯学習への取り組みについては、今金町民憲章、総

合計画、社会教育目標の趣旨に基づき、第５次今金町社会教育中期計画を策定し、

生涯学習社会実現を目指すこと、学習意欲にこたえること、社会の持つさまざまな

教育機能の連携と活性化を図ること、町民一人一人が生涯を通して健康で生きがい

のある豊かな人生を築くこと、互いに支え合い認め合いながら人間性豊かに生きる

夢と希望のある地域社会の実現を目指すこと、以上五つの目標を掲げ、「い」いつ

でも、どこでも、だれもが、「ま」まちの歴史や自然、文化を大切にし、「か」家庭

や学校、地域社会のきずなを深め、「ね」熱意をもって自ら楽しく健やかに学び合

うことを目指し事業を推進してきております。

また、地域コミュニティ・文化・芸術・スポーツ・学び・社会参画などさまざま

な目的を持って、地域や全町単位での組織化が行われ、町民の生涯学習活動の一翼

を担ってきました。

小川議員からの質問の１点目でありますが、ご指摘のように、少子高齢化や人口

減少、加えて情報化の急速な進展など、生活スタイルも大きく変化する中、女性団

体や老人クラブに限らず、スポーツ・文化など多くの既存組織で、会員確保や活動

停滞など大きな課題を抱えている状況にあることも認識をしております。

一方、会員の減少など多くの問題や課題を抱えながらも、今なお活発に活動され

ている団体も数多くあります。

このような中で、教育委員会としても、既存組織への運営・活動の支援を継続し

て行うことはもとより、昨年開催されたレディースＫＩＭＯＮＯプロジェクトのよ

うに、既定の枠にとらわれず、分野・世代・組織の垣根を越えた連携や、個人とし

ての参加・協力などへの調整役として、また、老人クラブなど高齢者の活動を支え

ている社会福祉協議会や保健福祉課などとも協働・協力し、高齢者向けの研修・体

験メニューづくりなど、生涯学習活動の支援を行っております。

また、社会教育等各種事業の実施に当たっても、年齢や組織・個人を問わず運営

への協力などを求め、多くの町民が参加できるよう、これまで以上に工夫を凝らし

ていきたいと考えております。

ご質問の２点目でありますが、現在建設中の総合体育館については、当初よりス

ポーツのみならず周辺施設等の立地も視野に置き、だれもが気軽に集える施設とし
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て図書館を併設するなど、機能を集約するとともに、職員配置など運営体制も含め

社会教育の拠点とすべく計画を進めてきたところでありますが、当面は総合体育館

単体での建設となったところであります。

施設機能・規模・社会教育の拠点としてのコンセプトについては、大きく見直し

をすることになりましたが、アリーナ面積は現施設とほぼ同じ面積が確保されたこ

とから、団体を中心とした競技スポーツ以外にも、個人単位での利用もこれまで同

様にできるものと考えております。

また、生涯スポーツの観点から、年齢や身体能力に関係なくだれもが楽しめるよ

う、フロアカーリングなどニュースポーツの導入・普及にも努めており、さらには

ウォーキングデッキや新たなトレーニング機器・健康管理機器の導入も予定してい

ることから、健康増進や体力維持も含め、年間を通して気軽に利用できる、そして

交流できる施設としての運営を目指してまいります。

ご質問の３点目ですが、子どもたちの学力向上を図る上での基本となる、読む力、

書く力を高める方策として、読書と作文のまちへの取り組みを始め、ワーキングチ

ームを中心に、学校での朝読書活動やＰＴＡが主体となったデジタル絵本づくり、

大人のためのお話会など、関係機関等との連携のもと、多くの事業を継続して実施

しております。

また、図書振興にも力を入れ、学校図書館への司書派遣や街角文庫・移動図書車

運行、保健福祉課との連携によるブックスタート事業、ボランティア団体による読

み聞かせ、図書まつり等を開催しており、読書と作文のまちの取り組みとの相乗効

果もあり、平成２７年に町民１人当たりの貸し出し冊数２．１冊が、現在では３冊

を超えており、町民の読書・図書室へのニーズも高まりを見せております。

本・図書室の存在は、単に図書・読書に触れる場としてのみならず、小さなお子

様連れの子育て層や、新たに転入された方々の利用も多く、世代や地域を超えた交

流の場としても、その成果を実感しているところです。

平成３０年度には、町民センター図書室の一部リニューアルを行い、近年要望の

多い子どもたちの学習スペースの拡充や動線の見直し、キッズコーナーの改修を行

い、より利用しやすい図書室運営を図るとともに、既に一部実施済みではあります

が、町民センター全体を図書室をとらえ、ロビーや空き室でも自由に読書や学習が

できるよう改善を図ることとしております。

今後においても、社会教育・生涯学習の充実を図るとともに、必要とされるソフ

ト・ハードのあり方についても、町民の皆様の声をしっかりと受けとめ取り組んで

まいります。

〇議長（村瀬 広君） 小川君の再質問を許します。

○２番（小川ひとみ君） 再質問させていただきます。

今のお話で、教育委員会が展開している事業が大変多くあるということが改めて

わかりました。職員の努力に感謝いたします。

教育長の答弁の中で、既定の枠にとらわれず、分野・世代・組織の垣根を越えた
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連携として、レディースＫＩＭＯＮＯプロジェクトを挙げておりましたが、一緒に

やることだけが連携ではなく、一緒にやることがどうつながっていくか、その後の

ことが大切だと思います。疲弊していく組織の手立ての答弁として、このプロジェ

クトを例にして具体的にお考えをお聞かせください。

また、総合体育館の役割はよくわかりました。すべての人に利用してもらえる工

夫として施設の設備を挙げられましたが、それだけではありません。

違う視点から伺います。いろいろな事業が市街地で開催されることが多いです。

学校のない地域こそ、もっと生涯学習を進めなければならないと思います。この体

育館に、多くの人が足を運ぶための工夫をどうお考えでしょうか。

読書と作文に関しましても、大変たくさんの事例を挙げていただきましたが、読

書と作文のまち今金のまちづくりに特化して、町部局との連携を具体的に教えてく

ださい。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） まず、１点目についてお答えをしたいと思います。

１点目、既存の枠にとらわれないということで、具体的には、私の方でレディー

スＫＩＭＯＮＯプロジェクト、これにかかわるお話をさせていただきましたけれど

も、ご存じのように、本当にＫＩＭＯＮＯプロジェクトに参加していただいた団体

がたくさんございます。いままでは、本当にそのプロジェクト自体を運営するのに、

女性団体に声をかけていたんですけれども、農協の青年部や、それから商工会の青

年部、いろんな方たちのご支援もいただきながら、一緒に活動している状況がござ

います。

特に、レディースＫＩＭＯＮＯプロジェクトに関しましては、女連協の協力もい

ただいているんですけれども、女性団体、先ほどもちょっとお話ししましたけれど

も、ＪＡの女性部、商工会女性部、それから町内の未加入の女性の既存団体もある

んですけれども、そういう未加入の女性たちにも声をかけながら、参加を呼びかけ

ながら、そういうプロジェクトを実施しております。

それから、先日行われました今金町の女性文化祭なんですけれども、これもご存

じのように、女性の文化祭も本当に継続が危ぶまれた事業であります。昨年までは、

種川を入れて三つの団体が所属しておりましたけれども、種川がそこから抜けると

いうことで、現在は八束と、それから今金の二つの女性会の方が連合を立ち上げて

いるところですけれども、その文化祭も、その女性部、レディースＫＩＭＯＮＯプ

ロジェクトで一緒に汗を流した皆さんが、本当に文化祭にも参加の呼びかけをした

ところ、そこに一緒に参加してもいいですよというお話をいただいて、危ぶまれて

いた文化祭そのものが実施をできるようになったという状況があります。

会長さんが、こんなお話をしております。今年度は町内の女性団体の有志で実行

委員会を立ち上げて行ったレディースＫＩＭＯＮＯプロジェクトで一緒に汗を流し

た皆さんが、本日の女性文化祭に参加協力していただき、盛会に開催をできました

というふうに、やっぱりいままでは、女性会なら女性会だけが主催をして、そこに
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自分たちの力でやり上げてきたというものがあるかと思うんですけれども、たくさ

んの皆さんの参加を得ながら実施をできるような、そういうものをいま行っており

ます。

特に、やはり若い人たちの参加って、非常にいまなかなか誘っても入っていただ

けないという状況が、これは女性会に限らずたくさんあります。ありますが、いま

私たちが目指そうとしているのは、何かをするときに、その単体だけで物事をする

んじゃなくて、ある、皆さんの持っている力をいろいろ結集しながら、その力をか

りながらいろんな事業をやっていくといいますか、そういうふうにしていくのが一

つのこれからの方向性なのかなと、そんなふうに思っております。

それから、２点目でございます。市街地以外の方が足を運んでいただけるような

体育館の活用を、どう考えているかというお話がありました。町民フロアカーリン

グを例にしてちょっとお話をしたいんですけれども、去年もたくさんの皆さんに参

加をいただいております。これも新しい種目なんですけれども、本当に技術をそん

なに要らない、練習しなくてもできる、少しの練習でできるというような種目があ

ります。ということで、皆さんの子ども、小学生からお年寄りまで参加をいただい

ているという状況にあります。これもやっぱり普及・発展を図るという意味で、い

ろんな人たち、そういう健康づくりのために皆さんにそういう場所に出ていただく

というのも一つの方法かなと、そう思っております。

それから、もう一つですね。今後なんですけれども、ランニングデッキ、できる

ことになるかと思うんですけれども、こういうのも、市街地以外の皆さんというお

話になるかどうかわかりませんけれども、でも、やっぱり今はいろんな人たちが活

用してもらえるようなランニングデッキの活用も、そういうウォーキングの奨励、

特に冬場になったら、なかなか雪の上を云々ということにならないかと思いますけ

れども、そういうランニングデッキをうんと活用していただきたい。

それから、やっぱり近くの皆さんはそれなりにすぐ利用できるというのはあるか

もしれませんけれども、遠くの皆さんでも、ぜひトレーニング室を利用したりとか、

それから健康増進の講座なんかも実施してまいりたいと思いますので、そういうと

ころに参加していただきながら健康づくりをしていただきたい、そんなふうに考え

てございます。

もう一点、まちづくりに関して、読書と作文のまちも含めた町部局との連携とい

うお話がございました。やっぱり読書と作文のまち、特にお年寄りたちの読書と作

文、特に読書にかかわるもの、いろんな場所で読書というのは可能なんですけれど

も、やはりずっと続けて本を読んだり、本に親しんだりという場所があってほしい

なと思うんですが、これから町長部局、それから福祉と連携しながら、そういう親

しんでいける機会をよりつくっていってまいりたいと思っております。

それから、これは昨年の６月に開催している大人のためのお話会、隆憧寺で行わ

れたものがあるんですけれども、これも大体３０分程度の大人のためのお話会、坂

本先生に講師をしていただきまして実施しているんですが、これなんかも、本当に
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ふだん読書に親しむ機会のない皆さんに、そんなチャンスを持っていただくような、

そんな読み聞かせの機会になったのかなと、そんなふうに思っています。

いずれにしましても、いろんな機会を私たちは用意して、いろんな方に来ていた

だきながら読書の活動を続けるような、そんな機会にしていただければと思ってい

るところです。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 小川君。

○２番（小川ひとみ君） いまのお話で、ＫＩＭＯＮＯプロジェクトについては、い

ろいろな人への周知という面で努力されていることはわかりました。

また、女性の組織へのアプローチということが、次の女性会の文化祭につながっ

ているということで、それが組織への活発化につながるように、これからもご支援

を続けていっていただきたいと思っています。

また、足としては、福祉バスなどの連携ということも考えて、これから考えてい

っていただきたいと思っています。

最後にお伺いします。生涯学習は、個々にとって健康の維持・増進に役立ち、人

生が豊かになり、生きがいにつながるもの。教育委員会としては、人材を育成する

ことだと思います。生きがいを感じながら、自分の得意分野で地域社会の中で活躍

することは、いろいろな問題の解決に大いに役立つと思います。そこで、人材育成、

人材活用についてどのようにお考えでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） お答えをいたします。

社会教育で行っている今金町の事業は、私はまさに人づくりだと思っています。

まちづくりは人づくりと、いろんな団体の会合の始まりにそうお話をさせていただ

きました。図書まつりを例に挙げたいと思いますけれども、実行委員会の皆さん、

毎年人がかわりながら、実行委員を引き受けていただいています。毎年の方もいら

っしゃるけれども、どんどんどんどんその方たちが、順繰り順繰りかわりながらで

も同じような事業をしていただいております。

その中で、新しく参加した人の感想ですけれども、こんな感想がございました。

初めて一緒にこの事業に参加させていただいたんですが、本当に会を重ねるうちに、

みんなの力が結集していくように感じて、だんだんだんだん楽しくなってきたと。

そして、最後にはその図書まつりを通して、何か自分が本当に役に立っているのを

実感できる、そして、また来年も実行委員を引き受けたい、そんな感想を漏らして

いる、最初に初めて実行委員を経験した人がいらっしゃいました。そういうふうに、

図書まつりの中で、その実行委員会を通して、人が育てられているという実態があ

ります。私もそれを実感してまいりました。

そういうように、今金町の社会教育は、実行委員会組織をたくさん組織しながら

いろんな物事をやっておりますけれども、その中で人が育っているということは、

私は本当に間違いのないところだと思うし、今後もそういう実行委員会を組織しな
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がら、お互いの連携を強める、そんな活動にしてまいりたいと思いますし、私たち

は指導機関として、そういう実行委員会を後押しする、そういう組織でありたいと、

そんなふうに考えております。

それから、先ほどちょっと外部云々というお話でありましたけれども、ちょっと

補足させてください。実はブックンなんですけれども、ブックンなんかもあちこち

地域を回っています。子どもたちはもちろん活用するんですけれども、そのブック

ンの活用の中に、地域の方の活用もあるというお話も担当の方からは聞いておりま

す。そういうふうに地域をブックンが回ることで、そういう地域の皆さんにも本を

活用していただいている実態があることも私どもは大事にしたいと、そんなふうに

考えています。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 小川君。

○２番（小川ひとみ君） 社会教育事業を通じての人材育成を進めていることは理解

できました。なお、定年を迎えられた方の専門的なお力をおかりすることも大切な

人材活用だと思いますので、今後そういう面についてもやっていっていただければ

と思います。

前向きな答弁で、これからの事業展開を期待しております。生涯学習の活動の中

で、いろいろなコミュニティーが活発化して、これからの高齢化の進む地域社会の

中において、重要な役割を果たしていくことだと思います。それが、まちにとって

は大きな力になると思います。これからの事業が、より有効的に行われることを願

っています。

以上で、一般質問を終わります。

〇議長（村瀬 広君） 答弁はよろしいですか。

○２番（小川ひとみ君） はい。

〇議長（村瀬 広君） 以上で、一般質問を終わります。

◎日程第４ 議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、議案第１号を議題といたします。

今金町債権管理条例制定について、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 今金町債権管理条例制定について、提案理由

を申し上げます。

町税などの強制徴収債権を除く町の債権の管理に関し、その督促、強制執行等に

関する措置、その他の必要な事項を定め、その管理について一層の適正化及び効率

化を図るため、本条例を制定し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。
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質疑ありませんか。

芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） 本条例の担保権の設定ということでありますけれども、担保

には人的なものと物的なものがございます。物的なものについて、どのような措置

を考えておられるかお伺いいたします。

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） その債権によりまして、いわゆる物件を担保として

いるものがあるかどうかにもよりますが、そういうものが発生した場合につきまし

ては、最終的には強制執行というようなところに行き着くかと思いますが、いま私

どもが扱っている債権の中で、物件担保というのはちょっと私の中でいま思い当た

るものがないのでありますけれども、そこに至るまでの間、もし至るまでの間につ

きましては、徴収の停止ですとか、それから債権の申し出ですとか、さまざまな猶

予がありますので、一定程度のその措置をとった後に、最終的に回収をしていくと

いうような流れになるのかなというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） その都度ということであります。一般的には、不動産という

ものがあるのかなと。例えば家屋であるとか、あるいは宅地であるとか、そういっ

たものがやはり優先した担保選定というのがされるべきかなというふうに思いま

す。

それと、もう一つは人的な保証についてでありますけれども、なかなか町民の方、

皆さんは、こういった名前の理解というのは非常に乏しい部分があるのかなと。担

保という、保証人がですね。そういった場合の町民の皆さんへの説明といいますか、

保証人になる方に、どういった説明をされようとするのか。あるいは文書等の送付

なり、いろいろあると思いますから、その辺の考え方をお願いします。

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） 保証人の規定につきましては、それぞれ関連の条例

ですとか規則の中で、必要なものについては当然保証人をお願いをしているという

ことは、いままでと変わりませんので、いままでも例えば町営住宅の関係で言えば、

２名の連帯保証人をお願いしますということで、事前に入居の際にお願いをしてい

ますし、それから、その折につきましては、当然その保証人となられる方につきま

しても、どのような責務が発生するかということなどについてもあわせてご説明を

させていただいておりますので、この債権管理条例ができたから新たに保証人を求

められるとかいうことではなくて、それぞれの執行されるサービスに応じていまま

でもやっておりますので、その中の延長線上で説明をさせていただく形になります。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） 手続上はそういうことになると思いますけれども、例えば、

保証に当たっては、そういう保証能力といいますか、そういったものをどのように

調査をされるのか。あるいは２名ということでありますけれども、能力によっては
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３名なり、そういった場合も出てくるのかなというふうに思います。後ほど細かい

ものについては整理されるかと思いますけれども、その辺十分ご配慮していただき

たいなというふうに思います。

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） 町営住宅に関して言いますと、入居人と相応の、相

当の資力があるものというようなとらえの中で設定させていただいておりますの

で、いまおっしゃっていただいたようなこと、確実に保証人としての資格を有して

いるかということについて整理をしながら進めてまいりたいというふうに思いま

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） １３条、下から３行目４行目、この今金町個人情報保護条

例（平成３０年今金町条例第●号）、そのあとも黒丸が２個あります。これはどう

いう意味ですか。

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） 個人情報保護条例につきましては、本定例会に全部

改正ということで提案をしておりまして、そことの引用の関係になります。

ですので、個人情報保護条例が今回可決をいただいて公布されますと、新たに平

成３０年今金町条例第何号というような符号が振られます。

それから、関係する規定の条項につきましても整理がされますので、可決後にお

いて、この部分はその符合が付番されるということでご理解をお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これ順番どうなっているんですか。これから議案として提

出をし、議決をされる前提でこれが書かれているということですよね。個人情報保

護条例がこれから議案として出てくるわけですよ。このことが、先に議決をいまこ

の債権管理条例を議決をしたのちに、もし個人情報保護条例が議決に至らなかった

場合には、これどうなるんですか。要するに、順番がどうなんですかということを

言っているの。

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） まず、条例の提案順でありますけれども、これまで

の慣例といいますか通例で、新規制定のものを先に提案をさせていただいていると。

そののちに全部改正、それから一部改正というような中で、まず提案をさせていた

だいているという経過があるということで、まず一点お願いをいたします。

それから、いま仮にでありますが、今回全部改正で提案をしている個人情報保護

条例、こちらが否決になった場合ということでありますが、その場合につきまして

は、旧条例といいましょうか、全部改正前の条例に置きかえた中で引用をしていく

ということになろうかと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。
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○１０番（山崎 仁君） 置きかえる云々は理解はするんですけれども、要するに新

しい条例を先にやって、改正をあとにやるという、この順序は慣例によってやって

いるとはいいながら、ここの中では、やはり丁寧な対応が私は必要かなと思うんで

すよ。いまこれから出てくるであろう、それから可決されるであろう、可決されな

かったら旧条例を使うという、この考え方がどうなのかとちょっと疑問に思うんで

す。私たちは、ここのいまこの債権管理条例を議決を、いわゆる議決行為に至って

黒丸を認めることになる。いま言われたような、全部改正なのか旧条例なのか、こ

の順番はいかがかなと思う。これ、議長どうですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） ご指摘の部分もわからないわけではないんですが、この流

れにつきましては、国に準じたやり方をさせていただいています。

先ほど慣例という話がありましたが、条例の場合につきましては、新規条例が一

番筆頭に来るというのは、もう原則であります。その次に、いま言いましたように

全部改正、次に一部改正というふうになります。

ただ、議員がおっしゃった部分で、この部分については丁寧な補完というか補足

をして進めてくださいということについては、理解をしたいというふうに思ってお

ります。

ですから、既成の順序はこういう形でやりますけれども、この部分については、

あとで改正される部分が準用されるんだということでご理解をして、ぜひ可決をい

ただければというふうに思っております。

ただ、今後については、同じような手法のものが必要になってくれば、その部分

につきましては事前にきちっとした位置づけをしてからお願いをするというふうに

したいと思っていますので、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） この黒丸のところに、旧条例を入れておいて、議決後にこ

れは新条例と入れ替えるという手法もあると思うんですよ。ないんですか。

まあ、それはわかりやすく丁寧に説明をしてください。

次、いいですか。

〇議長（村瀬 広君） はい、どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） この件に関しては、政令の第１７１条に自治法９６条を追

加したということで、債権管理をしたいという内容だというふうに理解をいたしま

す。税の公平性ということを考えれば、これ住民等しく負担するものは、これはも

うあるんだと。その中でいって、今金町は滞納金収納事務推進会議、それからサー

ビス制限条例、それから、これは広域での収納事務をこれは行っています。税務課

担当職員等においては、大変昼夜を問わず納税相談に応じながら、大変ご苦労され

ながら収納率のアップに努めているということは、これ監査委員の報告の中でも読

み取れると私は思います。

現実に、参考なんですけれども、例えばサービス制限条例が発動されて、実際に
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運用に至った経過があるのか。

それから、これは未収が積み重なって滞納ですから、その部分でいうと、大きな

ものがあるのかどうなのか、この辺を含めて、お知らせをいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） まず、サービス制限条例の関係でございますけれど

も、いまのところ、私の担当になってからはそういう形はございません。事前にそ

の前段において、サービス制限事案において、その方々と事前にお話し合いを行い

まして、その中で分納だとか、確約書をもって対応しておりますので、サービス制

限条例の該当の方はございません。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） サービスを制限するということは、これは住民生活におい

ては大変な影響があります。ですから、いま税務課長から答弁があったように、こ

れは日夜の努力によって分納等、納税相談に応じているということですから、これ

は評価をして、これからもご努力をいただきたいなと思います。

さらにもう一点お聞きをしたいと思いますけれども、説明資料の中では、抜本的

な不良債権回収には至っていない現状も一部散見していると、こういう表記があり

ます。これ具体的な内容というのは、どういうことを指しているのか。

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） いままで、ご存じのように統一的な、債権管理に関

して統一的な取り扱いの規定がなかったということで、今回の提案になっておりま

すけれども、いまおっしゃった部分につきましては、事業者の倒産に伴って、水道

ですとか、そういったものの回収が困難な事案が現存しているというところを理解

をしていただければというふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ７１条で１０年を経過してという対応というのは、たしか

１件あったと記憶をしております。まちとしても、いつまでも回収の見込みのない

ものっていうのは、確かにあると思いますので、ぜひこういう債権管理条例を、活

用するというのは変なんですけれども、ぜひ有効な運用がなされるように、これち

ょっと変な言い方ですね。そういうことを期待しますけれども、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） 議会の中でもご指摘を過去にいただいておりますし、それ

から、監査委員の皆さんからもご指摘をいただいた部分で、昨年といいますか、弁

護士の専門の先生もお呼びして、関係する職員がまずこのことの理解をきちっとし

ようと、一つの条例をつくるわけですから。

それから、いままでもそうですが、いろんな税の公平ということがあって、支払

いがしてもらえない場合についても、いきなり何かを差しとめるなんていうことは

しておりません。基本的に、現場の職員の方は何度も足を運んで、返せるものにつ
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いては分納という手法をとったりということを基本にしております。

特に生活、生きることに直結するようなものについては、これは間違いなく配慮

をしながらやらなければならないというふうに思っております。この条例ができた

からといって、急にいろんな取り組みが変わるということではありません。これが

できたと同時に、住民の皆さんにもやっぱり納税のあり方、それからいろんなもの

の支払い関係についても理解をしてもらうというのが一番の目的だというふうに思

っておりますので、運用に当たっては、いままで同様に適宜きちっとした対応をし

て、住民目線でやっていきたいというふうに思っておりますので、今後ともどうぞ

よろしくお願いをいたします。

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） １３条の関係で、説明はわかりましたけれども、私長いこと

議員やっておりますけれども、こういう黒丸で条例を制定するということはいまま

でないんですよね。それで、ここでいう実施機関ですよね。この実施機関が新しく

出てくるその条例で変わるものなんですか。変わりがないのであれば、私は適用か

なんかで、やっぱりその条例が可決したあとに適用するとか何とかって一行入れて

おけば、私は済むような気がするんですよね。この黒丸の字で書いたものの条例を

議決せというのは、私は無理があると思うんですけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君の質問に対し、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 午後 ０時００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、徳田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。

総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 先ほど徳田議員からご質問のありました、可決前の

条例を引用することについてでありますけれども、法制質務に関しての取り扱いに

つきまして専門書がございますが、そちらにも書かれてありますが、こちらの方は

国会の国の法律の取り扱いについて例示がされておりますけれども、いわゆる今回

の条例に置きかえてお話をしますと、今回、債権管理条例に引用する個人情報保護

条例の条例番号ですとかがまだ可決前でありますので、今回空欄、空白ということ

で提案させていただいておりますが、同様の取り扱いが国の法律においても、ある

いは国会においてもされているということの表示がございます。そののちに、個人

情報保護条例が可決されたのちに、加筆修正をして、この債権管理条例を公布をす

るという流れになりますので、そういったところでご理解をいただきたいと思いま
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す。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

岸君。

○１番（岸 徹也君） 今回の条例制定に関することなんですけれども、先ほどから

各議員からの質疑も受けていますけれども、ちょっと関連する部分で、連帯保証の

部分なんですけれども、この条例というのは、昨年の民法の大改正によって、それ

に沿って各自治体によってこういった内容の条例が制定をされていくという部分だ

というふうに理解はしているんですけれども、私がちょっと心配なのは、例えば町

営住宅なんかでも、町営住宅に限らないんですが、連帯保証になった場合、要はそ

の極度額、上限、例えば家賃でも何でも滞納があり、そして、滞納が続く限りその

滞納額というのは膨らんでいくわけなんですけれども、その膨らみを抑えるための

上限というものも同時に契約をしなければ、連帯保証契約の効力が生じないという

理解なんです。これ間違っていたら、指摘していただければ訂正はしますので。

だから、その部分の極度額、この部分をどういうふうに考えるのかというところ

で、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） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） まず一点目ですが、民法の改正に伴って債権条例を

という流れではなくて、もともと債権管理条例につきましては、町が有している債

権を適切に管理をしましょうということでありますので、民法の改正とはちょっと

別のところの制定になります。

ただし、いまおっしゃっていただいた連帯保証人に関する部分については、民法

の改正する内容が影響してくることが考えられます。具体的な民法の改正は公布は

されましたけれども、施行はまだ多分政令が出ていないので、少し猶予期間がある

というふうに認識をしています。多分事前にいろいろな制度上の準備があったりで

すとか、それから、あと権利義務に関することでいろんな制約があるでしょうから、

そういったことの周知の期間も含めてということだと思います。

いま言った極度額の話の詳細は、まだ私どもも承知はしていないのでありますけ

れども、こののちに、多分国の方ですとか、それから道の関係の部署から、関係の

ところの情報が流れてくるかというふうに思っておりますので、そこのところを注

意をしながら、公営住宅だけではないかもしれません。ほかにも影響するところが

あるかもしれませんので、そののちに、しかるべき仕組みを整えていきたいなとい

うふうに思いますのでよろしくお願いいたします。

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） 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。
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討論を打ち切り、日程第４、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５ 議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、議案第２号を議題といたします。

今金町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定

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２号 今金町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める条例制定について、提案理由を申し上げます。

介護保険法の一部が改正され、平成３０年４月１日より指定居宅介護支援事業者

の指定が都道府県より市町村へ移譲されることから、申請者の要件等について本条

例を制定し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。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 介護保険法の改正によって、いままで国で決めていたものが、

今度は市町村の条例で定めなければならないということで、２号から始まって１０

号から１２号までですか、同じような内容のものが、町で条例制定したり一部改正

したりするわけなんですけれども、これを読ませてもらったんですけれども、非常

に難しくて、何をどうあれなのかって、恐らくいままで国でやっていたものが、今

度町村で定めなければならないことになったものですから、そのままで恐らく来た

と思うんですけれども、ちょっと理解がしかねますので、もうちょっと丁寧に、議

案の２号ではこうですよ、１０号ではこうですよ、こうですよということを、もう

ちょっと簡単に説明していただけないでしょうか。

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） いま徳田議員から指摘があったとおり、平成３０年

から、国で定めていたものを、いままでは都道府県が定めておりました。平成３０

年４月１日からは、市町村条例で定めるということになったところでございます。

その定める内容につきましては、国に従うべき基準、あと参酌するべき基準とい

うのがありまして、国に従うべき基準というものがもう示されておりまして、国が

政令等で定めているものをそのまま定めなさいよと。参酌すべき基準につきまして

は、地域事情によりまして、町村独自の基準を定めていいよというものがございま

す。
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その中で、総務厚生常任委員会資料の２ページ以降になるんですけれども、国の

基準に従うべき事項というものがもう定められておりまして、第３条従業員の員数

から第４条管理者の関係だとか、第２８条事故発生時の対応だとかが、もう既にこ

れは国の基準そのままにしなさいよという定めがございます。それで、いま国の政

令にある基準をそのまま条例に定めているところでございます。第３条、４条、５

条の第１項、第２項、６条、第１４条の第１項、第７号、第９号というぐあいにな

っていきます。それぞれの項目につきましては、条例に条項等は合っているところ

でございます。

続きまして、３ページになりますと、参酌すべき基準というものが定められてお

ります。この参酌する基準につきましては、今金町といたしましては、国基準を参

酌して検討した結果、国基準の内容が適当かつ妥当と認められることから、国基準

のとおりにしますということで、３ページに国基準が定められておりまして、条項

としては第２条第１項指定介護予防支援の事業の基本方針から第３０条記録の整備

ですね、というふうに定められておりますので、それは国の基準どおりに定めて条

例化をしているということで、ご理解をお願いしたいと思います。

町独自の基準として私たち検討いたしましたのが、４ページになります。第２条

第５項の指定介護予防支援の事業の基本方針に、町基準といたしまして、国の基準

に今金町暴力団の排除の推進に関する条例にのっとりまして、暴力団等の介入を防

ぐための措置を講じるという条項を加えております。

第３０条の第２項の記録の整備に、介護給付についての返還請求は５年であり、

監査等を行う場合に、２年以上前の資料の確認も必要になることがあるため、諸記

録の保存記録を２年から５年にするという条項を町独自に定めてございます。

施行期日については平成３０年４月１日となりますが、具体的に、じゃ、いま定

める条例が今金町の事業所としてはどういうことになるかといいますと、居宅介護

支援事業所ということにつきましては、いわゆる居宅支援、ケアマネジメントのこ

とでありまして、社会福祉協議会で指定介護事業所、としべつ、ササキ総合管理サ

ービスでやっております、ちょっと名前は忘れましたが、指定介護支援事業所、名

前はすみません、今金町内にはその２カ所の指定介護事業所があります。それは、

従前から国で定める基準に基づいて、いままでもその基準に基づいて事業運営をし

ているところでございます。それが今金町の基準を定めて、今金町の基準に定める

ことになるんですけれども、国基準どおりにいままで事業を進めていることになり

ますので、事業所対応としては、従前の対応と何ら変わらないということになりま

す。

居宅介護支援って余りなじみが、家族に高齢者の方がいたりした方はなじみがあ

るかもしれませんけれども、ケアマネの方が、介護支援専門員です。その方がご本

人の心身の状況や、ご本人、ご家族の意向を聞いた上で、その人に合ったケアプラ

ンを作成して、さまざまなサービス事業者と連携調整を図りまして、その人が自宅

で自立した生活を進めるための支援、ケアプランを作成するというのが介護支援事
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業所の役目でございます。

居宅介護支援につきましては、要介護１以上の認定を受けた方が利用することが

できるということで、すべて介護保険給付で賄われることになっておりますので、

利用者の負担はないということで説明をさせていただきます。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 課長、２カ所よりないんだったら、やっぱりその２カ所の名

前くらいきちっと、議会ですから答弁してください。

理解しないわけではないんですけれども、例えばこの５条の４、（１）にある電

子計算機ってありますよね。この電子計算機っていうのは、どういうものを指すの

か、お知らせ願いたいと思います。

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） 第５条の４の１号の電子情報処理組織、これにつき

ましては、介護のケアプランをつくるときにも、要するにその情報を電子登録して

一括管理を行っております。それを電子情報処理組織を使用するということになり

ますので、その点でご理解をお願いいたします。

ケアプラン作成で、そういう情報を一元化登録をしているということで、そうい

うご理解をお願いいたしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 要するにパソコンとパソコンを結んで、情報管理するという

ことですよね、やさしく言えば。そうした場合に、磁気ディスクだとかＵＳＢだと

か、ＣＤ－ＲＯＭだとか、いろいろな附属したものに記憶させるでしょうけれども、

それらに対しての管理といいますか、例えばその情報を漏らさないようにするため

に、規則かなんかできちっと決めてあるのでしょうか。その辺はいかがですか。

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） 情報管理につきましては、それぞれ事業所等でもそ

の情報管理マニュアルというものを定めまして、その中で情報管理を徹底するとい

うことになってございますので、その点でご理解をお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） その中身を聞いているんですよね。どこまでが個人情報を漏

らさないためにどうすればいいのかという、マニュアルがきちっとしていなければ、

持ち出して紛失したりとかというのが、道当たりでも結構な数があるようですけれ

ども、その辺をやっぱり管理をきちっとすることが、まず必要でないかと思うんで

すよ。いままでもやっているでしょうけれども、その辺のところ、これからますま

すこういうものが増えていくわけですから、やっぱりその辺の管理をきちっと、マ

ニュアルを守ってもらう、そういうことの教育というものもきちっとしていただけ

なければ、ただこういうものをつくってあるからいいんだということではなくて、

それをどう守ってもらうかという、そこのところをやっぱりきちっとしていただき
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たいと思いますけれども、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） 条項で言いますと、第２４条に秘密の保持というも

のもございます。これは居宅介護支援事業所あるいは介護支援専門員が、正答な理

由なく情報を流してはいけませんよという、そういうものを利用者、家族等にもそ

ういう対応を求めていることでございます。

そういう条例にのっとって、事業所は対策マニュアル、これはやはり事業所単位

でしっかりした情報管理をしていただかないと、情報流出っていうのは、一番社会

的な影響も大きいですし、事業所の信頼を損なうということにもなりますので、そ

の点は私たちも事業所にそういう情報の流出、これはデータ的な流出だけでなく、

口コミといいますか、そういうものも含めて、そういう情報流出には一層気をつけ

てほしいと。それは事業所だけではなく、私たち行政に携わるものも、そういう情

報管理については研修等もありますし、事業所等にも正しく指導していきたいと考

えておりますので、その点でよろしくお願いいたしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 指定管理に任せるわけですから、それを指定管理者にどう思

いを伝えていただいて、それらの保護を守っていくかというのは、やっぱりきちっ

とした指導がなければならないと思いますので、その辺のところをよく考えて、各

事業所に任せているんだからそれでいいんだということでなくして、やっぱりきち

っと保健福祉課でその辺のところは管理は徹底し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） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） この今金町で指定介護事業者として指定するという

ことでございますので、その点では、私たちもしっかり指導して、私たちも注意い

たしますが、事業所にもしっかり指導していきたいと考えておりますので、その点

でご理解をお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

加藤君。

○３番（加藤三明君） 関連でちょっとお聞きしたいんですけれども、入所資格に、

いまの話、説明からいきましたら、基本的には変わらないように思いましたけれど

も、入所資格というものに対しての規制的なものは、何か町村町村の独自の思いで

できるんですか。

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） これは入所者の絡みではなくて、指定事業者を指定

する場合の人員だとかそういう定めをしておりますので、指定介護事業所自体は入

所施設ではございません。ケアプランを立てて、その中で付随して入所が必要だと

か、そういう事例は出てくるかもしれませんけれども、それはあくまでもケアプラ

ン作成上の話でございまして、入所等については、この事業所は相談窓口とはなり



- 21 -

ますけれども、入所手続を定めているものではございませんので、その点でご理解

をお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 加藤君。

○３番（加藤三明君） 関連でもう一問聞きたいんですけれども、私もちょっと認識

不足だったらあれですけれども、特養の場合の何か入所規定の規定があるというふ

うに聞いていて、介護の３以上は、いま特養で受ける場合は介護３以上でなければ

できないという話は知っているんですけれども、何か特例があって、行政が認めた

ものに対してはその３にこだわらず入所できるというような話を私は聞いているん

ですけれども、その辺いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 加藤君に、いまの条例の議案の中身は居宅関係の中身ですの

で、別の場面でやっていただければ思いますけれどもよろしいですか。

○３番（加藤三明君） わかりました。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「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５、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６ 議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、議案第３号を議題といたします。

今金町個人情報保護条例の全部を改正する条例制定について、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３号 今金町個人情報保護条例の全部を改正する条

例制定について、提案理由を申し上げます。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報の

定義の明確化及び要配慮個人情報に関する規定の新設のため、本条例の全部を改正

し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。

質疑ございませんか。
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（「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６、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７ 議案第４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、議案第４号を議題といたします。

今金町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例の一部を改正する条例制定に

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４号 今金町国民健康保険事業特別会計財政調整基

金条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成３０年度の国保制度改革により、保険給付に要する経費は、北海道からの交

付金により全額が賄われることから、基金設置の目的について、国民健康保険事業

の安定に資するためとする文言整理のため、本条例の一部を改正しようとするもの

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。

質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） この改正後の新旧対照表によって、基金を使える場合には、

経済事情の変動もしくは財源が不足した場合、今度は交付金として道から入ってく

るわけですから、財源が不足する場合というのはどういう場合が考えられるのか、

お答え願いたいと思います。

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） 経済事情の変動等によりまして、例えば不況で思う

ように税収が上がらないという状態もあります。ただ、それは税率を改正すると徴

収は可能ということになりますけれども、それでもやはり担税力の問題で大きな負

担が生じるという場合に、税収としての財源が不足する場合がございます。そうい

う場合に備えまして、財政調整基金を投入して調整する場合も今後生じる恐れがあ

りますので、そうことが財源が著しく不足する場合として考えられるところでござ
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います。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 必要な金だけ交付申請して、それが減額されてくるというこ

とはあり得ないですよね。ですから、災害等で収入が、税収が上がらなくなってき

ても、町村でそれを穴埋めするということは、私は考えられないんではないかなと

思うんですよね。そうでなければ、道に移管したことが何にもならない。いままで

の町村でやっていたことと同じになるわけですから。ですから、私は今後は、この

財政調整基金というのは使わなくなるのかなと思っていたものですからね、その辺

のところで、もうちょっと詳しくお話願いたいと思います。

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） いま、徳田議員がおっしゃるとおり、療養給付に係

る費用、例えば医療費、いま一般療養費だと５億ちょっとかかっています。それは

北海道から交付金としていただくことになります。

逆に、今金町が国保事業納付金として納める額がございます。その国保事業納付

金という額の中に、国保税として徴収するべき額が入っております。要するに一般

会計から入ってくる各種支援金と、今金町が独自に徴収した税を一緒に集めて納付

金として納めることになります。その納付金が、いままでの税の徴収と、だから賦

課徴収については、従前どおり今金町が責任を負うということになります。

今回、平成３０年度に国保事業納付金が２億数千万円ということになりますけれ

ども、その中で１億７，０００万円、８，０００万円程度が税で徴収して納める形

になっております。その税が、例えば不況なり災害等で徴収が難しい場合って想定

されます。そのときに、財政調整基金で補うという場合が想定されるということで

ございます。

医療費に係る分は、いままで税で集めた分と財政調整、医療費が高額にかかるよ

うになった場合は、税と財政調整基金等で調整していたものが、医療費は確実に北

海道からいただけます。ただ、税の徴収については、今金町が責任を負うというこ

とになりますので、その税の徴収はやはり経済状況だとかで思うように徴収ができ

ない場合が想定されるということになりますので、やはりその場合、町長が判断し

たときには、財政調整基金の繰り入れも視野に入れなければならない状況が生まれ

るということでございます。

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。

（「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。
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討論を打ち切り、日程第７、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

す。

◎日程第８ 議案第５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第５号を議題といたします。

今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、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５号 今金町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成３０年度の国保制度改革により、北海道が示す標準保険税率を参考とする税

率改正を行い、賦課方式を４方式から３方式へ移行することから、本条例の一部を

改正し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。

質疑ありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） いよいよ全道一本化になるということでは、準備も大変だ

ろうなと思う中で、今金町においては４方式から３方式に変更する。これまで長年

４方式でやってきたわけですけれども、このいまの実態というのはどういうふうに

なっているのか。全道的に見て、４方式、３方式の割合だとか、それから、これに

係る住民の数だとか、こういうのはどういうふうになっていますか、現状。

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） 昨年１２月の合同委員会資料でも説明した事項でご

ざいますけれども、まず北海道で３方式を採用している市町村数、これは保険者数

ですけれども５２町村です。４方式については１２７ということで、方式的には４

方式を採用している町村が多いということになります。

被保者数につきましては、３方式が１０９万２，２６７人、４方式が２９万９，

８２３人と割合的には３方式を採用されている被保者数が７８．５％、４方式につ

いては２１．５％ということになりまして、被保者数的に見て、４方式を採用して

いる町村が圧倒的には多いことにはなりますけれども、都市部ですね、札幌市、函

館市、旭川市等ですね、大都市部では、資産割を除いた賦課方式になっているとい

うことで、全道の約８割の被保険者の方については３方式で現在賦課されていると

いう状況にございます。
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以上です。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） かねてから資産割、応能・応益も含めて４方式の、いまま

でやってきたわけですから、悪い仕組みではないわけですけれども、いつの時点で、

これが見直されるのかなということは大変注目をしていたところであります。

運協の中でも答申をいただいたようでありますし、時代の流れというか、うまく

この時期に解消してくれたんだなと思います。このことによって、公平な税負担と

いうことがますます図られるのかなと思うんですけれども、その辺はいかがですか。

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） 国民健康保険税の今回の税率改正につきましては、

合同委員会でも説明したとおり、今金町国民健康保険運営協議会の答申にあります

ように、総合的な判断として４方式から３方式への移行が望ましい。また、北海道

が示す標準的な保険税の算定方式を参考とすることが望ましいという答申をいただ

いております。

今回の改正につきましては、その答申内容を尊重しての税率改正ということでご

理解をいただきたいと思います。

今回の国保制度の改革、都道府県が運営責任を持つという改革につきましては、

３０年に一度の国保制度の大改革と言われております。将来的に全道統一の保険料

というのが基本になるわけでございますけれども、やはりいまの状況を見ますと、

すぐすぐ統一というのは、料金の差の隔たりが余りにも大きいということになりま

すけれども、そういうことも、先ほど言いました全道に示す４方式じゃなく３方式

の被保険者数ということも十分運営協議会でも考慮していただきました。また、資

産割に対する居住用資産に対する賦課というのも、やはりどうなのかなという委員

さんの意見もございました。そういう中で、私たちもそのいままでの方式が、じゃ、

間違っていたとかという、そういう話ではございません。それは政令で定められて

いる賦課方式でございますけれども、やはり今後将来的な全道統一の保険料を目指

していく上で、いかなる賦課が、今金町にとってどの賦課方式が適切であるかとい

うことを念頭に考えてございまして、理事者含めて、運営協議会の答申を踏まえて

今回の条例改正を提案しているということでございます。

運協でもいち早くこの方針を出していただいたことによりまして、新年度に向か

いまして、今金町は資産割をなくした３方式での賦課方式を採用するということを

住民周知もいち早くできるものと考えておりますので、そういう趣旨で今回条例改

正をさせていただいておりますので、ぜひご理解をお願いしたいと思います。

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。

（「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。
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（「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。

◎日程第９ 議案第６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第６号を議題といたします。

今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定について、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６号 今金町学童保育所設置条例の一部を改正する

条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成３０年度の入所申し込みにおいて、定員を上回る状況となり、現施設での対

応が困難なことから、近隣施設を活用し子育て支援の充実を図るため、本条例の一

部を改正し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。

質疑ありませんか。

（「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１０ 議案第７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、議案第７号を議題といたします。

今金町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、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７号 今金町国民健康保険条例の一部を改正する条

例制定について、提案理由を申し上げます。

平成３０年度の国保制度改革により、事業主体が北海道となることから、これま

での国民健康保険運営協議会の名称が使用できなくなることを受け、引き続き名称

が使用できるように本条例の一部を改正し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１０、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１１ 議案第８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、議案第８号を議題といたします。

今金町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について、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８号 今金町後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成３０年４月１日より、国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行及び高

齢者の医療の確保に関する法律第５５条の２の規定が新設され、従前の住所地の市

町村の保険者として住所地特例の適用を引き継ぐことと規定されたことから、本条

例の一部を改正し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。

質疑ございませんか。

（「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）
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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１２ 議案第９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１２、議案第９号を議題といたします。

今金町介護保険条例の一部を改正する条例制定について、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９号 今金町介護保険条例の一部を改正する条例制

定について、提案理由を申し上げます。

第７期今金町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画に基づき、平成３０年度か

ら平成３２年度までの保険料率を改正するとともに、市町村の質問検査権の範囲が

拡大されたことから、本条例の一部を改正し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。

質疑ありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） いよいよ第７期で６，０００円の月額保険料になるという

ことで、１期ではたしか４，０００円前後だというふうに記憶をしております。そ

れから見ると約５割値上がりをしていくということ。これは当然サービスの充実も

あるだろうし、利用量も増えているからだというふうには思うんですけれども、こ

れの近隣町の動向ってどうなのかなというのがちょっと気になるんですよ。ですか

ら、もし近隣町の動向がわかれば、管内でも結構ですから保険料の金額をお教えい

ただきたいと思います。

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） 保険料につきましては、第６期で４，７００円、第

７期で６，０００円ということで、大幅な値上げになってございます。

その値上げについては、介護サービス等の事業量の増加、いろいろ種々理由はご

ざいますけれども、前回４，７００円は、基金を投入するということで料金が抑え

られていたということでご理解をお願いいたします。

近隣町の状況でございますけれども、江差町が、これはあくまでも予定というこ

とで、実際にいろいろ提案までにあると思いますので、予定の金額ということで、

江差町が６，２００円、上ノ国町が６，１５０円、厚沢部町が６，０００円、乙部
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町５，８００円、せたな町４，１８０円ということで、あと奥尻があるんですけれ

ども、奥尻はもともと３，０００円台ということで、かなり低い設定がされてござ

います。管内で６，０００円を超えるまちが４町村という状況になります。

第６期の時点で、江差町と上ノ国町につきましては、６期の時点で６，０００円

を超えているという状況になってございます。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これは保険料というのは、できれば安い方がいいなという

のは、これは被保険者にすれば望むところなんですけれども、たまたま今金町はと

しべつを始めとしていろんな施設が充実をしているという。ここにおいて、サービ

スを利用する方が増える、いわゆる事業量が増えているという、この現実を考える

と４，７００円から６，０００円、この６，０００円の保険料で果たしてこれから

どうなんだという、ある意味ちょっと心配なところもあるというふうに思うんです

よ。というのは、合同委員会で説明をいただいた中では、基金残高が８５万円くら

いしかないという話です。基金を投入して６期の３年間は対応してきたという中で

は、いま６，０００円に値上げをお願いする段階での基金が８５万円。これから３

年間、これで経過できるのかどうかという疑問が生まれてくる。

最初に言ったように、被保険者にすれば、保険料は安くサービスは手厚く、これ

は望むところです。でも、一つのまちでの事業としては難しい。いまは基金残高と、

それから、これから第７期の３年間、このところの予測ってどういうふうになるか

お願いをします。

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） さきの合同委員会でも説明させていただいたんです

けれども、基金残高につきましては、３月補正後の額となりますけれども８５万３，

０００円ということになります。

第６期が始まった時点では６，０００万円程度の基金保有残高でございました。

その時点でも、やはり基金を投入して料金を下げるという方針でございました。た

だ、予想を上回るサービス事業量の伸び、あと認定者数の延びだとかがありまして、

いま８５万３，０００円と。

ただ、この８５万３，０００円は、実際には決算を終わりまして、次年度の精算

分を考えなければ正確な基金残高というのは出てこないんですけれども、第７期は

この基金を入れないような、入れる余裕がないということで、入れない計算で６，

０００円を算出してございます。

事業量、見通しということになりますと、やはりぎりぎりなのかなと。ぎりぎり

というのは、過大に事業量を見積もることも、やはり余すこともできず、足りなく

することもできないという状況で、この事業量については、担当者含め私たちも相

当気を使ってその伸びだとかを予測したところでございます。

ただ、この事業量につきましては、やはり介護認定者の増加だとかを含めて予測
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はしておりますけれども、想定外ということ、想定外に伸びるということもやっぱ

りあります。そういうときには、第７期の計画期間中に、増額ということはしたく

ないとは思っています。実際に足りなくなって増額している町村もございます。逆

に、減額をしている町村も現実にはあります。

でも３年間を見越した中での事業量ということでは、なかなか難しい面がござい

ます。いま、国の施策として施設入所から在宅へということで、在宅で生活できる

方を増やすことによりまして、サービス事業量の伸びを抑えるという国の政策がご

ざいまして、包括支援センターを含めまして、私たちも努力しているところでござ

いますが、なかなかこの地域性というのもございます。やはり施設から在宅への転

換というのは、なかなか難しい面もございますけれども、私たちとしても、その介

護事業量で保険料にも直接影響しますので、やっぱり在宅で地域で皆様の協力を得

ながら、やはり地域で生活をしていただくという理念は、私たちもそのとおりだな

と思っておりますので、それに向かって努力はしてございます。

ただ、やはり地域性もございます。個人の考え方もございます。施設入所を希望

される方もやはり少なくはございません。そういう中で、適切な料金設定、いまの

見通しを立てて一応算出した額ということでご理解をお願いしたいと思います。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これ期中に減額するというのは、具体的な考えではないと

思う。現実的な考えというんですか。

第１期から第５期までの間で、保険料と、それから事業量のこの差額が基金とし

て来たわけですから、この基金が６期、３年間で約６，０００万円が取り崩された

という現実を見ると、簡単に、じゃ、６，０００円のこの第７期のものを期中で変

更するというのは難しいなと思う。

ですから、３年間を見越した中での保険料ということであれば、これを守ってい

けるような、努力というんですか。私たちもいつかはここでお世話になるし、みん

な世話になると思うんですよ。ですから、このシステムの中で、いま大変厳しいだ

ろうけれども、運用していきたいな、していっていただきたいなというお願い。

それから、もう一つ、この制度でいうと、広域連合の話が出てきます。これ、北

海道で２番目に広域連合を組織して、わずか数年のうちで廃止になったと。そのと

きは、たしか事業費で３，０００万円、４，０００万円くらいの利益が出ていたと

いう、利益というか差額が出ている。１町でやるよりも、広域でやった方が事務経

費が抑えられてということではあった。

いま、４町連携で北渡島・檜山、いろんな話をしているようですけれども、その

広域連携、広域連合の話っていうのは出ないのかどうか。

多分、実際に連合という仕組みを考えたら、利益は出るものだろうというふうに

思う。ですから、将来の保険料等に関しても、このことによって据え置き、もしく

は下がるようなことも視野に入るのかなという気がするんですよ。ですから、いま
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広域連携をやっている中では、どういう取り組みがされているのか。または、され

ていないのか。ここを理事者にお願いをしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 現実には４町連携の中で、介護保険に関する広域連合の考

え方という話題はありません。

ただ、いまいろんな連携を模索をしている中で、今後話題になる可能性はあると

思いますが、いま４町の中でこのことを改めて議題にしているということはありま

せん。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 議長、広域連合の話はいいんですね。

〇議長（村瀬 広君） いいです。

○１０番（山崎 仁君） 話題には乗っていないようですけれども、広域連合の優位

性というのは、これはだれもが認めているというふうに思うんです。当時離脱をす

るという、解散をするということの中では、大変苦渋の決断だったと思う。これも

相手もあることですから。でも、約１０年以上経過をして、やっぱり私は考えるべ

きだなと思うんですよ。国民健康保険も全道一本化になった。この理由は何だとい

ったら、事務の効率化を図る、経費の節約。これを考えたら、やっぱり介護保険も

求めていくのが必要だなというふうに私は思う。

ですから、どこからも話が出ていないのであれば、今金町から話をしながら、こ

ういうこともこれからは検討課題にしましょうねくらいのところ、入り口として、

私は必要だと思うんですけれども、再度いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 広域連合の話がありましたけれども、私も直接担当者として、

それから町長というかかわりの中で進めてきた一人であるわけでありますけれど

も、当時連合を組んでいた議員さん全員は大賛成でありました。将来この構想でも

って行こうということで、もう一致した中で運営を、将来像も描いてきた。さまざ

まな事務事業もここにまとめていこうということでは、見解を一致しながら広域連

合の運営をしてきたわけでありますけれども、残念ながら、本町の方で合併という

ことの中で離脱をすると。私も最後までお願いし、食いとめてくる努力をしたわけ

でありますけれども、いま議員がおっしゃるように、将来明らかにそういう時代に

なる。この連合的に、連携事業ということは、もう本当に優位な状況になるわけだ

から。その道筋を消さないために、せめて審査会だけでもいいから存続の道を歩ま

せていただきたいということでお願いを申し上げて、いまなお共同事務としてやっ

ているわけであります。

ただ、新規については、せたな町独自でやっているでありますけれども、それも

改めて全部まとめて一緒にどうでしょうかということについての課題は残っており

ます。
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ただ、ここに来て、介護保険料等のことで議論になっているわけでありますけれ

ども、議員はもう十分ご承知で、先ほど発言ありましたように、今金町がいま現況

は４，７００円でやっているわけでありますけれども、これだけ老健だとかさまざ

まな施設を持って、サービス機能を充実してやっているということは、非常に安く

済んでいると。

ただ、そこでやり切れない要素があるので基金を投入してきたという経過もある

わけでありますけれども、例えば豊寿園一つとっても、１人当たりの４，７００円

のうちの占める比率は１，０００円ちょっとなんですね。としべつというのは１，

５００円くらい、１人分かかるわけです。今金町の現状の介護保険のサービスに係

るお金の大体半分は、そのいま言った施設にかかわるわけであります。あとの１５

％、１５％ってあるわけですけれども、これは居宅型、在宅でもってサービスを受

ける者に大体１５％ぐらいかかっていると。もう一つは、グループホーム等々含め

たさまざまな、デイサービスを含めたそういう事業に１５％かかっていると。こう

考えた場合に、これからの推計はどうなんだということで、いまさまざまな情報を

持ちながら、事務方含めて推計を出している部分の中では、国は在宅に向けて進ん

でいるわけでありますから、少なからずもその方向に行くだろうと。これは１８％

くらいまで行くのではないかという予測を立てています。

ただ、実態としては、施設があるということについては、施設への事業度が高ま

るわけでありますから、これはもしかしたら、いま５割ぐらいで納まっていますけ

れども、６割行く可能性はあるのではないかと。そういうことで、なかなか流動的

な要素もありますけれども、そういう意味合いを含めれば、ここで広域連合を組ん

だ場合に、合同事業をやった場合に、今金はサービス機能があってそれだけ成り立

っているわけですね。他のまちと施設は共有になるわけであります。そうなった場

合、負担がどうなるかということでは、当然議論があるわけであります。明らかに

他のまちは、例を挙げて申しわけないですけれども、いまの事例から考えるとせた

なで最も身近に考えられるわけですけれども、当然老健だとか豊寿園というものを

共有するわけですから、そうなった場合に高くなっていくだろうと。サービスの向

上ということを含めた場合に、どちらを選択するかということも出てくるのではな

いかなと。それが一つの大きな懸念材料になると。

そこに両町が基金を。基金といっても、みんなが負担したものでありますから、

それは現在も過去の方の現在の未来の方のための基金であるわけでありますから、

一気には使うことにならないと。

先ほどご審議いただいた国保の問題もそうでありますけれども、平準化までは相

当時間がかかるわけであります。国保の平準化っていうのは、すごい落差がありま

す。

先ほど課長が申し述べましたが、介護保険料についても、管内でもそれだけ差が

あるわけであります。私が知り得ている範囲の中では、南部の方の町村は施設がな

いわけです。施設がないんですけれども６，０００円という高額な介護保険料にな
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っているわけです。その実態は何かといいましたら、地元にないものですから、函

館等を含めた事業者が参入してきて、そちらの方の利用をしていることによって、

相当高いサービスの提供料になっているということから、介護保険料の高さがうか

がえるわけですあります。

そういう中では４，７００円でとどまっているわけではないですけれども、今金

町は何とかこれだけの施設を持ちながら、機能を持ちながらやってきているという

ことについては、私なりには努力しているなという思いを持っているわけでありま

すけれども、事この流れを、そのまま連合でもって施設もすべてのサービスを共有

するという形の中で持っていくとすれば、やはりどこにその負担を求めるかという

ことでは、大きな議論になるのではないかと。

ただ、先ほど言ったように、いま審査会については共同でやっている部分があり

ますので、これはせたなの分と今金の分、新規についてはそれぞれやっているわけ

であります。それも共同でやるということの道筋は、もう以前からは何気なくさり

げなく話をしている経過がありますけれども、将来像を描いて、介護保険だけでは

ないんですけれども、全体の連携事業ということについては、視点を向けて取り組

んでいかなきゃいけない、私は重要課題であると思っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 確かに南部の方においては、この辺でもそうだと思うんで

すけれども、特にいま、サ高住といいますか、ああいうところにどんどん人が行っ

ている。行った先では当然サービスを受けるので、当然保険料が上がっていくとい

う、この仕組みは私も理解をしているつもりです。

今金町と元共同事務事業をやっていたまちにしても、同じような施設を持ってい

るかといったら、多分確かにこれもわかります。しかし、どうすれば住民、いわゆ

る被保険者の保険料を安くできるか、まちの負担を減らしていけるかということは、

常に考えなきゃならないことですよ。いま言ったことで、共同事業はちょっと無理

だなと言うんじゃなくて、何かをしながら、突破口をあけながら、少しでも軽減を

図っていく、この努力は継続してやるべきだと思うし、そのことは常に頭の中に入

れておいていただきたいと思うんですけれどもいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 再度の答弁になりますけれども、そういう姿勢を持ち続けて

まいりたいと思っています。

先ほど居住地の問題の議決もいただきましたけれども、あくまでも所在に住所を

有するところがきちっと責任を持ってやらなきゃいけない。それはどこにサービス

を受けようとも、その責任があるわけでありますから、それをやっぱり身近で行う

ことが必要だと。それが近隣で賄えるのであれば、本人含めて、家族含めて、非常

に有利な要素もありますし、そこに共同の意味合いがあると思いますので、そのこ

とについては、きちっとこれからもそういう場面を構築しながら対応してまいりた

いと思っております。
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〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「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１２、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。

１４時２０分まで暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時０７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１３ 議案第１０号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１３、議案第１０号を議題といたします。

今金町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定について、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１０号 今金町指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げま

す。

平成３０年１月１８日に公布された平成３０年基準改正省令の改正により、指定

介護予防支援の事業の基本方針等が追加されたことから、本条例の一部を改正しよ

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。

質疑ありませんか。

（「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。



- 35 -

（「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。

◎日程第１４ 議案第１１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１４、議案第１１号を議題といたします。

今金町指定地域密着型サービス事業等の指定に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例制定について、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１１号 今金町指定地域密着型サービス事業者等の

指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申

し上げます。

今金町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定

に当たり、本条例において事業申請者の資格を規定していることから、新たに指定

居宅介護支援事業を追加するため、本条例の一部を改正し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１４、議案第１１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１１号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１５ 議案第１２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１５、議案第１２号を議題といたします。

今金町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定について、理事者の説明を求めます。
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副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１２号 今金町指定地域密着型サービス事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、提案

理由を申し上げます。

平成３０年１月１８日に公布された、平成３０年基準改正省令の改正により、認

知症対応型通所介護の基本方針が示されたことから、本条例の一部を改正しようと

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。

質疑ありませんか。

（「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１５、議案第１２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１２号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１６ 議案第１３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１６、議案第１３号を議題といたします。

今金町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、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１３号 今金町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定

について、提案理由を申し上げます。

平成３０年１月１８日公布された、平成３０年基準改正省令の改正により、認知

症対応型通所介護の基本方針が示されたことから、本条例の一部を改正しようとす

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。
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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１３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１３号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１７ 議案第１４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１７、議案第１４号を議題といたします。

今金町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制

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１４号 今金町包括的支援事業の実施に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、主任介護支援専門員の定義に変更が生じ

たことから、本条例の一部を改正し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１７、議案第１４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１４号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１８ 議案第１５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１８、議案第１５号を議題といたします。

今金町観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定につい

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１５号 今金町観光施設の設置及び管理に関する条
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例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

国の地方創生拠点整備交付金を活用し、休止中のプール棟を改修したことにより、

施設名称を変更するため本条例の一部を改正し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。

質疑ありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 温水プール棟を交流棟に変更というのは、これは理解する

んですけれども、この交流棟の使用に係る規則等、何ていうんですか、利用料金が

発生するのか、それともどういう状況でという規則等が、要項でもいいです。でき

ているのであればお示しをいただきたい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。

この交流棟につきましては、指定管理の施設でございましたので、指定管理者と

もども、私ども行政と料金設定の協議をさせていただいて、指定管理者が料金を設

定して料金の収入に充てていただいて、営業の収益とさせていただくというルール

となっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） まだ決まっていないということなの。

〇議長（村瀬 広君） 山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） いま現段階で協議をしているのは、センターハ

ウス棟の宿泊料金に準ずる形で３部屋、１２畳の部屋の３部屋はそちらの方の料金

体系を準じて適用するということです。

また、大広間でございますが、そちらの方も１室料金でありますけれども、使用

料はおおむね３，０００円程度でいま検討中でございますので、それは今後協議し

て、４月に、１日からはちょっと春のメンテナンス休暇がありますので、４月６日

から営業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） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 協議中だということでは理解はしますけれども、もし決定

をしたならば、ぜひ議会の方にもお示しを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） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） ごもっともなことだと思います。議員の皆様に

も、もう主要な工事は完成しておりますし、一部防火防炎対策工事ですとか、外構

工事ですとか、一部施工中でございますけれども、主要な箇所は完成しております

ので、４月に入ってそのメンテナンス休暇中に、お時間の調整が合えば、議員の皆

様の内覧会的なものもちょっと開催したいなというふうに思いますので、そちらの
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場面で料金設定等をお示しできれば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） 他に質疑ありませんか。

（「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１８、議案第１５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１５号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１９ 議案第１６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１９、議案第１６号を議題といたします。

プラザ２１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１６号 プラザ２１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

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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） プラザ２１なんですけれども、以前、大規模な改修等をや

っていたというふうに記憶をしています。

何年かはちょっと失念をしましたけれども、今後この３年間でこれは指定管理を

お願いするわけですけれども、これからの３年間で改修の必要なようなところって

あるんですか。

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） お答えをいたします。

おっしゃるとおり、数年前だったと、年度はちょっと記憶ございませんけれども、

風車の部分と、あと外観の部分ですか、そちらの方の大規模な改修をさせていただ

きました。いまは、その大規模改修。ごめんなさい。いま公営施設課長から平成２

２年に大規模改修があったということで報告ありましたので。

それ以降は、小規模なメンテナンス的な、維持管理的な改修等々はございますけ



- 40 -

れども、今後はまだ大規模改修的なものは想定をしておりませんので、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。

（「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１９、議案第１６号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり可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１６号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２０ 議案第２５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２０、議案第２５号を議題といたします。

平成３０年度今金町一般会計予算について、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２５号 平成３０年度今金町一般会計予算について、

提案理由を申し上げます。

本町の財政状況は、平成２８年度一般会計決算において、実質収支で３，１１２

万円の黒字を確保し、基金残高はわずかに減少したものの、地方債残高が減少した

ことにより健全化判断比率等の財政指標においても健全性が保たれているところで

はありますが、高齢化の加速や人口の減少等に伴い、町税収入、交付金の減少が懸

念され、地方交付税においては、平成２９年度地方財政計画の水準を下回らないよ

う総額を確保するとされておりますが、総務省の仮試算では減額が見込まれている

ことから、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、社会保障関係経費及び公共施設の

老朽化に伴う維持補修経費等の経常的、固定的経費が増加傾向にあり、さらには大

規模公共事業である国営緊急農地再編整備事業、平成３０年度に本格工事を迎える

総合体育館建設事業に１２億６，６００万円程度が見込まれ、そののちも今金中学

校、給食センター、役場庁舎、消防署改築事業等が控えており、将来の負担に備え

た財源の確保に努めていかなければならないことから、厳しい財政状況が想定され

ております。

このような財政状況の中、将来を見据えた健全な財政を維持しながら、第５次今

金町総合計画の主要な事業に取り組み、町民生活に直結する多くの事業を継続的に

展開し、平成２７年度に策定した人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦

略に掲げる施策について、特に重点的に取り組みを推進し、適切に対応しなければ
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なりません。

平成３０年度の予算の編成に当たっては、本町の厳しい財政状況を深く認識し、

積極的な財源確保や、町民の視点に立った施策の展開、他部署との連携による効率

化、事務事業の検証・見直しを行い、地域や町民との協働を推進し、職員一人一人

の知恵と力を最大限に発揮して、創意と工夫により最少の経費で最大の効果を上げ

るよう努め、将来に責任が持てる予算の編成を行ったところであります。

一般会計予算の総額は、体育施設建設費１２億６，６７２万８，０００円を含む

６３億９，６９７万７，０００円で、前年度当初予算の比較では１２億４，８７７

万６，０００円、２４．３％増といたしました。

なお、参考までに昨年５月１０日開催の第１回臨時会で可決をいただきました総

合体育館建設事業費５億７，９３６万３，０００円を含めた５７億２，７５６万４，

０００円との比較では６億６，９４１万３，０００円、１２％増となっております。

予算の編成に当たって、主な財源調整としては、財政調整基金から３，２３１万

３，０００円、減債基金から１億９，３６０万円、まち・ひと・しごと総合戦略基

金から４，０００万円を組み入れ、備荒資金からは３億５，０００万円を支消する

ことといたし、財源調整の総額を６億２，９８８万５，０００円としたものであり

ます。

予算の総額６３億９，６９７万７，０００円の財源内訳につきましては、予算資

料の２１ページをご覧ください。

町税では４億８，１８６万８，０００円で構成比は７．５％、地方譲与税ほか各

交付金で２億３，５５０万円で３．７％、地方交付税では２５億３，６００万円で

３９．６％、分担金、負担金と使用料、手数料で１億６，６３２万７，０００円、

２．６％、国・道支出金では９億２，６９７万６，０００円で１４．５％、財政調

整基金、減債基金等各基金からの繰入金と備荒資金の支消金では７億８３万８，０

００円で１１．０％、町債では１３億４，９４６万円８，０００円、２１．１％と

なったところであります。

予算の概要につきまして、歳入より款ごとに申し上げます。４ページをご覧くだ

さい。

１款町税において４億８，１８６万８，０００円は、町民税において２億１，３

０３万４，０００円、固定資産税で２億９５２万１，０００円、軽自動車税で１，

５３８万２，０００円、町たばこ税で４，２１２万４，０００円、特別土地保有税

で１，０００円、入湯税で１８０万６，０００円であります。

２款地方譲与税において９，５０８万６，０００円は、地方揮発油譲与税で２，

５５２万２，０００円、自動車重量譲与税で６，９５６万４，０００円であります。

３款利子割交付金は７３万２，０００円であります。

４款配当割交付金は８４万１，０００円であります。

５款株式等譲渡所得割交付金においては５８万５，０００円であります。

６款地方消費税交付金は１億８２１万４，０００円であります。
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７款自動車取得税交付金は２，８９５万７，０００円であります。

８款地方特例交付金は４４万８，０００円であります。

９款地方交付税において２５億３，６００万円であります。

１０款交通安全対策特別交付金は６３万７，０００円であります。

１１款分担金及び負担金において７，２９９万８，０００円は、負担金でありま

す。

１２款使用料及び手数料において９，３３２万９，０００円は、使用料で８，３

６２万６，０００円、手数料で９７０万３，０００円であります。

１３款国庫支出金において５億２４４万３，０００円は、国庫負担金で２億３，

７９５万４，０００円、国庫補助金で２億３，３５６万円、委託金で３，０９２万

９，０００円であります。

１４款道支出金において４億２，４５３万３，０００円は、道負担金で１億６，

１１０万９，０００円、道補助金で２億１，９９７万４，０００円、委託金で４，

３４５万円であります。

１５款財産収入において２，８０２万７，０００円は、財産運用収入で２，８０

２万４，０００円、財産売払収入で３，０００円であります。

１６款寄附金においては１，２００万１，０００円であります。

１７款繰入金においては２億７，９８５万５，０００円は、基金繰入金でありま

す。

１８款繰越金において５００万円であります。

１９款諸収入において３億７，５９２万５，０００円は、延滞金、加算金及び過

料で１，０００円、町預金利子で１８万円、受託事業収入で９７万６，０００円、

雑入で３億７，４７６万８，０００円であります。

２０款町債においては１３億４，９４６万８，０００円であります。

次に、歳出であります。１２ページからです。ご覧ください。

１款議会費において６，９５１万６，０００円であります。

２款総務費において８億６，３４９万２，０００円は、総務管理費で８億２，５

０９万４，０００円、徴税費で８９３万４，０００円、戸籍住民基本台帳費で８８

４万４，０００円、選挙費で１，９０１万１，０００円、統計調査費で４８万７，

０００円、監査委員費で１１２万２，０００円であります。

３款民生費において１１億４，１３１万円は、社会福祉費で９億４，５６８万９，

０００円、児童福祉費で１億９，１５４万８，０００円、町民費で４０７万３，０

００円であります。

４款衛生費において６億８，２４９万９，０００円は、保健衛生費で５億３，６

７５万１，０００円、清掃費で１億４，５７４万８，０００円であります。

５款労働費において３３万４，０００円は、労働諸費であります。

６款農林水産業費において４億５，０１７万３，０００円は、農業費で２億８，

２９９万８，０００円、林業費で１億６，７０６万７，０００円、水産業費で１０
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万８，０００円であります。

７款商工費において１億１９０万５，０００円であります。

８款土木費において５億７，１８７万６，０００円は、土木管理費で９７万４，

０００円、道路橋りょう費で３億９，９７３万２，０００円、河川費で８５０万２，

０００円、都市計画費で１億４，７２４万３，０００円、住宅費で１，５４２万５，

０００円であります。

９款消防費において２億１，３５３万３，０００円であります。

１０款教育費において１６億７，２８７万６，０００円は、教育総務費で１億８，

７６８万８，０００円、小学校費で７，４１０万４，０００円、中学校費で４，８

５３万６，０００円、社会教育費で２，１１３万５，０００円、保健体育費で１３

億４，１４１万３，０００円であります。

１１款災害復旧費において２，８００万円は、文教施設災害復旧費であります。

１２款公債費において５億９，８４６万３，０００円であります。

１３款予備費においては３００万円であります。

次に、第２表債務負担行為について申し上げます。

１８ページをご覧ください。

事項、今金小学校校務用パソコン整備事業、期間、自平成３０年度、至平成３４

年度、限度額、今金小学校校務用パソコン取得費５６２万４，０００円と利子に相

当する額。

事項、種川小学校校務用パソコン整備事業、期間、自平成３０年度、至平成３４

年度、限度額、種川小学校校務用パソコン取得費２４０万３，０００円と利子に相

当する額。

事項、今金中学校校務用パソコン整備事業、期間、自平成３０年度、至平成３４

年度、限度額、今金中学校校務用パソコン取得費３９１万１，０００円と利子に相

当する額。

次に、第３表地方債について申し上げます。

１９ページをご覧ください。

起債の目的、臨時財政対策債、限度額１億３，２２６万８，０００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。

以降、起債の方法、利率、償還の方法については同様でありますので、説明を省

略をさせていただきます。

住宅リフォーム助成事業債９５０万円、高齢者共同生活施設運営事業債２，９７

０万円、認定こども園利用者負担額助成事業債２，８９０万円、子ども医療費助成
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事業債１，１６０万円、森林管理道住吉支線開設事業債２，７９０万円、中央通線

交付金事業債１，２３０万円、神丘１０号線交付金事業債１，１３０万円、豊田橋

長寿命化修繕交付金事業債２，２６０万円、全国瞬時警報システム更新事業債４１

０万円、総合体育館建設事業債１０億５，９３０万円、計１３億４，９４６万８，

０００円。

以上、概要を申し上げました。

ご審議を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。７３ページから７５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。７６ページから１１１ページです。

村上君。

○８番（村上忠弘君） ７９ページ、委託料でふるさと納税業務委託料ということで

お聞きいたします。

業務委託先と、それから新たな返礼品のメニューだとかアイテムがあればお聞か

せください。

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） ふるさと納税業務委託料でありますが６８７万９，

０００円、こちらにつきましては、いまホームページを開設していただいておりま

すが、ふるさとチョイス、レッドホースコーポレーションというところが運営して

おりますけれども、そちらの方に対する委託料であります。

こちらは包括パッケージの利用料となっていまして、まず対象の寄附額の１３％、

これについては基本料金ということでお支払いをいたします。それから、礼状、受

領証明書、それから、ワンストップ特例申請といった発行の代行の手数料も中に含

まれております。それから、返礼品の代金、それから送料ですね、そういったもの

も含まれております。

想定といたしまして、寄附金額が１，２００万円を今回想定をして予算計上させ

ていただいた次第であります。１，２００万円で、１件当たり１万円と見込みまし

て１，２００件の申し込みがあるということを想定した委託料の設定というふうに

なっております。

それから、ふるさと納税の返礼品でありますが、現在３７セットを用意をさせて

いただいております。金額にしますと、寄附金額５，０００円から１０万円の範囲

の中で幾つかありますけれども、地元ラーメンセットですとか原木しいたけ、地酒、
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それから紫蘇ジュース、黒豆ジュース、みそ、いももち、黒毛和牛、町内の宿泊施

設における宿泊券、そういったものが組み合わさった内容になっております。

なお、農産物ですとか、収穫期を迎えたものについては、その都度メニューに加

えているという状況でありますので、いまのところ３７のセットで運営をしている

というような状況になっております。

よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） 新たに考えるアイテムというのは、そうしたらいまのところ

はないということなんですか。

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） こちら側が用意するということよりも、参画をして

いただける町内の事業者さん、そちらの方とさまざま交渉といいましょうか、新た

なアイテムといいましょうか、返礼品の協議はさせていただいております。

いま候補として上がっていますのは、例えばですが、高等養護学校でつくってい

らっしゃる陶器類ですとか、それからクッキーも新しく製品化されましたので、こ

れは光の里学園とのコラボレーションになりますけれども、そういったものの返礼

品の活用なんかも、いま協議をしているところでありまして、準備が整いましたら、

順次加えていくような形になっております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） 関連する質問になるかもしれませんが、ふるさと納税につい

ては、全国いろんな形で取り組んでおりますけれども、課題だとか問題も指摘され

ているようなこともあります。

しかしながら、檜山管内では、上ノ国町が驚異的な数字でふるさと納税の奨励を

しておりますけれども、やはり今金町のように海のない、山の幸しかないという地

域については、非常に不利かなというふうには思うんですけれども、しかしながら、

２９年の補正を見ますと１，０００万円台を超えている数字になってきていると。

このことは非常にいろいろな今金町の出身者の皆さんに、ようやく今金町のいろん

な部分が浸透しつつあるのかなという気はしているんですけれども、品目の増進も

そうなんですけれども、例えばさっぽろ今金会だとか、そういうつながりも持って

います。そういうことを考えたときに、いろんな立場からふるさと納税のＰＲをし

ながら協力してもらうということが大事なのかなというふうに思います。

また、このふるさと納税というのは、町村が自由に使える唯一の基金でもござい

ますので、私はこれはもっともっと拡大できる可能性があるんじゃないかなという

ふうな気はしているんですけれども、その可能性について、あるいは取り組みにつ

いて新たなものがあったら、ちょっと教えていただきたいと思います。

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） ありがとうございます。常任委員会の資料の最終ペ
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ージにも載せていただきましたが、２月の直近のところで、ふるさと納税の申し込

みの金額が、いま１，４２８万円ほどとなっておりますので、１，５００万円に届

くかなというようなところかなというふうに思っておりますが、順調に寄附額につ

いては伸びが見込まれているという状況であります。

いまおっしゃられたように、課題とすれば、少しカタログショッピング的なとこ

ろになっているのではないかということで、返礼品の以前は５割程度というような

ことでやっておりましたが、総務省からの指導もありまして、現在は３割程度とい

うことで全国的な流れになっております。

そういった傾向もありつつ、いま向井議員がおっしゃられたように、今金町にゆ

かりのある方たちにまちづくりを応援をしていただくという意味合いでこの制度を

活用していただくということが、非常に重要な視点だというふうに思っております。

先般にも質問ありましたが、いまこのふるさと納税にかかわっての扱っている返礼

品ですとか、趣旨、目的等についてのパンフレット、カタログ的なものの製作にも

入っておりますので、そういったものを活用しながら、今金会を始めさまざまなと

ころでの周知に向けていけたらいいなというふうに思っております。

そういう意味で、まちづくりに直接かかわっていただけるようなということにな

りますと、例えばふるさと納税の寄附していただいたものの使途をもっと明確にす

るというような手法もあるかと思います。先般の公共施設等にかかわっての方向性

についてという中にもありますが、公民連携の一端とすれば、クラウドファンディ

ングとふるさと納税、こういったものの活用というのがあるわけでありますので、

その寄附していただいたものが明確にこの使途で使われるといったようなメニュー

提供も今後考えていける下地にあるのかなというふうに思っております。

第一は、このことをきっかけにして、まちを知っていただいたり、ひょっとすれ

ばこのまちに来ていただけるというようなきっかけづくりになるのが一番だという

ふうに思っておりますので、その観点を大事にしながら、今後運用していきたいと

いうふうに思います。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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 町民センターなんですけれども、ページは９４ページにあ

るんですけれども、先ほど教育行政執行方針と、それから一般質問の答弁の中で、

町民センターの図書室のリニューアルを行うという話だったんですけれども、これ

はリニューアルというのは、具体的に建物をいじる、いわゆる費用が発生するもの

なんですか。

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） 町民センター内の図書室のリニューアルとい

うことで、ご質問にお答えいたします。

今回教育委員会の方で考えているものは、建物の構造そのものを変更するという

ことではなくて、いま、図書室の中の配置ですね、机やいす、あるいは書棚等の並
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びについて、配置をより町民の方が使いやすいものに変更していく。それに伴って、

必要な備品類の入れ替えを行うということでございまして、それらの費用について

は、教育委員会の予算の中で持っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 町民センターの図書室を活用してということは理解できる

んですけれども、ロビーや空き室でも自由に読書、学習ができるような改善を図る

ということは、例えば空き室を使うとなれば、いままでの手続でいうと町民センタ

ー、いわゆるまちづくりを含めて申し込みをして、そういう手続が必要になってく

る。図書室のこの考え方っていうのは、どういう考え方なのか。

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） お答えをいたします。

教育委員会として考えております町民センター全体を図書室ととらえたというと

ころにつきましては、ふだん自由にオープンに開放されている部分としては、１階

のロビーであったり２階のロビーであったり、ここは特定の方の使用申し込みがな

くても出入りできるところでございます。こういったところに、図書室からの本を

持ち出したり、あるいは我々の工夫として若干なりの蔵書を配置したりということ

で、２階まで上がらずとも多少なりの本が読めたり、あるいは先ほど図書室内もリ

ニューアルすると言いましたけれども、それでも手狭なとこがありますので、図書

室の外に持ち出して、そういったところで読んでいただくというのが一つのねらい

でございます。

もう一つ、空き室を使ってというところでは、昨年も実施しましたように、例え

ば夏休み期間だったり冬休み期間、大ホールだったり２階の研修室など、借り入れ

の申し込みをしまして、教育委員会で借り入れて、そういったところに机やいすを

出して、子どもたちの学習の場に提供するという取り組みも既に行っておりますし、

先般、町民センターの運営協議会の中でもお話をさせていただいて、ご同意いただ

いているところでございますけれども、それぞれいろんな団体や個人の方が各室の

申し込みをされております。常に毎日のように申し込みが入ってくるわけでありま

すけれども、その日、その時間帯、あいている部屋があれば、町民センターの利用

者の状況にもよりますけれども、そういった広い空間といいますか、静かな空間で

さらに学習をしたいだとかという場合には、申し込みのない部屋は自由に使わせて

いただくということで、一応運営上のご同意もいただいているところでございます

ので、そういった工夫をしながら利用してまいりたいと思っておりますので、ご理

解をいただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 趣旨は理解をいたします。しかし、町民センター側の考え

方もあるわけです。いま、運営審議会の中で同意をいただいたということですけれ

ども、やはり趣旨はわかるんだけれども、町民センターの趣旨もあるわけですよ。

設置の目的が。ですから、それを逸脱しない範囲の中で、いわゆる空き室というよ
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りも、その場合には部屋を借りた中で対応するという表現をしてもらわなければ、

空き室を勝手に使うということにはならないと思うし、それから、部屋の利用料等

がもし発生するのかしないのか、これらも協議が済んでいるのであればお知らせを

いただきたいし、そういうところが、いまいう教育委員会と町民センターがどのく

らい連携がとれているかという、こういうところでいま質問しているんですけれど

も、その辺はいかがですか。

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） ただいまご指摘のありました、空き室といい

ますか、そういった表現については、適当ではないということであれば、改めてい

きたいと思っております。大変申しわけございませんでした。

また、利用料につきましては、いま町民センターの運営の中でも、公的な利用に

ついては、当然申し込みの上でというふうに本来はなっているんですが、料金が発

生しないというふうになってございます。先ほど審議会の中でお願いをしたという

のも、毎日毎日その日の状況に合わせて申込手続をし許可をいただくというのは、

本来ではありますけれども、そういった複雑化というものを何とか簡単にしていた

だきたいということで、あらかじめこういった利用をさせてほしいという条件をつ

けた中で、ご理解をいただいているというところでございます。

また、所管しておりますまちづくり推進課とも、この内容については十分お話し

合いをさせていただいて、双方とも了解の中というふうに認識をしてございますの

でご理解をいただきたいと思います。

○１０番（山崎 仁君） まちづくりに質問していいですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、関連して何か答弁があれば。

○１０番（山崎 仁君） いやいや、まちづくりに質問していいですか。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君、どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） 教育委員会の考え方というのは理解はできる。これは先ほ

ども申し上げました。町民センター側が、今度はどう考えるかということで、運営

協議会の中で協議はついているようでありますけれども、いわゆる教育委員会がま

ちづくりに手続の簡素化、例えばこれをお願いして空き室、空き室じゃなくて、部

屋の利用をお願いをすると。この手続の簡素化っていうものが、どの程度までスム

ーズに行くか。これは受ける側の方の話です。こちらはどういうふうに考えていま

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） ただいま杉山局長からありましたように、昨

年の１２月に町民センター運営審議会を開催いたしまして、その席で教育委員会に

同席願いまして、この件は運営審議会に承認されている事項でございます。

手続的なことにつきましては、昨年もそうでしたが、夏休み、冬休みに係る学習

利用については、原則的には申請書でもって許可を出しますので、教育委員会から

の申請書に基づいてそれを許可するという方法をとりましたので、今後におきまし
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ても、長期間にわたる場合には、そのような手続がとれるかと思います。

ただ、変則的に、例えば明日とかというようなことであれば、それはあいている

限りにおいては、それはそういった役場内での連絡等によりまして、そこの使用は

町民センターの段階で、まちづくり推進課の課長として許可できる範囲ではあるの

かなと思いますので、そういった部分では、申請書に、原則的には申請書に基づい

て許可を出す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） これは教育委員会とまちづくりでどういうふうに連携がと

れるかということなんです。趣旨はそれぞれわかります。教育委員会の考えている

こともわかります。それから町民センターも、空き室というんですか、使われてい

ない部屋はどんどん使ってほしいというのも、これもわかります。

ですから、そこの中で、いかに簡略化、簡素化をするかといっても、公共施設で

すから、ここのところはしっかり、役場内だから電話一本でいいだろうということ

にも多分ならないと思う。のちに使用願いを出すなり、そういう手続をしていかな

ければ、一般町民が使ったときに、役場の中だけこう使っているのかっていう話に

もなりかねない。とすれば、どうこれから連携をとっていくかということは、もう

少し煮詰めて協議をいただき実行していただきたい。

子どもたちがそういう図書室の周りで勉強するというのは、非常にいい姿ですよ。

函館市で、いま五稜郭地区で建てられた新しい商業施設の中では、子どもたちが集

まって机を囲んで一生懸命勉強している。だから、その子どもたちに勉強の場所を

与えるという、そういう考え方は私もあっていいと思う。

ですから、いいことなんだけれども、誤解やら、それから使用目的から外れるよ

うな内容というのは、これはいかがかなと思いますから、より慎重に、役場内だけ

にあって、より慎重に協議をしながら運用し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） 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） いまいろいろとご指導をいただきました。我

々としましても、他の利用者の方のご迷惑になるようなことは一切考えてございま

せんので、そういったトラブル等のないように。また、管理者の方にも規定等があ

りますので、それらに大きく触れるようなことのないように、しっかりと連携をと

りながら、有効に施設が利用できるよう工夫をし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） 他に総務費の質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） ６７ページの生活交通路線維持欠損金について、今年の５０

３万１，０００円載っているわけですけれども。欠損金です。

〇議長（村瀬 広君） 何ページですか。

○６番（徳田栄邦君） ８７ページです。ごめんなさい。
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それで、今年の乗車人員等の実績がわかればお知らせ願いたいと思います。

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） 資料をいま用意しますので、お時間をいただ

きたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） それとあわせて、参考資料の２０ページ、これに檜山北高の

２９年度見込みが１９６人になって、それから３０年度見込みが１９６人で、同じ

数字になっているんですけれども、何か今年の檜山北高は少ない、応募状況も定員

割れをしているようなことも聞いていますけれども、これでいいのかどうなのか。

その辺も調べてお知らせ願いたいと思います。

それと、これは国の転換交付金を使って、バス会社に対して赤字を補てんしてい

るわけですけれども、経常費用がついに昨年、一昨年から１億を出て、それで収益

はというと毎年落ちてきて、昨年度は４，２００万円くらいにまで落ちてきており

ます。これはそれぞれの町のおいて、高校生に対する定期の補助だとか、あるいは

高齢者に対するバスカードの補助だとかと、いろいろ乗車収益を上げるために考え

ているわけですけれども、それじゃ、バス会社でこの経営を何とかしようという、

そういうバス会社のＰＲとか、そういうものが全然見えてこないわけなんですよね。

それで、この経常費用についても、国・道が２５％ずつ５０％持っているわけで

すけれども、当然国の方でも、この経常費用についての監査等は行っていると思う

んですけれども、この負担を出している３町で、これらの経常費用の調査というの

はどのような形でなされているのか、あわせてお答え願いたいと思います。

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） 平成３０年度の一般会計予算参考資料の２０

ページに、この生活交通路線確保対策事業の実績を掲載しております。欠損額につ

きましては５，９３３万１，９５１円の欠損額を生じております。その隣の通学定

期券の運賃補助金でございますが、平成２９年度見込みが１９６人となっておりま

す。これにつきましては、３０年度も同人数でもって予算計上をしております。

それとご指摘の函館バスの件につきましては、これは昨年ですか、新聞報道等で

この補助金が国の補助金額が４５％から４０％に引き下げになるという報道がござ

いましたが、それを受けた形ではございませんが、この利用率をどうやって上げて

いこうかということを、檜山振興局始め、こちらですとせたな町と、あと長万部町

と協議をしまして、この路線に対する乗車率の向上につきまして、いろいろな対策

を講じてきているところでございます。それに当然函館バスも一緒に入っておりま

す。乗車率の向上については、函館バスが行っていますのは、夏休みと冬休みに子

どもたちが乗った分につきまして、割引ですとか、あと親子で乗った場合には、そ

れに応じて割り引きをしているというようなサービスもしております。あとまちと

しては、時刻表の改定ですとか、そういったところをホームページですぐお知らせ

するというような取り組みも３町で行っております。
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各方面において、そういった手立てを行っているところでございます。

〇議長（村瀬 広君） 答弁すべて終わったんですか。

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） 定期券の利用ですが、これについては、高校

生自体は減少しているんですが、利用者は現実的には増加しております。この理由

としましては、昨年度からですが、高校生が例えば函館に行く場合に、快速せたな

号で函館へ行くと、この通学定期券でもって函館まで行けるというようなサービス

も函館バスの方で行いまして、この定期券の利用人数というのが増加している原因

としては、そういったところもございます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） この経常費用の調査というのは、どうなんですか。

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） この参考資料に載せております経常費用です

とか経常収益につきましては、函館バスが国に対して提出している数字でございま

すので、私どもの方でこれについての情報というのは持ち合わせておりません。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 国・道も２５％ずつ、合わせて５０％補助を出しているんだ

から、調査は必要ないといいますけれども、これ町村にしたって、限られた財政で

もってやっているんですよ。いま、国からの転換交付金がまだ１億４，０００万円

くらい残っていますから、５００万円ずつやってもまだ相当な年数はもつといいま

すけれども、これからまたバスの更新等も出てきますし、やっぱりきちっと３町で

一度これの数字というのが妥当かどうかという、私は調査っていうのもすべきだと

思うんですよ。そうでなければ、こんないい商売ないですよ。ただ数字を出して、

認められれば赤字の分は全部国、あるいは関係自治体から入ってくるわけですから。

営業努力を何もしなくてもいいわけなんですよ。それじゃ、やっぱり困るんですよ。

どうすれば利用人数を増やしていけるか、収益を上げられるかというのは、やっぱ

りバス会社自体が考えてもらわなきゃならないんですよ。そこにむだがないかどう

かというのを、これはやっぱり担当者として話し合って、きちっとやっぱり２年に

１回、３年に一遍でもいいから、バス会社へ行って妥当かどうかという、そういう

調査というのは私はするべきだと思うんですよ。

それと、いま、利用人員が出てきませんからあれですけれども、１台の乗車見て

も、恐らくは正確な数字ではないですけれども、３人とか多くても５人くらい、こ

んなもんだと思うんですよ。そうしたときに、また更新になったときに、いま使っ

ているような、ああいう大型のバスが必要なのかどうかという、当然議論もいまか

らしていかなければならない。町村でいわゆるコミュニティスクールなんかの事業

をやっているところなんかは、本当に小さいバスで走っていますよね。そういうこ

とも、やっぱりこれは町村で買って与えているわけですから、バス会社にすれば、

別なことに使うかもしれない。そういうことはあってはならないけれども、そうい
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うときを考えたら、やっぱり大きなバスが欲しい。そういうこともありますから、

その辺は関係自治体がきちっといまから話をして、バス更新になったときに慌てて

どういうバスがいいかを話をするのではなくて、ふだんからそういうこともきちっ

と３町で話し合って、そして、どうすればこの欠損金も少なくて済むか。この財源

を長持ちさせるにはどうしたらいいかということも、ふだんからきちっと心構えて

おかなければならないと私は思う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） 大切なご指摘であるというふうに認識をしました。

あとは、協議会もありますから、一度協議会の場でも、議会の中でもこういう要

望といいますか、考え方というのがあるということをきちっとお伝えをしたいと思

いますし、それから、長万部、それからせたなの副町長、私の段階で言いますと副

町長でありますので、副町長の方々とも共有をしながら、いまのうちからいろいろ

なものを想定するということも一つ大切でありますし、それから、先ほど函館バス

自体がいろんな努力をしてくれているということもありますが、これも見える形で

ないと、お互いの関係でもありますので、町が財政的に、それぞれのまちが財政的

な支援もしているのもありますが、それを受けて、函館バスとしてどんな努力をし

ているのかというあたりもきちっと議会なり町民の皆さんに知らせる場というのは

大切でありますので、そういう取り組みの方向も持っていきたいというふうに思っ

ておりますおりますので、どうぞ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。１１２ページから１３１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。

１５時３５分まで暫時休憩いたします。

もうちょっと長くという要望がありましたので、４０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時２４分

再開 午後 ３時４０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

４款衛生費の質疑を行います。１３２ページから１４２ページです。

向井君。

○４番（向井孝一君） １４２ページ、北部檜山衛生センター組合の負担金ございま

すけれども、いま、ごみを投げる場合に、ごみの袋に結び目がなぜつかないのかと

いう質問を町民の皆さんからいただいております。既に八雲町は昨年度から取り組

んでいるんですが、これは今金町独自でやるわけにはいきませんので、やはり衛生
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センター組合の副組合長としての立場が、町長、ございますので、そういう観点か

ら提言できませんかね。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 私がお答えいたします。

私も衛生係をやった経過の中から、この間の歴史的な経過を知っています。ごみ

の袋においては、一度議論になったのが、厚さを含めて、丈夫さを含めた議論があ

りました。一時はひもで結ぶという経過もあったわけでありますけれども、最近は

ずっと途切れています。

私的には非常に必要性を感じているわけでありますけれども、そこで容量が減る

という要素もありますし、この前も八雲の広報にも出ておりましたけれども、そう

いう需要の声が高まれば、当然今金町として、構成町のメンバーであるわけであり

ますけれども、声を上げていく必要があるのかなと。

私もごみを処理していますけれども、ガムテープ、それなりに結構使って、あと

縛り手をつくるのは相当ハードルが高いということを考えますと、どれだけの経費

含めてかかるのかということも、当然調べ直さなければいけないと。

ただ、実際やるとすれば、１年ではなかなかなし得ないと。現況のものとどうい

う入れ替えをするかということも当然あるわけでありますけれども、さまざまな思

いを持っている方もいるかと思いますが、私は自分が自宅でごみを担当している者

としては、非常に縛って出すという方法というのは、非常にありがたいかなという

認識は私自身持っておりますけれども、組合総体の中では、そういう議論はいまあ

りませんが、実態、そういう質問は当然いただいたわけでありますから、これから

いろいろテーブルに上げていきたいと考えております。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） ２町の衛生センター組合ということで、議員も３名行ってお

ります。そういう中で、利用する人たちは不便さを感じている。つまりは、３種類

あるようなんですけれども、満タンに詰めてテープでやると一つしか持てないと。

やっぱりごみの投げるところまで、一つ運んでとこうなると、非常に時間もロスす

るという意見がありますので、これは八雲町とのいろんな経過を検査しながら、で

きるものであれば早くに私はやってほしいというのが一つあります。

それともう一つは、私も毎年衛生センターにごみを投げに何回か行きますけれど

も、非常に当初つくったときは、私も衛生センターの議会の方をやっていましたの

で、これだったら１０年は持つだろうなというふうにして思ったんですが、いま経

過して５年か６年ですよね。もう満タンになりかけているという、非常に思った以

上に速いスピードで次の施設を考えなくてはとなっているんですが、そういう議論

もされているのかどうか、その辺の進みぐあいというのはどんななのでしょうか。

知り得る中でちょっと情報を入れてください。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 当然衛生センターの組合の中では、将来に向けた話し合い
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もあります。それから、実際にどの場所を想定するかというような提示もいただい

ておりますし、間違いなく長期的な視野でやっておりますので。

ただ、いま出ている計画では、大体計画どおりの部分というのは進んでいるとい

うふうに認識をしております。

ただ、いずれにしても、今後どう考えてもいっぱいになる時期がありますので、

場所の選定から、それから先ほど言われたようなことも、事務局的な会議もござい

ますので、その中でも話の土台に上げたいというふうに思っておりますのよろしく

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） ２目の予防費の関係で、子宮頸がんワクチン、昨年の実績を

教えていただけますでしょうか。

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） 実績はいま確認させていただきますけれども、非常

に少ない人数になっていると認識はしているところでございます。少々お時間をい

ただきたいと思いますが。

〇議長（村瀬 広君） ただいまの質問に対して、答弁を留保していますので、他に

質問があればお受けします。

課長、すぐ用意できますか。

○保健福祉課長（北見伸夫君） そんなに時間はかからないとは思うんですけれども。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。どうぞ、他に質問があれば。

ああ、ちょっと待ってください。やはり待ってもらえますか。もうすぐ用意でき

ると思いますので。

保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 平成２９年の１月末の、２９年度の経過で言います

と、いまのところ接種した方はゼロということでございます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 予定では、今年も６人を見ているんですけれども、国ではこ

の副作用の問題がまだ解決をしていないものですから、その辺で積極的な推進はし

ない方がいいというふうに聞いていたんですけれども、依然として今金町ではやる

予定になっているわけなんですよね。

この辺のところ、やっぱり原因がきちっとわかるまで、とめるというわけにはい

かないでしょうから、もし希望があれば、その人方に副作用が出た場合のあとをど

うするかという誓約書とか、そういうものをきちっととって接種しなければ、あと

あと出てきたときに、恐らくこれ予防接種するときには、その辺の効能とかについ

てはきちっと説明はしているでしょうけれども、あとあとのことまで、きちんとそ

の辺までフォローしてやっているのかどうなのか。その辺はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。
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○保健福祉課長（北見伸夫君） この子宮頸がんワクチンにつきましては、そのワク

チン接種を始めたときに、いろいろな副作用的なものが出まして、現在、積極的勧

奨はしないという国の方針もございます。

その方針を受けて、積極的勧奨はしないというのは、それをやめるという方向は

厚生労働省も示しておりません。積極的勧奨をしないということで、希望者があれ

ば接種を行うといういま状態になっておりまして、当然この子宮頸がんのワクチン

接種の経過から言いますと、そういう説明は希望があった場合に十分保健師の方か

ら説明はさせていただいております。

ただ、今金町のいま２９年、予算的には多分６人当初持っていましたけれども、

いまのところ希望者はいないということでございます。

ちなみに、２７年に１件、２８年には０件、２９年度、いま１月末現在で０人と

いう状況になってございます。やはり厚労省に、私たちも中途半端な対応はいかが

なものかといつも考えますけれども、一度始めたワクチン、やめるという方向を出

していただくのが私たちもいいのかなと思っていますけれども、積極的勧奨という

ことで、希望があれば私たちも接種をするというスタンスでございますので、その

点はご理解をいただきたいと思います。

ただ、その副作用的なものにつきましては、今後につきましても十分説明をさせ

ていただきたいと思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 積極的に勧奨しないという、そういうあいまいな言葉で厚労

省あたりは逃げているのですけれども、これ、もし父兄がどうしてもうちの子に受

けさせたいと言ったら、やらないわけにいかないですよね、町村では。その場合、

もし副作用が出た場合、それじゃ、町が責任ないのかというと、そうはいかないと

思うんですよ。だから、きちっと紙媒体でもいいですから、町は一切かかわりあり

ませんよと、副作用に関して出た場合に一切責任は負いかねますという、そういう

ものがあれば一番いいんですけれども、そういうものも実際書けないわけでしょう。

書けないと思いますよね。だから、その辺がありますから、やっぱり当面は予算措

置しておいても、来た場合には、やっぱり今金町ではお断りをして、どこか他の病

院で接種をしてもらう、そういうふうな方策をとった方が私はいいと思いますけれ

どもいかがですか。

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） 接種に際しまして、父兄に同意書というものをいた

だいております。それは接種に関しまして、そういう副作用的なものもあるという

前提でお話をさせていただいた上での接種を希望するという同意になります。

ただ、議員おっしゃるとおり、接種したいという方をお断りするということでは

ありませんので、やはり十分その辺の副作用的なものを説明した中で、同意書をい

ただいた上で接種を行っているということでございます。その状況の中で、２７年
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に１件、あと２８年、２９年、いまの現在では接種した方がいないという状況でご

理解をいただきたいと思います。

説明等につきましては、保健師から十分説明をさせていただいて、それをもって

の接種を受けるという同意書をいただいた上での接種ということでご理解をお願い

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） 私は、心配な方はやらない方がいいと思うんですよね。同意

書を交わしたから、それでもし副作用が出た場合に逃れられるかというと、自治体

としてはそうはいかないと思うんですよ。やっぱりこれ難しいと思いますよ、課長。

実際、副作用が個人個人によって出る人もいれば出ない人もいるし、実際ないかも

わからないですよ。だからあれですけれども、やっぱり同意書をとったからいいん

だということでは私は済まないと思いますので、もしその辺のところが来たならば、

もうちょっと慎重に対応するようにし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） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 徳田議員の言うこと、私たちもすごくわかります。

だた、ワクチン接種という中で、希望された場合に接種をしなくていいかというこ

とになりますと、また別問題であります。私たちも副作用的なものを十分説明をさ

せていただいた中でのいま現在の、予算的には６名分持っていますけれども、実際

接種を受けた方はいないという結果がそういうことにいま現在なっているのかな

と。

責任問題でいいますと、じゃ、この接種に関して町の責任になるかといいますと、

それもまた別問題になるのかなとは思っておりますけれども、私たちも積極的に打

ちなさいということは保健師も言っておりません。やっぱり副作用の問題を強く言

って説明していますので、保護者さんの同意がなければ、私たちも接種ということ

を積極的に進めていることではありませんので、何か答えになっているのかちょっ

と、制度的に接種希望されるとしないわけにはいかないという状況の中で、積極的

勧奨をしないという方向なものですから、私たちも慎重に取り扱っていきたいと考

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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） あったからんど、種川温泉でお尋ねをしたいと思います。

まず、行政執行方針にあったからんどの記載があります。あったからんど、種川

温泉っていうのは、公衆浴場なんですか、それとも温泉施設なんですか。

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） 公衆浴場でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 本町にある３箇所の温泉施設が、交流人口拡大の核となる

よう施設運営に努めるというのは、これは本町にある３カ所の温泉施設というのは
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どこを指しているのか。

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） 公衆浴場の許可をいただきながら、温泉を利用

した公衆浴場ということでございますので、あったからんどと種川温泉とクアプラ

ザピリカという３施設ということでご理解をお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 言葉の定義で議論しようと思っているわけじゃないんです

けれども、ここに書いてあるのは、私たちはこの予算の中でも公衆浴場費というこ

とで載っていますから、公衆浴場という位置づけだと思っている。温泉水は使って

いるけれども、温泉じゃなくて公衆浴場。それによって、公衆浴場法の定めによる

入浴料金をいただいていると。こういう押さえだと思うんですけれども、それは間

違いですか。

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） いま山崎議員のご指摘のとおりでございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） それでは、公衆浴場という位置づけでお尋ねをいたします。

自治制施行１２０年記念事業ということで、昨年７月から今年３月まで、毎月最

終日曜日を無料開放してきたと。この無料開放をしてきたというのは、１２０年記

念事業という根拠、位置づけがあったからこれをやったということ。新年度に向け

ても、同じような同様の日程を設定して、町民並びに来訪者の皆さんにご利用いた

だけるようにする。この今年これをやることの根拠というのは何なんですか。

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） もちろんいま議員のおっしゃったとおり、１２

０年の記念事業の一環といういうような目的も一つございますし、２８年度にあっ

たからんどの今後のあり方の検討プロジェクトチームということで、若手職員が主

体となって、今後の公衆浴場とかあったからんどに対する利用促進に向けた施策と

いいますか、提案を受けたところでございます。

その提案の中に、月一度無料化、温泉を利用した町民に還元する日もつくっては

どうかという提案を受けた中の根拠の一つの目的もありますので、それを引き続き

３０年度においても無料開放の日ということで設定をし、町民の皆様、または来訪

者の皆様にご利用いただくということで実施するものでございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） あったからんどの委託が１，７００万円かかっている。こ

の資料、行政報告を見ても、種川温泉で２倍、あったからんどにおいては３倍弱く

らいのお客さんが来ている。確かににぎわいということでは、大変な成果が上げら

れているというふうに思うんですよ。

もし仮に、通常休日平均利用数があったからんど９７人、種川温泉４４人、これ

が公衆浴場法の入浴料を使って１年間最終日曜日を無料にしたら幾らの欠損が出る
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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。

１月２８日現在の計７回分の利用ということで積算をしております。総人数が、

あったからんどでは１，７９８人でございます。これを大人を含めた、子どもの料

金も換算いたしますと７２万円程度のご利用です。

種川温泉につきましては、総人数が５７３人、利用料金に換算いたしますと２４

万５，０００円ということになっておりますのでお答えいたします。

〇議長（村瀬 広君） 新年度で計算をしたらどうなるかという質問ですが。

まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） 新年度、３０年度を１２カ月分で換算いたしま

すと１２０万円程度、あったからんどですけれども。種川温泉は４０万円程度とい

うことで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） 確かににぎわいも大切ですし、来ていただくのはありがた

いことです。しかし、公衆浴場という位置づけをまちがしている中で、この２９年

度においては約１００万円、それから３０年度においては約１６０万円くらいにな

るだろうという。これが歳入欠損という表現の仕方は悪いと思うんですけれども、

収入が見込めなくなる。しかし、管理はかかる。貴重な、まちにすると収入ですよ。

これがさっき言った１２０年事業というのは、これは１２０年に１回ですから、こ

れもいいのかなという気はします。これがにぎわいということでやるのであれば、

３０年度も、それから次の年も、またその次の年もやるという根拠づけになってく

る。そうしたら、今金町の公衆浴場は年間１２回無料で入れるよと、こうなってし

まう。そうしたら、今度ここを有料にもしもとに戻すとすれば、またここでどうし

てだという話になる。

私は、確かににぎわいも、来ていただくのも大事。でも、公衆浴場という位置づ

けをしているということを考えれば、ここのところはいかがかなという気がする。

トータル１６０万円プラス約１００万円、２６０万円、この事業を２９・３０年度

で欠損が出る。これでいいんですか。

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） おっしゃるとおりだと思います。無料開放を実

施すれば、その分町の収入というのがなくなるわけでございますが、ただ、これま

でもあったからんどしかり、種川温泉しかり、これまで利用者、人数というのは年

々減少傾向になっておりました。その減少に歯どめをかけようということでの一つ

の施策として、今回実施をさせていただいております。

実施をしている中でも、町民はもちろんですか、町外の皆様も、このあったから

んどに来ていただいているのも、無料開放の日なんですけれども、事実でございま

す。このふだん利用されない方も、あったからんど、種川温泉の泉質といいますか、
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その利用のよさというものをわかっていただいて、ふだんからこのような平日でも

無料開放以外の休日でも来ていただけるような、施策の一つとしての事業としての

考えでございますので、一概に収入減になるというのは、もちろん私ども理解をし

ているところでございますが、それ以上の、お金に換算できない交流人口のもとに

なればなと、起爆剤になればなという一つの施策でございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 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。

５款労働費の質疑を行います。１４３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。１４４ページから１６３ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） １６０ページの鳥獣被害防止対策補助金についてお伺いをい

たします。

このことについては、昨年９月に一般質問させていただき、早速来年度事業に取

り入れていただいたことには感謝を申し上げます。

それと、こういう補助事業には大変腰が重かった今金農協からも５０万円の助成

が出たということで、関係の課の職員には敬意を表したいと思います。

そこで、せっかくの事業ですので、農家の方々が使いやすいような取り組みをし

ていただきたいと思いますので、二、三質問をさせていただきます。

最初に、総務厚生常任委員会の中で、所管は違ったんですけれども、まちづくり

推進課が出している新年度実施事業の概要ということで、この中で同じ項目で間違

いがあったということで、どちらが正しいんだという質問をさせていただきました。

そのときに、所管違いだからのちほどということで差し替えの資料が出てきたんで

すけれども、まちづくりの方で２４ページと４１ページ、あと農林振興課の方の資

料、これ３ページがすべて間違いでした。これは３月議会定例会に向けての説明資

料でありますので、なぜこんな全部が間違いなんていうことになったのか、その辺

ちょっとお尋ねします。

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） ただいまの鳥獣被害防止対策事業の補助金の関係で

ありました。まちづくりの出してありました書類、資料の概要というものと違いが

あったということでありますが、我々の方で、原課の方でもチェックをしていたん

ですが、チェック漏れがあったということでありますので、大変申しわけないと思

っております。

早急に正誤表というのをつくらせていただきまして、常任委員会あるいは合同委

員会等に配付させていただきました。大変申しわけありませんでした。
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〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 大事な書類ですので、今後このような間違いがないように気

をつけていただきたいと思います。

それで、せっかくのこういう事業ですので、一人でも多く農家の方に利用できる

ような補助事業であってほしいなというふうに思いますので、ちょっと二、三お伺

いしますけれども、アンケートの結果で、この電気牧柵を購入設置して、自分の耕

作地へ侵入を防ぐという人は４６戸あります。そして、昨年の実績かどうかわかり

ませんけれども、ヒグマとエゾシカの被害に遭われた面積が５９ヘクタールありま

す。これを単純に戸数で割った場合には、約１．２ヘクタールくらいになるんです

よね。そして、今回農業関係の補助事業ということで、すべて同じ条件だというこ

とで、下限５０万円を出してきておりますけれども、この下限５０万円というのは、

大体農林振興課の方で試算したやつでいきますと１ヘクタール１１万８，７１０円、

そうしたら、５０万円の最低限をクリアするために４．２ヘクタールの畑に回さな

ければ該当にならないと。単純に割り返して１．２ヘクタールということにはなら

ないのかもわかりませんけれども、この４．２ヘクタール、５０万円をクリアする

という人は、まずほとんどいないんじゃないかなと。このクマに襲われるような畑

で４．２ヘクタールも持っていれば経営も成り立たないというふうに私は思うんで

すけれども、これすべての補助事業に対して、同じものを持ってきたと。

私は、これいままでの農業予算でやってきたのとは全く別個の性質のものだと思

うんですよ。仮にハウスの助成であれば１棟１００万円は絶対かかります。そして、

農業倉庫なんかでも７００万円、８００万円もかかるわけです。そうしたら、この

下限の部分の５０万円なんか簡単にクリアできるんですよね。しかし、ここの理事

者側から出ている数字が１ヘクタールで１１万何ぼしかかからないと。そんなに大

きな数字じゃないんだけれども、なぜこれをそうしたら補助事業をやってくれと頼

んだかといいますと、やはりこれ特殊性があって、一般質問のときも言わせてもら

いましたけれども、これはだれのせいでもないんですよ。ハウスとか倉庫の場合は、

これ３割町が出すと。個人の財産に対して３割出すわけですから、下限がないとい

うのはおかしな話だと思いますよ。でも、この電牧を買って、仮にハンターの方々

が全滅させたということになった場合、この牧柵なんていうのは、全く財産にはな

りませんから。

ましてや、私は一般質問させてもらったのは、毎年同じ人が被害に遭うと。この

間台風の被害のときも、これを充当しようとしたときにも言わせてもらったんです

けれども、台風ならまだいいんですよね。何年間に１回台風に遭っても、同じ人が

被害に遭うわけではまずないと思います。いろんな方が被害に遭われると思うから、

あのときは我慢しました。しかし、今回は間違いなく同じ人が被害に遭うんですよ。

そうして大した金額はかからないけれどもお願いしたということは、ここにも書い

てあるとおり、今年は１６町計画していますよね。これ下限がなくたって、５０何

万円ですと書いているんですよ。そうしたら、農協からも５０万もらって、町も５
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０万しか出さないと。そんな中でこういう下限が必要なのかどうかと。この補助の

特異性というものを見きわめて、一人でも多くの方使ってもらえるような、そうい

う補助事業にし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） 農林振興課長、川平君。

○農林振興課長（川平秀明君） この事業の趣旨でありますが、やはり一般質問を受

けまして、そのあと一度もこういう調査をしたことがなかったということがわかり

まして、調査をさせていただきました。

確かに自分で解決したいという方が４６軒ほどおりました。そういう方について、

どの程度の個別に面積があるのかとか、何カ所あるのかという、そこまではちょっ

とまだ調査はしていなかったものですから、なかなかつかみにくいというところが

あります。

それと並行しまして、先ほど言われましたとおり、大体１ヘクタールをやるのに

どのくらいの金額がかかる、費用がかかるのかということで、並行して調査したと

ころ、やはり言われましたとおり約１２万円程度で大体１ヘクタールできると。た

だ、それはあくまで標準的なものでありまして、地形が複雑であるですとか、あと

前にも一般質問にもありましたとおり、複数に及ぶ場合、やはりこれを超えてしま

うだろうという考え方はありました。

ただ、１２万円程度であれば、考え方にもよるんですが、我々が想定した金額よ

りもある程度低かったので、自分で何とか努力、工夫してできるのではないかとい

う判断をしていたのも事実であります。ただ、それが先ほど言いました複雑なとこ

ろですとか、何カ所になるだろうということで、ある程度の支援は必要かという考

え方に至っております。

また、１月１５日に今金町鳥獣被害防止対策協議会ということを、このアンケー

トの結果をもちまして協議させていただきましたが、その中でも、やはり何カ所も

複数に設置するのであれば、何らかの支援は必要だろうというふうに協議しており

ます。

先ほど言われました補助の中身についてですが、いろいろな考え方があったんで

すが、やっぱりあくまで資産ではないと言いながらも、個人に対するある程度特定

の者に対する補助になるであろうということであったので、既存の産業基盤促進事

業に準じたような形で下限を５０万円、それから補助率を３０％というふうにさせ

ていただいたものであります。

ですから、この辺ちょっと趣旨が違うのではないかということもあるかもしれま

せんが、我々としてはそのように判断したということであります。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） そうであれば、せっかくつけた予算が使われなくてもいいと

いうような言い方にとられる、聞こえるわけですけれども、決めた助成がすべてこ

れに当てはめなきゃならないということであれば、賃貸住宅の助成はどうなります

か。最初２００万円、１棟に対して２００万円、その次が１棟５００万円、そのあ
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とは１戸２００万円、同じ助成でも何回も変えているんですよ、その状況に応じて。

そうしたら、これであるから特殊性ということをさっきも言わせてもらったんです

よ。そこら辺を考えて、やはりこれ、ゼロにするのがまずかったら、さっき私言わ

せてもらったんですけれども、平均したら１．２ヘクタール、それであれば１０万

円ちょっとですから、最低限を１０万円にするとか、ぜひそういうふうに考えてい

ただきたいと思いますけれどもどうですか。

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。

常任委員会の中でも、このことの事業の意義についてご指摘と助言をいただきま

した。それから、いま現在、もともとこういう予算構成をした思いについては、い

ま、原課の課長も対応していることでありますから。

ただ、この間の会話の中で、実際このつくり上げたものがなじむだろうか、それ

から、基本的な金額のものも精査をしたときにどうなんだろうか、何点か改善の必

要性も認識をしております。

それから、今回、ＪＡの方も一歩踏み込んでいただきました。ＪＡの方にも改め

て実態をもう一回掘り下げて使っていただくような、しかも、やっぱりこれは危険

といいますかね、町を挙げて、この間の話でいうと、場面によっては命にかかわる

ような問題もあるというようなことでありますから、そういう関係で、対応につい

て言われたようなご助言を参考に、検討をさせていただきます。

いまの段階でどうこうということではありませんけれども、それから、実態も、

希望されている皆さんの実態も、原課を通して把握をさせていただいて、せっかく

一歩踏み込んだ予算でありますので、利用者の方がきちっと使っていただいて、鳥

獣の駆除になる施策というのが一番でありますので、検討させていただくというこ

とでご理解いただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） ちょっと関連してなんですが、いまの言われる１ヘクタール

１２万円程度の積算根拠というのは、どういうことから出てきたんですかね。

〇議長（村瀬 広君） 農林振興課長、川平君。

〇農林振興課長（川平秀明君） 電牧の機械といいますか、実際にソーラーで動くん

ですけれども、その機械が１台と、それから電線が３段にして、３段になる電線を

張ると。それからその電柱の高さが７０センチで、４メーター間隔で張っていった

場合に、約１ヘクタールで１１万８，７１０円と、税別になりますけれども、その

くらいでできるよということであります。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 同僚議員から先ほど質問が出ておりましたけれども、このこ

とに対しては、農協が踏み込んだ助成を今回初めて打ち出してきましたよね。私は

そういう観点からいうと、ほかの補助事業と分けて、これはまだ始まりがどうなる
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かというのは未知数な部分もあるんですよ。やはりそういう被害が出るというのは、

自分の住宅から離れたところにそういうものがあるわけでして、そういうことを考

えた場合に、やはり私は上限というものを今回取っ払って、農協の支援もあるわけ

ですから、これを余りにも増えてきたときにきちっともとに戻すというスタンスの

方が、私はいいのかなという気がするんですけれども。できれば、私は今回は３０

％という部分だけで、上限下限は設けないで出発してほしいなと思うんですが、い

かがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 参考にさせていただきたいというふうに思います。特に、

ＪＡといまいろんな協議をしている中で、実際に予算的な支援をというのは、なか

なか農協も踏み込んでくださったことでありますから、これをきっかけにいろんな

展開も必要になるというふうに思っておりますし、それから、いま言われたように、

効果が実際どう上がるかということもありますから、実際にやってみなければ、な

かなか状況がつかめないということもありますので、それらも考慮して、この事業

については丁寧に、実態も把握しながら組み込みをしてやっていきたいというふう

に、再検討させていただくということ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） １５８ページの林業振興費と、また１６０ページの造林事

業費の中で、美しい森林づくり基盤整備交付金という、これは民有地の部分での事

業の部分だろうというふうに思います。

また、森林の認証取得とかという部分もございますけれども、特に今金町は林業

という、町の国土面積の７割以上森林、山林になっているわけですから、特にこれ

から国の方でも、林業に対しても、まず森林の中で伐採し、そして、材を出して、

それを活用して、さらにまたその場所に植林をするという、そういうサイクルをつ

くっていくという流れを、国としては進めるという方向性でなっているようでござ

います。

そういう観点から、美しい森づくりの部分だとかあるわけだというふうに理解し

ているわけですけれども、この予算の中で５００万円から組んでいただいているわ

けですから、そういう面で、こういうせっかく国からあれする事業があることを、

民有地の民間の人が利用できないで、それで補助金を返納するということのないよ

うに、できるだけその事業を活性化させて、仕事をできるような方向性で進めてい

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） 農林振興課長、川平君。

○農林振興課長（川平秀明君） ただいまの言われました美しい森林づくり基盤整備

交付金等につきましては、去年の補正から始めた事業であります。いま議員が言わ

れましたとおり、新しい事業ではなかったのですが、なかなか北海道の中でも手を

挙げているのが少ない事業でありまして、この辺森林組合等と話しまして、極力で
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きる事業をやっていこうということです。

これは中身につきましては、間伐事業が主なんですけれども、この辺もうまく補

助事業を使いながらやれるものはやっていきたいということでやっておりますの

で、何とか漏れがないといいますか、使えるものは使っていく中で森林を整備して

いくという形の方針を今後とっていきたいと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） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 現実そういうように進めていただければ幸いかなと思いま

す。

また、植林してから３５年なり５０年なり経っている民有地の山が結構あるわけ

ですから、そういうところにできるだけ民間の人方が利用できるように、そして、

事業をやれるような方向性で、もっと啓発もしながらやっていただければなという

ふうに考えますが、いかがでしょうか。

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） 植林してからのこともそうなんですが、例えば先ほ

ど言いました間伐ですとか、それに対する間伐の、本当であれば切り倒しなんです

けれども、その辺を搬出して出すだとか、いろんな工夫を我々の方もしております。

また、いままで森林組合に入っていなくてなかなかそういう事業に参加していた

だけない方も、町の単独事業で補助を出しながら加入するという形もとっておりま

す。

また、将来的にといいますか、近い将来なんですが、森林環境税の関係で、やは

り民有林に対しての、いままで関心のなかった人、あるいは所有者がはっきりしな

い人ですとか、そういう人方に対しても事業ができるような形をとるように、いま、

国も進めておりますので、我々の方もいま３０年度から少しずつその辺を動き出し

ていきたいと思っていますので、いままでもやっていますけれども、さらにそうい

うものをプラスして、民有林の事業というものをもうちょっと活性化していくよう

に努力していきたいと思っております。

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） １４４ページ、農業委員会費であります。

農業委員会も、法改正により昨年農業委員が今金町は１５名、町長の指名により

議会の同意を得、就任をされたということ。

農業委員会の大きな使命というのは、やっぱり農地を守るという、こういうこと

だと思うんですけれども、農地の流動化で一番貢献しているのは、やっぱり合理化

事業だろうというふうに思うんですよ。合理化事業を利用して、５年、１０年、土

地を中間で預かっていただき、それを将来買い取るという。それには多額な資金が

必要になってくる。

以前は、今金町で合理化事業を行う場合には、結構な金額が投入をされていたと
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いう実績があります。過去二、三年の実績と、それから今後の予想、この合理化事

業に関する資金の予想はどういうふうになるのか、あればお聞かせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 農業委員会事務局長、勝山君。

○農業委員会事務局長（勝山英敏君） 山崎議員の質問にお答えいたします。

新しく制度が変わりまして、昨年７月に農業委員の改正がございまして、町理事

者あるいは議員の皆様のご理解によりまして、１名増員ということで１５名体制で

行っております。その中に、女性２人ということも含めまして、新しい体制で行っ

ているところでございます。

いま質問の中にありました農地の流動化の部分につきましては、今金町において

は、相当管内的に見てもずば抜けて多い状況であります。また、その中でも、関連

する部分につきましては、国営事業が平成２５年から進められているわけでして、

それに伴いまして、いままで賃貸をやっていた方々が、この機会に後継者という部

分、担い手の部分に農地を引き渡すというような形の中では、以前の平成２４～２

５年に比べますと倍くらいになりまして、現在は４０件から５０件、１年間にござ

います。それ以前は２０件程度ということでございます。

その中の、あと合理化事業の部分につきましては、農地を売買する部分につきま

しては、今金町でよく使われているのが、公社事業ということで、公社事業を使っ

て皆さんやっているわけですが、新しい制度、中間管理事業というものができてか

ら、５年のものと、一応１０年のものがあるんですが、制度の中身は同じなんです

が、審査過程がちょっと違うということで、なかなか１０年ものは使いにくいと、

５年の方が主流になっておりまして、昨年度の部分につきましていいますと、合理

化事業の部分につきましては２１件ございました。その件数的なものにつきまして

は、去年の部分については一番多い状況ですが、金額的にいきますと１億から１億

２，０００万円程度ということで、道南ではずば抜けて多い状況になっているとい

うのが実態でございます。

そういったことでは、国営事業を進めた中では、整備されまして、それに対する

いろいろな労力的なものがかなり軽減されているというようなことも、実態調査の

ときに話を聞いております。

農家１戸当たりの経営面積も増える中では、国営事業がそれに伴って、省力化に

伴って規模拡大になるというような部分の中では、功を奏しているのかなというふ

うに思います。

ただ、農家そのものは微減ということで、徐々に減っているのは実態でございま

して、それらを補うべく農地のこの集積の部分につきましては、今年の分につきま

しては、希望者、出し手の方の意向もすべて担い手の方へ集積をされたという部分

の中では、安堵しておりますが、数年先を見ると果たしてどうなのかなという部分

の心配はございます。

あと、最後ですが、国営でやられた農地につきましては、それなりに皆さん手を

挙げられるというケースが多いんですが、それ以外の条件の悪いところというもの
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も確かにあるわけですから、そちらの部分につきましては、また新たな制度もござ

いますので、そういった形で何とか今金町の農地を守っていくというような部分の

中では、農業委員さんもその仲介役となって事業を進めていただくというようなこ

とも、進めていきたいというふうに思っておりますので、いまの状況についてはそ

のような状況ということでご理解願いたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 詳細にわたって答弁をいただきました。

勝山農業委員会事務局長におかれては、恐らく役場勤続４０年を超えるだろうな

という方が、この３月をもって定年退職だというふうにお聞きをしております。最

後、農業委員会事務局長で終わるということのようであります。いま答弁の中にあ

ったような農地の流動化、農家戸数が減少していく中で、農地の流動化をどうして

いくのかという、公社事業も活用をしながら、今金町に大変大きな資金を投入をし

ながら流動化を促進する。それから、それ以外のところも、これは２回目に答弁し

てもらえばよかったんですけれども、いろんな考え方が、農業委員会事務局長とい

う立場ではお考えもあろうかと思います。

最後に、いままでの経験を生かしながら、これからの今金町農業、これはハード、

それからソフト、それぞれ所管は別かもしれませんけれども、農業委員会事務局長

という立場で何かご示唆があれば、最後に答弁を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） 農業委員会事務局長、勝山君。

○農業委員会事務局長（勝山英敏君） ありがとうございます。

私も農業畑という部分の中では、初めて農業委員会へ来ました。５年間勤めさせ

ていただきましたが、隣の課に農林振興課というものがございまして、農業のいろ

いろ制度も頻繁に変わっている中では、以前に使った制度で、その方がもし農地を

売るとなった場合に、制度が途中で途切れてしまったりという、そういう心配もご

ざいます。そういった中では、隣の課と連携をしてやるという、やらせてもらった

という部分の中では、場所的な部分、あるいは人間関係の部分では何とか過ごすこ

とができました。そういった中では、やっぱり職員同士の連携が今後も必ず必要な

ことなのかなということでは、痛感をしております。

以上でございます。

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） 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。１６４ページから１６７ページです。

上村君。

○１１番（上村義雄君） １６６ページのクアプラザピリカのセンターと、また観光

施設の指定管理等の部分で、新たな分野に今年から取り組むという方向性のスター

トの年になるのかなという感じがするわけですけれども、これからの、示してもら
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ったいろんな案もありますけれども、今後この観光施設として、クアプラザピリカ

の中でどのように運用、今後の部分、これからのスタートになるわけでしょうから、

今後のその部分で、どういうスタンスで、どういう位置づけでいこうかという部分

があったら、教えていただきたいと思います。

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。

まさしく、いま上村副議長の言うとおりでございまして、新たに交流棟も４月か

らリニューアルオープンをしますし、夏に向けたアクティビティのゲレンデの利活

用計画も策定を終えるところでございますので、そういった含めたものを、このク

アプラザピリカだけではなく、美利河地区一帯の交流人口拡大を図りながら、観光

施設の一つとして発展していきたいというふうに思います。

まだ私たちも何をやるとか、こうしたいという、なかなか明言はできませんけれ

ども、一歩一歩着実に観光振興に向けた努力をし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。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） これは今後の部分だろうということで、スタートは切るわ

けですけれども、観光施設を一つとらえても、どれだけ要するに観光客が呼び込め

れる、その観光客を迎える、それによって今金町が幾らかでも発展していける、そ

ういう方向性がなければ、観光施設としての魅力、それが出てこないだろうという

ふうに思うわけです。

そこらあたりが、今後の夏の分野も含めて、別の分野では国有地の払い下げ等も

即したわけでございますけれども、これは議会もそうですけれども、行政の方とし

ても、どういう位置づけでどうしていくんだという、やっぱり一つの目標というか、

確たるそういうものがなければ、今後の状況に応じて変わっていくんだという、そ

れは確かに具体的な分野についてはそうでしょうけれども。

課長は、具体的な分野についてはまだ決まっていないから、決まったことしかで

きないというのは当然でしょうけれども、行政の方の政策としてこう進めていくん

だという方向性がありましたら、教えていただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） なかなか難しいご質問だというふうに思いますが、ただ、

ここ一、二年でクアプラザピリカの今後に対する注目というのは、多分町内の皆さ

んはもちろんでありますし、議会の方ももちろんでありますが、近隣の皆さんも多

分クアプラザピリカを拠点とした今後がどうなるんだろうかということで、注目を

浴びているということは間違いないというふうに思っております。

確かに冬場の利用人数だけでは、観光として成り立つかということもありますし、

それから、いまの指定管理方式というのが、あと２年ですね。これはもうＴＴＮと

パートナーシップをとって、ＴＴＮの持っている力も発揮してもらわなければなり

ませんし、それから、この間のやりとりの中でありました、冬のことに関しては、
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いまキャットを含めたいろんな検証をいたします。その上で、どうしていくかとい

うことは６月に方向を出したいというお話をさせていただきました。

それから、あわせて担当課長の方で、いまいろんなものを吸い上げをしておりま

すけれども、どの部分を今年やれるのか、それから、長期的にはどんなことが可能

なのか、それから、もう一つ大きなこととしては、いまの指定管理方式が本当にい

いのだろうかということが、やっぱり課題としてはあるわけですね。ですから、そ

のこともこの一、二年のうちに、例えば総務課長の説明の中で、公共施設のあり方

で民間の力を導入するといういろんな方法もあるというような、今後のことで提案

をさせていただきました。まさしくクアプラザピリカについても、そういう可能性

があるのかないのか。原課の課長等にもお願いをしているのは、そういう興味を持

たれるような民間会社があるのであれば、ぜひこちらからも積極的に行って、民間

が何をあの地区に望んでいるのかということも、きちっと向かい合いたいというふ

うに思っております。

大切なのは、やっぱり交流とか観光というのも確かにありますが、もう一方では、

今金町民の皆さんにも愛される施設でなければなりません。当然ながら、やっぱり

利用をしていただいて、スキーはもちろんでありますけれども、夏のいろんなもの

にも利用していただけるような、そういうものを持たなきゃなりませんし、それか

ら、過去からもそうでしたけれども、一定程度の雇用の場であると、そういうこと

も担っているということもあります。

それから、昨年あそこのために会社をつくられたということもありました。ここ

も、いまうちがいろいろ考えている中では、その会社が担う場面があるのかないの

か、そういうことの可能性も、期間はちょっと短いですけれども、多分６月に提示

をするときには、そこの方向性もきちっと話し合いを持たなければならないなとい

うふうに思っておりますので、現時点ではそのことも、会社の関係者、それから、

いま指定管理をしていただいているＴＴＮにもお話はしております。今後そのこと

が課題になってくるということで、ぜひ協力をお願いをしたい。

これできることできないことっていうのは出てくるとは思うんですけれども、と

にかくクアプラザにつきましては、いろんな可能性もありますし、それから、いろ

んな課題もあります。ぜひ１３日の日に皆さんにも来ていただきたいんですが、国

際大学と今金中学校の子どもたちが、町外からの目と子どもたちの目で美利河に対

する交流だとか健康づくりだとかというものの提案をしてくださいます。私はすご

くいい機会だというふうに思っておりますので、そこでパネラーも、この間も言い

ましたけれども、町長、それから教育委員さん、それから担当課長もパネラーに入

っておりますので、現実的な話も出ると思うんですね。

子どもたちがいろんなことを提案することは、私はいいと思うんですが、できな

いこともあるんですね。なぜできないかということも、子どもたちに知らせたり、

意見交換をするというのも、やっぱり学習の一つだろうなというふうに思っており

ますので、とにかくこの一、二年の間に、やっぱりクアプラの今後の方向性という
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のが見えないと、なかなか難しい課題になるだろうということで、私たちも時間と

いうのを時間軸に考えていて、そんなにのんきに考えておりませんので、できるだ

け議会の皆さんにも早目に相談をして、この間もお願いをしました。議会の皆さん

からも後押しをしていただかないと、なかなか進めにくいという現状もありますの

で、その分、相談もさせていただこうというふうに思っておりますので、ぜひ皆さ

んのそれぞれの考えている視点でも、ご意見やらご助言をいただいて、美利河地区、

それから、今金の観光ということを少し議会とも一緒になって取り組んでいきたい

というふうに思っていますので、ぜひ力をかしていただければというふうに思って

おります。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 私はいま観光施設の部分、周りに対してどうなのかという、

クエスチョンマークでもって聞いているわけではなくて、どうやったら今金の観光

施設として成功できるような方向性になれるかという、そういう思いでいるわけで

すけれども。

ＴＴＮという会社が、美利河の地区にいま３月ですか、イチゴの施設をつくって、

３月から実際に始めるというような方向のようですけれども、それらについても、

やはり本腰を入れて、この美利河地区の中でもって観光施設の中でやっていこうと

いうことであれば、先ほど副町長が言われた、その要するに管理料を払ってだけの

事業じゃなくて、本腰入れて美利河でもって事業を起こしていくという腹構えで入

ってきてくれている会社であろうから、こういう部分もやはりこちらの方もきちっ

と腹をくくった上で進めていかなければ、なかなかちょっと腰かけ程度で、あれし

たらちょっと戻ってあれするわというような感覚になってもらっては困るから、本

腰を入れてここでやってもらうという、その腹構えを会社の方にもやはりアピール

することも必要だろうというふうに思いますし、ここを今年がそのスタートライン

に立ったということですから、そこらあたりの部分を本当に皆さん知恵を出し合っ

て、いい今金にしていただきたいというふうに思いますが、再度お願いします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） とてもありがたく、うれしい発言をいただきました。本当に

ありがとうございます。

一番大きないわば課題として抱えているのは、以前から今金のそもそもというの

は、さまざまな見方があるわけでありますけれども、大きくまちのベースが成り立

ったのは美利河地区からだと思っています。鉱山を含めて、大きな集落を形成し、

産業をあそこで高めてきたという歴史があるわけであります。そういう視点から、

これまでのさまざまな先輩の町長さん方、議会の皆様方、町民の皆さん、それから

職員の皆さんも含めて、美利河地区の振興を図っていこうという思いが駆り立てて、

今日までいろいろな施策を打ってきたわけであります。

あわせて、そこにダムの建設ということから、特に美利河地区の住民を含めて、

ダムを契機とした地域振興をどう図っていくかという課題を抱えながら今日まで来
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て、それぞれのいろんな取り組みをしてきたわけであります。

行政は行政の立場で、取り組み、提案をしながら、政策をしてきたわけでありま

すけれども、なかなか厳しい要素もあり、私は現実やっていることそのものに効果

は当然あったと思っていますし、期待度も高まってきていると思うわけであります

が、一番重要な、いまの抱えている要素は、議員がおっしゃった先ほどの言葉なん

ですね。呼び込める、呼び込むというベースをどう持つかなんですよ。やっぱりあ

の地域はとてもすばらしいものがあります。いま、この前も議会の方に資料が出て

おります。大学だとか、委託をかけてさまざまな調査をしている中間報告が出てき

ているわけでありますが、いろんな視点があるわけでありますけれども、あそこに

もう一つ、私はとても重要な要素は、教育という分野があそこにはあるわけであり

ます。そこは今回ピックアップされませんけれども、そういうことを含めて、本当

に可能性のあるところだと。

上村議員おっしゃるように、それをどう呼び込めるかということにつなげていく。

そのためには、来ていただくための、注目をいただくための、あるいは足を運んで

興味を持ってもらうためのプログラムをどうするかということが非常に重要なポイ

ントになるのではないかなと。副町長も述べましたけれども、この間私も話をして

いるわけでありますが、まずは何よりも観光施設という部分が当然メーンにあるわ

けでありますが、町民のための施設でもあるわけであります。ですから、町民の利

活用、町民が足を運んでもらえるということをやっぱりベースにして考えていかな

きゃいけないと。足元の人方が目を向けられない、そういう政策というのは、決し

てよくないと。そこに多くの方々の気持ちを呼び込むために、声を出して、町民が

声を出してどうでしょうかという環境をつくっていかなければいけないだろうと。

そこに、何度も申し上げますけれども、すばらしいプログラムがある、行ってみた

いなという環境をつくるというのは、これ当然行政の仕事でありますし、観光行政

の中で、町のＰＲだとかさまざまな要素のＰＲというのが、町の主要な任務である

わけであります。そこをベースにしながら、町の役割を果たしていくと。

施設経営については、なかなか町単独でということは、直轄でということでいか

ない経過がありまして、この間いろいろな仕組みをしているわけでありますけれど

も、将来を目指しても、だれしもが思っているわけでありますけれども、民間にお

願いできる部分であれば、ぜひ民間の方に渡していこうという、この思いというの

は、私自身も含めて持っているわけでありますし、そこを求めていかなければいけ

ないと。そこに新たな視点でもって、地元でなくて、遠い視点からの業者でありま

すけれども、とてもありがたい業者が今回指定管理にかかわっていただいていると。

そのノウハウなり、さまざまなものを生かしながら、もっと事業展開できるという

ことの可能性は、私はとても広がってきているのではないかなと。

しかし、そこにお任せするだけではなくて、行政としても、いま言ったような使

命、役割があるし、施設そのものも町有施設であるわけでありますから、そこには

議員、本当にきちっと腰を据えてやっていこうという言葉をいただきましたけれど
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も、そのことを受けながら、私どももそちらの方に向けていければなと思っていま

す。

いずれにいたしましても、そういう環境づくりと、あるいは呼び込むということ

が最大のキーワードになるだろうと。それに向けた対策、対応、これからもきちっ

とさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたい

と思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありますか。

（「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。

◎延会の宣告

〇議長（村瀬 広君） 一般会計の審議の途中でありますが、本日の会議はこれをも

って延会といたします。

大変ご苦労様でございます。

延会 午後 ４時５４分
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