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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、川上君、山崎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 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、３月９日に引き続き、一般会計予算

を審議いたしますが、歳出の７款商工費まで終了しておりますので、本日は８款土

木費から行います。 

  なお、質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明にかつ議題外

にわたらず、またその範囲を超えないようにお願いをしておきます。 

  ８款土木費の質疑を行います。１６８ページから１７９ページです。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） ２点お願いします。 

  １７６ページの１１節修繕費と、それから１７８ページの同じく需用費で修繕費

となっております。この修繕箇所についてご説明ください。 

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） まず、私の方から都市公園管理費の修繕費について

お答えいたします。 

  この修繕は、うちの公園の管理、総合公園ですとか大和公園の管理に必要な修繕

料でありまして、遊具の修繕ですとかのり面の修繕、排水の修繕などを予定したも

のでございます。 

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） １７８ページの修繕料ですが、こちらは住宅管理に

かかわるものでありまして、町営住宅の一般修繕にかかわるものとして予算計上さ

せていただいているものであります。 

  内容的には、ホームタンクの老朽化の修繕ですとか、その時々で発生してくるも

のについての対応する予算ということになっております。 

〇議長（村瀬 広君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） 一般住宅ということは、どこの町営住宅の一般住宅のことを

指すんですか。 

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） 町営住宅全般ですね。一般的な修繕に対して対応す



- 117 - 
 

るための予算ということで、何かに特化した修繕ということの予算計上ではありま

せん。その時々、例えばここの部分が壊れたとかということが出てきたときに対応

するための予算ということでありますので、よろしくお願いいたします。町営住宅

全般についての予算であります。 

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）私も２点ほどお願いいたします。 

  まず、工事請負費で中央通の工事が載っかっております。毎度言っているんです

けれども、いわゆる国費の配分が大幅に削減されて、思ったような工事が進まない

わけなんですけれども、今年も中央通は２カ所に分かれているわけですけれども、

恐らく今年も、これは私の推測ですけれども、恐らく３割か４割しか国費がつかな

ければ、あの交差点の方の工事は難しいのではないかと思うんですけれども、いつ

までこの状況が続くのか。毎年毎年ここを工事しますよという予算、当初予算でそ

ういうふうになっているものですから、私も議員として聞かれれば、今年はここの

箇所を工事しますからと言うんですけれども、やっぱり予算がつかないから延び延

びになっていく。だから、いつの時点であそこの末広町の交差点の工事ができるの

か。その辺をやっぱりそろそろ住民に対しても、いつまでという年度を切るのは難

しいかもわかりませんけれども、この辺を毎年やりますやりますって言っていて、

やらないというのはちょっと限度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） 公営施設課長、安達君。 

○公営施設課長（安達雄一君） いま、おっしゃった中央通線の交差点なんですけれ

ども、今年の予算編成に当たっては、要望額に対して、いま徳田議員がおっしゃっ

たように、削減が大幅に見込まれますので、そういう予算の組み方をいたしました。 

  交付金の配分は中央通線だけではなくて、神丘１０号線とあわせた交付金の配分

となりますので、その調整をしながら工事を、事業調整をしながら事業を進めてい

るわけですけれども、今年はその削減を見越した予算額を計上させていただいてい

まして、順調に交付金の配分がつけば、いま質問にあった旭幸線との交差点は解消

できると、そこを工事施工できるというふうに見込んでおります。 

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 相手のあることですから、課長の言うこともわからないわけ

ではないんですけれども、やっぱり地元にすれば、ここを何年に工事してもらえる

んだという、その辺の思いというものもあると思いますので、できれば今年、少な

くとも今年できなければ来年中にはやっぱりあの交差点の改修というのは、してい

ただきたいというふうに思います。 

  次に、流雪溝についてお伺いいたします。 

  ご存じのように、今年は非常に積雪が多く、住民にとっても流雪溝のいわゆる共

助でやる分については非常に苦労しているわけでございます。そして、何名かで集

まって話をすると、いつももう流雪溝は限界だなという、そういうような声が聞こ
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えてくるわけなんですよね。平成５年から運用開始して、それから２５年ほどたっ

て、当時４０だった者が６５歳にまでなってしまっているわけで、いつまでこのま

まの状況で共助を求めていくのか。やっぱりある程度行政としても、この流雪溝の

あり方、共助のあり方そのものについて、そろそろ検討を始める時期ではないかと

いうふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

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） いまおっしゃられたように、投雪作業については、

沿線住民の方々も相当体力も低下したとか、身体に不自由を抱えているとか、いろ

んな事情がございます。私どもも、三者協議といいまして、開発、道と毎年協議を

させていただいています。その予算の取り方ですとか内容について、町の方から申

し立てをして予算をつけてもらうわけですけれども、その中でも、去年ですね、一

応ちょっと具体的には言えませんけれども、いま徳田議員がおっしゃったようなこ

とを伝えて、何とか負担をお願いしたいということは協議させていただきましたけ

れども、まだ国、道から前向きな回答をいただいていないという状況でございます。

事情は十分私たちもわかっていますので、何とかその辺の手立てを早い段階で打ち

たいなというふうに思っていますけれども、もう少し時間がかかるものと思われま

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） これそれぞれ路線ごとによって違いがあるわけなんですよね。

いま課長が言うように、国、道、それから町で協議するというのは、国道の部分、

あるいは道道の部分、町道の部分、それぞれその路線ごとによって違いがあるのを、

一緒くたにして検討するといっても無理があると思うんですよ。 

  私もできる限り朝起きて、町の除雪車が来るのを黙って見ているんですけれど

も、その路線の雪は、その路線で投雪してもらうという、そういうような指導とい

うのか、申し合わせがあるのかどうかわからないですけれども、やっぱりうちらの

通りでいきますと、青山商店からずっと押してきまして、もとのソトシゲさんのと

ころの交差点の手前で除雪車はハイド板を上げてしまって、プラウを上げてしまっ

て、その雪はまた戻してくるわけなんですよね。こういう、せっかくあそこに堆雪

場をつくったものですから、幾らかでも路線から出ていく雪を堆雪場所の方に置け

るような工夫をしてもらうと、大分違うと思うんですけれども。なんだかんだそこ

に降って積もった雪は、その路線でやっぱり処理してもらうということになると、

限界があると思うんですよ。 

  我々もできる限り続けていきたいですし、今金町の流雪溝はすばらしいんです

よ。ほかの町村の流雪溝を見ても、ここまできれいにやっているところはないと思

うんですよ。実際、北檜山なんかは去年はやらなかったようですけれども、やっぱ

り国道のふちには雪の残骸が残っていて、今金から見ると随分違うなという感じを

受けるわけなんですけれども。やっぱりこのすばらしい流雪溝をいつまでも長く使

ってもらう、そのためにはどうすれば町民の皆さんに協力いただけるかと、そこの
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ところをやっぱりもう少しく検討していかなきゃならないと思うんです。ただ黙っ

て、今年もまた流雪溝やりますって、そういうことでなくして、やっぱり年々変わ

っていくわけですから、その辺のところをご検討願い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） 公営施設課長、安達君。 

○公営施設課長（安達雄一君） まず、一つ目の国と道と町道の一緒くたにというお

話でしたけれども、おっしゃるとおりかもしれませんけれども、また町は町だけで

動きますと、国道、道道の沿線の方々が当然不満を生じますでしょうから、その辺

はバランスをとった対応ということをしていかなきゃならないなというふうに思

っています。 

  もう一つの昭和線のお話ですけれども、あの角に去年から空き地がありまして、

そこを流雪溝の押し込み箇所として無償で賃貸させていただいていますけれども、

いま徳田議員がおっしゃった、押してきたものをまた戻しているというような状況

まで私たち把握していませんで、押しているものだというふうに思っていましたの

で、できるだけそこに押し込むようにということでそこを借りました。住民の方々

にも、近隣の方々はあそこに自由に押し込んでいただいて構いませんということで

借地していますので、それにつきましては、来年度に向けてまた徹底していきたい

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） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 課長は実際に現場を毎日見ているわけではないでしょうから、

わからない面もあると思うんですけれども、やっぱり我々やっている町民にとって

は、その除雪車の一挙手一動作というものも見ているわけなんですよね。やっぱり

その投雪する雪が少ないと、それだけ精神的にも楽をするわけなんですよ。これだ

ったらまだまだ続けていけるなという、そういう気にもなるんでね、やっぱりもう

ちょっと町民の立場に立って、その辺どうすれば流雪溝を続けていけるかというこ

とに対して、もう少しくご検討を賜りたいと思います。 

  流雪溝の運営委員会には、それぞれ代表が出てやっているわけなんですけれど

も、これは町内でこの方をといって選んで出しているわけでないんですよね。町の

方からの委嘱でその方がなっているだけで、じゃ、その方が携わっている、みんな

の意見を聞いてやっているかといえば、そうでもないわけなのでね、その辺のとこ

ろもありますので、やっぱり個々の路線について、一つ一つこの路線はこうだ、こ

の路線はこうだ、それから国道の路線はこうだということを、一つ一つやっぱり把

握して、お金が出ているのは、国と道しか出ていませんからね、だから、そのお金

でやりくりして、機械を使ったり交通誘導員を雇ったりしているわけで、それに対

しては何も言いませんけれども、やっぱりその路線ごとにどうするかというのは、

これからの問題としてとらえてい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） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 流雪溝もそうでありますし、雪そのものが、今年のように
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本当に大量に降ると、毎日のように町民の皆さんがそれぞれ自宅はもちろんですけ

れども、関連の除雪ということで、大変苦労されているというのもわかっておりま

すし、それから、公営施設課の課長を中心に、いろんな現場に沿った対応というこ

とで対応しているのも私も確認をしております。 

  この間、除雪に対する要望だとかはたくさんあるんですよね。それはやっぱり個

人の皆さんでいろんな見方、考え方はあるんですけれども、先ほどから課長も答弁

しているとおり、原課はもちろんですけれども、やっぱり町民の皆さんの目線でと

いうことでやっております。 

  ただ、現実にそれぞれの所管路線というものがあって、議員もご存じだと思いま

すけれども、やっぱりそれぞれの除雪の仕方だとか対応も違うとは思うんですが、

ただ、住民の皆さんにとっては、たまたま同じ今金町に住んでいて所管の道路が違

うだけでというようなことも、多分日々感じておられるところもあると思いますの

で、それは三者協議の中で、できるだけそのことを伝えて対応してもらうような努

力もしなければなりませんし、それから、先ほどご指摘のあった、今後ということ

を考えますと、確かに皆さんが高齢化をしていくだとか、いろんなことがあると思

います。やっぱり基本は、自分たちでもという努力を何とかしてほしいというのも

ありますけれども、やっぱりこれからのことを考えれば、いまの状況が果たしてず

っと続けられるかということもありますし、それぞれの皆さんがどんな意識を持っ

てもらって一緒にやっていくということが大切なのかということもわかりますの

で、原課もいま努力をしていますし、今年あたりは作業員の皆さんもフル稼働で対

応しています。それでも追いつかないくらい、今年は雪が降ったんですけれども、

北海道でありますから、これはこれからもこういうことを想定をされますので、ご

指摘にあったようなことも踏まえて、原課も含めてでありますけれども、町長にも

お願いするところもあると思いますけれども、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をいたします。 

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） いまお話が出ていました。道路維持等についてちょっとお

伺いをするんですけれども、町内でも何カ所か堆雪スペースを持って、そこに雪を

ためていただく。私も何カ所か見ているんですが、すごい雪です。町内でこれから

新年度に向けて、そういう堆雪スペース的なものをお願いをしながら確保していく

というような考え方ってあるんですか。 

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） その時々の状況で、例えば先ほど答弁しました流雪

溝の押し込み箇所もそうですけれども、建物が解体になって空き地になったとか、

そういうところがあれば、有効であるというところがあれば、その都度、毎年お願

いをしております。毎年押し込み箇所にはごあいさつに伺って、また今年もお願い

しますということで押し込みさせていただいていますので、今後もそういうふうに
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考えております。 

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 流雪溝の地域、路線もそうなんですけれども、それ以外の

ところ、ここのところでも、非常に今年の場合には排雪に苦労している。町道は町

が除雪して脇に寄せた雪を地域の人が堆雪スペースに運んでというのは、これはも

う本当に共助ですよね。これからもそういうもし空き地があればということでは、

流雪溝以外の地域、ここに拡充をしていっていただきたい。これは協力をいただく

ということでは、町としてもそんなにお金が出せるかどうかというのは別な話にし

ても、できるだけ便宜を図っていただけるような考え方を持っていただきたい。 

  今年に関して言うと、除雪に対する苦情というのは本当に少なかったと思うんで

すよ。これだけ雪が降っているんだけれども、それに対する対応というのが、町と

してはうまくいっているのかなと。これは公営を中心にしながら、臨時作業員にも

お願いしながら、本当にフル稼働でやっていただいた結果だと思う。 

  雪が降らなければ、ここに係る費用っていうのは別に使えるわけですよ。だから、

非常にもったいないというか、こういう言い方は変かもしれないですけれども、ほ

かに使えるだろうお金がここに消えていくというのは、大変もったいない反面、や

っぱり雪国だから、これ仕方ないんだと。そういうところで共助の姿勢を持ってい

ただいて、堆雪スペースに協力してもらうというのはありがたいんだけれども、こ

こから先、堆雪スペースにたまった雪をどうするかということなんだ、今度は。春

になればここを何かに使って活用したいんだけれども、雪がたまっている。こうい

うところの解消、これ同時に解消も考えてやらなきゃいけない。その辺は、排雪な

りでやっている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） 公営施設課長、安達君。 

○公営施設課長（安達雄一君） 堆雪スペースにつきましては、そういう空き地です

とか、押し込みできそうな箇所については、都度所有者の方にお願いに行きまして、

ただ、皆さんが快くそれを承諾してくれるとは限りませんので、当然難色を示され

る方もおりますのでその辺はいろいろ条件つきですとかということもございます。 

  いまおっしゃったように、堆雪スペースにつきましては、都度排雪もしますし、

除雪シーズンが終わるときには、一度全部雪も出します。その所有者の方が例えば

排雪したあとに砂利を入れてくれとか、ごみ拾いをしてくれとか、砂を入れてくれ

とか、そういう条件もありますので、その辺は都度対応できることは対応しながら、

その押し込み箇所を探しているという状況でございますので、よろしくお願いしま

す。 

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） まちなか、特に市街地においては、そういうことも大変有

効だというふうに思っていますし、それから、これはもしかしたら町道路線という

ことであると、農村部でもこれあることです。路肩に雪を堆雪するんだけれども、

畑のふちにたまったことによって雪解けが遅くなる、それから水はけが芳しくな
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い。こういうこともありますから、ぜひそういうところもご配慮をいただきながら、

対応をいただきたいと思いますけれども、それもあわせていかがですか。 

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） 押し込み箇所だけではなくて、いまおっしゃった除

雪で当然雪が路肩にたまりますので、その辺も春先には崩れていれば直しますし、

当然受益者の方からそういう要望があったりしますので、それにも都度柔軟に対応

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） 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。１８０ページから１８１ページです。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 防災費なんですけれども、今金町防災会議があって、都度

最新版の防災関連の話し合いをされているというふうに思っているんですけれど

も、新年度に向けて、タイムラインとかの整合性をどうとっていくかという、その

辺はいかがですか。 

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。 

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） ご質問にお答えします。 

  現在タイムラインの進捗状況というのは、まだこれは試行版なんですけれども、

試行版の完成には至っておりません。合同委員会でも申し述べましたが、４月以降

の完成となりますので、これにつきましては、今回、３月にこの防災国民保護の会

議を行うんですが、タイムラインにつきましては、これを盛り込むことができませ

んので、次年度の防災計画に掲載しよう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） 折しも昨日、３．１１、東北を襲った大津波で昨日は特集

番組が結構組まれていました。防災に関する意識づけというのは、やはり小まめな

対応が必要だというふうに思うんです。昨日も話がありました。７年たったと。も

うだんだん忘れていくんじゃないかと。この忘れていくということが、防災に対す

る意識が薄れていくと同時に、対策もなかなかとりづらくなってきた。災害がある

たびに、新しい課題が出てくる。それは本来想定されている中とは違うものが現場

で出てくるというのは、いろいろ昨日のテレビを見ているとやっていました。 

  今金町は幸いなことに、いま想定されるのは水害が想定をされると。これがある

と大変だなというのは、先日の道東の低気圧の状況を見ても、雪解け水が大変なこ

とになっていたという。ですから、今年タイムラインとの整合性はとれない、来年

だということでありますけれども、都度、やはり防災会議をしっかり開催しながら、

新しい課題点を見つけて、それをどう対応するかということを進めていただきた

い。これはもう想定外というのはないんだということもお聞きをしています。です

から、今金町でも、ぜひそういうところを考えながら、うちはもう美利河ダムを控
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えているし、１級河川を持っているところです。ぜひ、くどいようですけれども、

そういう協議を進めていただきたいというふうに思いますけれどもいかがですか。 

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。 

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） おっしゃるとおり、この災害はいつ起こるか

わかりませんので、タイムラインの試行版の完成に伴いまして、これにつきまして

は防災計画を補完する計画でございますから、完成に合わせて、住民周知とともに

防災会議の開催を早めて盛り込むようなことも考えたいというふうに思っており

ますので、議員のご意見を参考にしながら、前向きに取り組んでいきたいというふ

うに考えます。 

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） 防災に関して、先日の自治会町内会連合会で、課長は各町内

会長、自治会長が持っている携帯電話にショートメールを使わせてくれないかとい

うようなご提案がありましたけれども、その件に関しては、その後どうなりました

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） これはタイムラインとの関係とも密接に絡ん

でおりまして、タイムラインステージというのは、いま現在七つのステージを考え

ております。その七つのステージごとに、町内会、自治会長あてにショートメール

でもってステージが上がることを、その変わり目ですね、それについて逐一ご連絡

するような体制を整えたいというふうに考えておりますので、それにつきまして

は、タイムライン、いま現在進行中でございますので、それに合わせた形で進めた

いと思っております。 

  それとあわせて、町内会自治会長からさらに自主防災組織にどのように伝えてい

くのかということも、あわせて町内会自治会長の皆さんとも協議しながら進めてい

きたいというふうに考えております。 

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） このタイムラインだけでなくして、いわゆる暴風雨のときと

か、それから豪雨のときとか、いろんな場面場面で町内の方に避難準備をしてもら

う。そのことのためにも、連絡した町内会長から末端に行くのはどうなるかという

のはまた別な話ですので、私はこれなかなか自治会町内会連合会全員ということに

なったら、ちょっとやっぱり難しい面もあると思うんですよ、課長。ですから、ま

ず、とりあえずは希望者だけで役場に登録していただいて、この方には役場からの

いろんなそういうような情報というものも連絡する、そういうような体制をとって

いますよという、まず希望者だけから進めたらいかがですか。 

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。 

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） いただいたご意見を参考にしまして、モデル

的にまずはやってみて、それから確実性を上げていくような段取りを踏みたいと思
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いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 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。１８２ページから２０９ページです。 

  加藤君。 

○３番（加藤三明君） ページ数でいきますと１８７ページのコミュニティ・スクー

ルの件について、二、三、お聞きしたいんですけれども。 

  まず、コミュニティ・スクールに臨むに当たって、どのような考え方で臨むのか。 

  それと、どういうようなスケジュールの中で今後進めようとしているのか、まず

お聞きしたいと思います。 

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） 加藤議員のご質問にお答えいたします。 

  まず１点目のコミュニティ・スクールについての基本的な考え方のところだと思

いますが、これは国の方で法律に基づきまして、努力義務ということで設置されて

いる制度でございますが、今金町の考え方としては、既に地域とのつながりという

ものは相当進んだ形で各学校ができているというふうに考えています。いろんな場

面で、地域の方の協力を得ながら本当に学校運営が行われているというところにつ

いては、いままでも認識をしているところでございます。 

  これを国が示す法律に基づいて、学校運営協議会として、いまできていることを

しっかりと体系づけて、さらに今後必要になってくるような課題だとか対策が出た

ときには、この運営協議会を通じながら学校が抱える問題を外に発信したり、ある

いは地域が抱える問題、学校に協力を求めてくるようなものも多々あろうと思いま

すけれども、そういったものを一緒に考えていける、そういった学校運営を目指す

ためにコミュニティ・スクールというものの導入を考えています。 

  また、法律の中で一番大きいところが、学校運営に関する学校長の考え方、これ

をしっかりと町民の皆さんに示して、承認をいただきながら学校運営をやっていく

ということでありますので、学校運営の中身も広く地域の方に公表される、そうい

ったところがねらいとなっております。 

  ２点目のスケジュールでございますが、今金町教育委員会としては、平成２９年

度から本格的にこのコミュニティ・スクールの導入に向けて動き出しをしていると

ころでございます。平成２９年の８月には、いち早く種川小学校で、既に学校の方

で体制としてできていました小規模特認校推進協議会、これが地域の方と一緒に運

営されているものがあったんですが、これがしっかりとした地域と学校のつながり

という形ができていましたので、これをベースにしながら学校運営協議会の方につ

なげてございます。 

  また、今金小学校、中学校につきましては、現在どういった学校運営協議会にし

ようかということで、両校、それから教育委員会も入りながら、さまざまな協議、
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検討をさせていただいておりますし、今月中には先進的な地域への調査等も予定を

しているところでございます。 

  学校運営につきましては、いろんな形があると思っています。それぞれの学校で

運営協議会を置くということも一つですし、学校同士の連携をとるということで、

学校運営協議会同士が何らかの形で連携できるための組織をさらに設ける、こうい

った体制もありますし、いま法律が変わって認められているのが、小学校、中学校

が一つになった学校運営協議会というのも法律改正で認められておりますので、こ

ういった方式、どれが一番今金町に合うのかというものも、いま現在検討している

ところでございまして、今金小学校、今金中学校については、平成３０年度中には

学校運営協議会という形を確立させていきたいと、そういうスケジュールで動いて

お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） 加藤君。 

○３番（加藤三明君） いまの説明で、考え方とすることはわかりました。 

  それで、昨年の８月から取り組んでいる実例を、ちょっと私なりに感じることが

ありまして話をしたいんですけれども、昨年の８月に始めまして今日までに至っ

て、なかなか取り組む目的的には非常にいいことだと思っています。地域の学校並

びに地域の子どもは地域で守ると、非常にいい目標で進んでいることはいいんです

けれども、それを、じゃ、具体的にどうだこうだということで、なかなか具体的に

考えますと、地域の中でも難しいものだなと。よく委員会の言うことは、ふだんで

もやられていることをそのままやればいいんだというような話はされております

けれども、じゃ、現実的にふだんやっていることを口実にしまして、やって今後続

けるということになれば、なかなかこれ難しいことではないかなというふうに私な

りに感じております。 

  そこでいろいろと進め方によっては方向性の誤ることもあるから、なければその

方向の進み方が見事的中することもあるのかなというふうに思っておりますけれ

ども、先日の会議の中でもいろいろと話は出て、先日は学校のトップの方が今後の

進め方の方向性を具体的に話していただきましたから、非常にわかりやすいような

話にはなりましたけれども、じゃ、それを現実的にどう結ぶんだということになれ

ば、ただ地域の中の方々に、ただ投げかけただけではどうかなと。あの話が理解で

きるのかなというふうに思っているんですけれども、その辺、やはりある程度見通

しのつくまでは、行政でも教育委員会あたりが積極的に入って、地域の中に入って

やはり進めていかなければ、なかなかこの問題は進まないのではないかなというよ

うな考え方をしておりますけれども、いかがでしょうか。 

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） いまのお話の内容は、種川のコミュニティ・

スクールの部分が中心かなと思っておりますけれども、昨年の８月に立ち上げて、

学校長の方から学校運営にかかわるもの、それから、地域の方々に日ごろからお世

話になっているようなもの、そういったものを整理されながら、資料として出され
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たというふうに思っております。 

  先般も新年度の学校運営方針等について学校長から公表され、また、学校が抱え

る問題というものも、地域の方々にお示しがあったと思っています。 

  また、地域の方々からも、学校に対する応援をしていきたいということで、そう

いった協議ができるような時間ももう少ししっかりとってほしいというようなご

意見も上がっていたというふうに認識をしております。 

  まだまだ動き始めで、会議の進め等については、そういったご意見をいただきな

がら学校運営協議会としてしっかりとした組み立てが必要かなと思っております

が、そういったご意見も踏まえながら、より内容の充実できるような学校運営協議

会にはしてまいりたいというふうに考えています。 

  また、教育委員会事務局の対応でございますけれども、これまでもずっと事務局

の職員の方が一緒に会議の方にも入っておりますし、学校長とも相談しながら、資

料づくりだとかそういったものにも協力をさせていただいております。今後につい

ても、ここの対応については変わらな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） 加藤君。 

○３番（加藤三明君） いろいろとこれから具体的になっていくと思いますけれども、

ただ懸念されることは、仮に学校のトップが変わったら、方向性が、これ方針とい

うものが変わるような感じもしているんですよね。その辺が、やっぱり継続性を持

つような形でいかなければ、せっかく１年、２年かけて実ったものがむだになるよ

うな感じもしますので、その辺、十分トップが変わるときには、引き継ぎ事項とか、

そういうことを教育委員会も入った中でやってもらいたいなというような思いは

しております。 

  それと、もう一点、もう一歩踏み込んで考えてもらいたいなというのは、学校だ

けでなく保育所あたりも共に、やはりこの件については入るべきではないかなとい

うふうに思っております。保育所の段階から、地域の考え方なり学校の考え方とい

うものは非常に大事な、方向性の変わることもあり得ますので、その辺も含めて、

ちょっと私、拡大解釈になるかもしれませんけれども、必要性はあるんでないかな

というふうに思います。 

  それと、今金町の場合は、小学校、中学校ともに考えたいというような考え方は

聞いておりますけれども、ただ、ちょっと心配するのは、小学校は小学校、中学校

は中学校のような思いが、かなりずれが現実的に出るのではないかなと。共にやれ

ることは共にやって結構ですけれども、やはり小学校の父兄と中学校の父兄の物の

考え方は、かなり考え方が違うような感じも思いますので、その辺、教育長、最後

の思いですけれども、その辺のことはいかがなものでしょうか。 

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。 

○教育長（田中俊一君） ご質問ありがとうございました。 

  まず一点目の校長が変わったときの懸念でございますけれども、最もやっぱり皆
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さんが懸念する場所ですよね。ほかの学校でも同じなんですけれども、校長が変わ

って学校が変わるということがままあるんですけれども、でも、コミュニティ・ス

クールの場合、地域と学校が一体になったときには、校長が変わろうが、その流れ

は変えてはいけないと、私はそう思っています。 

  ただし、中身的に校長のやりたいことは確かにあるかもしれません。でも大きな

流れは、地域と学校が一緒になって進めるということですから、それは私はそう大

きくは変わらないというふうに判断をしています。それがまず一点でございます。 

  それから、保護者、それから保育所が云々の話がございました。保護者もそうで

すけれども、やっぱりこの進め方に当たっては、当然保護者のいろんな知恵が必要

ですけれども、そこに、例えばですけれども、いまお話のありました保育所の関係

ですけれども、先日の会議にも保育所の代表も入っていただいております。ですか

ら、今後に向けては、やはり保育所含めたいろんな取り組みを考えていくというこ

とが必要かなと、そんなふうに思っておりますけれども、いままず、ひとまずその

中に入ってやれることをやっていきましょうと、そういう観点で少し進めながら、

種川なら種川の学校運営協議会議を進めながら、課題をつかまえて、そしてそれを

解決していくような学校運営協議会にしていただければありがたいかなと、そんな

ふうに考えてございます。 

  それから、小中のずれというお話がございました。これは本当に大きな課題なん

ですけれども、これからの時代はやっぱりそこをいかに埋めていくかが、行政、そ

れから学校の課題かなという考えでおります。本当に箱が変われば、考え方は本当

に違います。私のように、小学校、中学校、両方経験あるものは、同じ学校って名

前がついているんですけれども、本当に違う場所なんですよね。でも、これからの

時代、果たしてそれでいいのかというふうに考えたとき、やはり小中の連携なり、

小中一貫を今後に向けて考えていくときには、そこの溝を埋める工夫がやっぱり必

要かなと思います。 

  そういうことから、コミュニティ・スクールも学校運営協議会を、もしかなうの

であれば、小中一緒の学校運営協議会を、小学校、中学校で構えていくことも必要

かなと。要するに一緒の課題を一緒に小中で解決していく、そういうことも今後の

課題として、やっぱり解決していくべき課題かなと思います。 

  それから、小学校、中学校のつながりみたいなものを含めて、今年は執行方針の

中にも書かせていただきましたけれども、グローカル教育、その観点で少し小中の

つながりも進めてまいりたい、そんなふうに考えていますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

〇議長（村瀬 広君） 他に教育費で質疑ありませんか。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） 今金小学校への通学の方法について、ちょっとお伺いしたい

と思いますけれども、小学校高学年なのかどうかわかりませんけれども、自転車通

学が許されているところというのはあるんですか。自転車通学はあるんですか、ち
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ょっとお聞かせください。 

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） 今金小学校の児童の通学路でありますけれど

も、私が小学生のころからもそうでありますけれども、自転車通学が認められる範

囲というものも設定されております。 

  ちょっといま手元にないので、数字を間違えていればあれなんですけれども、学

校からたしか２キロ程度離れていたところについては、自転車通学が認められると

いうことで、具体的に言いますと、例えば今金橋から向こうに住まわれているよう

な方だとか、そういった方は自転車通学をされてございます。 

〇議長（村瀬 広君） 日置君。 

○７番（日置紳一君） 今金橋から向こうじゃなくて、こっちの手前でもなかったで

すか。あそこの商工団地とかはなかったですか。 

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） 説明が不足し、大変申しわけなく思っており

ます。 

  トマンケシ方面でも、自転車通学が認められた範囲があると思っております。た

だ、いま細かな資料がないものですから明確がお答えができませんので、いまちょ

っと資料の方を用意して、どのエリアから自転車通学が認められているかは、ちょ

っとお時間をいただいたあとに報告し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） ほかにありますか。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 国際交流費に関係して、今金の町民に対する英会話教室って

いうのは、いまどういうふうになっていますでしょうか。 

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） ご質問にお答えいたします。 

  一般の町民向けの英会話教室というふうにご理解をしますけれども、いま週２

回、夜間と日中ということで、総合体育館だとかを拠点にしながら教室の方を開い

てございます。 

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 今年度から、学習指導要綱の改正があって、小学校の英語授

業が大幅に増えてくるわけなんですけれども、その町民の英会話教室等について

も、長く続けていただきたいと思います。 

  それと、いま労働力不足で、その労働力を海外に求めようということで、前は水

産だけだったんですけれども、いまは建設業とか、あるいは農業の分野でもそうい

うような動きが進んできているわけなんですよね。当然これからの時代、英語だけ

でなくして、韓国語とか中国語とか、そういうような要望というものも当然出てく

ると思いますので、国際交流アドバイザーの増員といいますか、そういうものもそ
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ろそろ検討し、幅広い意味をもってやっていただき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） 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） 徳田議員のご質問の中で、前段の英会話教室

のところで触れ直しをさせていただきたいと思うんですけれども、現在は週２回、

昼間と夜というふうにやっています。 

  ご質問の中にあったように、平成３０年度から今金町内の小学校においては、制

度改正を前倒して英語の授業を入れていくということで、いま現在の国際交流アド

バイザーの方の支援というものも、相当多くの時間をいま求められております。 

  そういった中で、業務全体のいま調整を図っておりますので、場合によっては、

英会話教室、夜間の部は当然維持していきたいと思っているんですけれども、日中

のところについては、余り要望も、ニーズも余りないというような時間帯について

は、これから調整があるかもしれないということで、まだ決定はしておりませんけ

れども、そういう状況であることをまずご理解をいただきたいと思います。 

  後段の部分については、教育長の方から。 

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。 

○教育長（田中俊一君） 後段の部分で、私の方からお話をさせていただきたいと思

うんですが、確かにいま、私スキーやるものですから、いろんな場所にスキーに行

きますと、表示がもういろんな表示になっています。おっしゃるとおりであります。

それで、学校といたしましては、いま、指導要領の中には英語と書いていないんで

す。外国語活動、外国語になっています。それはちょっとそういう含みもあっての

ことなんでありますけれども、うちの町だって、もう何年か後にはいろんな言葉が

飛び交うようなことが当然予想しなければならないような状況になってまいりま

した。 

  いまご指摘ありました部分につきましては、今後いろんな形の中で、局の指導も

仰ぎながら、まちとしての動きを検討課題にしてまいりたいと、そんなふうに思っ

てい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） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 余談になりますけれども、私、日曜日の日、八雲の１００均

に寄って買い物をしていたら、中国と思うんですけれども、六、七名来ていろいろ

話しているんですけれども、店員がそれに答えているんですよね。ああ、すばらし

いなと思ったんですけれども、そういうようなこともだんだんだんだん、こんな田

舎ですけれども、増えてくると思いますので、やっぱりそれに対応した準備という

ものもそろそろ進めていただきたいと思います。 

  次、質問を変えます。 

  今年から部活の時間制限があるようでございますけれども、何か聞くところによ

りますと、檜山北高でも今年は野球部の単独存続ができないような状況だというよ

うなことも聞いておりまして、いままでの学校教育から、今度は社会教育、クラブ



- 130 - 
 

活動が主になってくると思うんですよ。そうしたときに、どうそれを指導していけ

るか。そこの指導者の、グローカルの中でも指導者のその辺も入る思うんですけれ

ども、これからどうその指導者を育てていくか、そこのところあたりが求められて

くる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） 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） 部活動のところでございますけれども、先ほ

ど加藤議員からご質問のあったコミュニティ・スクール、学校運営協議会だとかと

いうのも、そういった学校の課題であったり、地域のニーズだとか、そういったも

のを議論できる場だと思っていますので、今後そういった場面も十分に活用できて

いけるというふうに思っています。 

  また、部活に対するいまの状況でありますけれども、さまざまな部が廃止という

方向も出されながらいま動いております。それを受けて、地域の方々も、自らの意

思で、一つ具体的に上げますとバレーですね、バレーの競技の部分については、な

かなか小学生での育成がないので、中学校へ行ってもそれをやろうというお子さん

が減ってきているというのがつながりになっていきますので、そういった底上げを

していきたいということで、今金町のバレー協会も、自分たち大人がやる場面と子

どもがやる場面を分けるのではなくて、子供たちにもどんどんどんどん入ってきて

くださいという形で、すそ野を広げたような活動もしておりますので、そういった

ものの動きも学校と協力しながら、今後展開していかなければならないと思ってお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 小学校、特に小学校、少年のうちは、指導者の質によっては、

ぐんと伸びる子も居るというふうに聞いたこともあるんですけれども、いまパラリ

ンピックをやっていますけれども、先日、北見のカーリングの選手たちが銅メダル

を取って、常呂町で祝勝会のときに、サードの吉田選手が、常呂は何もない小さな

ところです。何もない小さなまちだけれども、努力すれば夢がかなう。ああいう小

さいまちで、カーリング場なんていうのは、本当に反対もあったと思うんですよ。

だけれども、あれだけのすばらしい施設をつくった。そして、それを育てていく人

材もそこに育っていった、その結果がああいうすばらしい成績をおさめたんだなと

いうふうに思います。 

  いまは北見が何か随分ふるさと納税とかで潤っているようですけれども、やっぱ

り北見の人方も、最初は何か常呂のカーリング場については、要らない施設だとい

うようなことも言った議員もいるとかって聞いていますけれども、やっぱりその施

設をきちっと整え、そして、指導者をきちっと育てていく、そのことが将来今金町

からもまた鈴木選手に続くようなスポーツ選手というものも輩出できればという

ふうに考えておりますので、そこへ行くためにも、今度は体育館も新しくなります。

スキー場も、形は変えましたけれども存続することになりました。それを育ててい

く指導者の育成というものも、やっぱり行政に課せられた課題だと思いますので、
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その辺についてはいかがですか。 

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。 

○教育長（田中俊一君） ありがとうございました。ちょっと名前をど忘れしながら、

今朝の新聞で、高木美帆さんが総合優勝、これはもう日本人として初で、彼女もや

はり指導者等ちょっと恵まれない時期があったやに聞いております。いまはオラン

ダ人のコーチに指導を仰いで、パシュートなんかは年に３００日滑ったというお話

もありました。というように、指導者に出会うということがいかに大事かなという

のは、私も痛感しております。ということで、地元にそういう人たちがたくさん居

てほしいんですけれども、指導者、いま少年団もそうですけれども、たくさんの指

導者がいらっしゃる。その指導者といろんな機会に話をしなから、やっぱり若い人

たちの育成も含めて、それから子どもたちの育成も含めた話を、いま徳田議員から

いただいた意見も含めて今後協議してまいりたいし、ぜひそういう人が育つような

私たちの支援もしてまいりたい、そんな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） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） いま高木美帆さんの話をしましたけれども、あれもオランダ

人ですよね。それから、カーリングも外国人ですよね。やっぱりいまは専門性を求

められるときですからね、やっぱりこういう小さいまちですけれども、いろいろな

子どもたちの能力というものに対してこたえてやるような、そういう指導者の養成

を図っていかなきゃならない時期に来ているんでないかと思いますので、ぜひその

辺も、すぐにということでは無理だと思いますけれども、ご検討をいただきたいと

思います。答弁は要りません。 

〇議長（村瀬 広君） 先ほど日置君の質問に対し、資料準備のため答弁を留保して

おりましたので、資料が準備できましたので理事者から答弁をお願いします。 

  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） 回答までお時間をいただき本当にありがとう

ございました。 

  先ほどの件ですが、やはり学校からおおむね２キロ程度の範囲を目安としなが

ら、エリアとしては、今金市街地の西側寄りのところでは、川沿いの方ですと商工

団地の会館がございますけれども、会館から西側。それから、国道沿いのトマンケ

シ方面に行きますと、トマンケシ川から西側。それから、今金橋の南側という形で、

小学校の校区の中の通学路というところでは、自転車を認めているということでご

ざいます。 

  また、冬期間、場合により、自転車通学をふだんされているんですけれども、冬

期間は当然自転車に乗れなくなりますので、自治会長等々ご要望をいただいた場合

には、スクールバスの便乗というものも認めている部分もあるということでご理解

いただきたいと思います。 

〇議長（村瀬 広君） 日置君。 
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○７番（日置紳一君） 大体２キロということですけれども、これ市街地がまちだと

したら在の方ですね。在の方あたりは、スクールバスでほとんど道路がすぐそばの

家なんかなら、１秒もかからないくらいのところに来てくれるんですよね。そんな

ところがあるので、２キロ、私のところなんかだったら、商工団地の会館から何ぼ、

１分ぐらいの違いで自転車で行けないと。そこら辺が、結構な距離あるんですよね、

大和町あたりでも。だから、その辺が、そういうスクールバスの方が便利だとかと

いうふうにならないように、別にバスに来てくれとは言っていませんので、夏場だ

けでも自転車で通わせてもらえないかなと、そん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） 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） いまご質問の、ご指摘のいただいたところに

ついては、今後、学校あるいは関係者と十分協議しながら、安全性ですとか、いろ

んな対応が必要になってくると思いますので、十分議論をしながら検討してまいり

たいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） １９０ページ、備品購入費で校務用パソコン購入割賦金３，

０００円、２，０００円、これってどういう内容なんですか。 

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） 備品購入でございます。今回は小学校費、中

学校費、それぞれに予算を計上しているものでございますが、町立の３校の教員が

使っている事務用のパソコンでございます。これが平成２２年３月に購入したもの

でございますが、年数がたっておりまして、保守サポートがもう受けられないとい

う状況になってきますので、更新が必要になってきます。３校合わせますと５０台

のパソコンを購入更新してまいりたいというふうに思っております。 

  ただ、購入に当たっての資金が、備荒組合の借り入れを起こすということで、買

ったお金の支払いは備荒組合の方が直接業者に行って、私どもはそれに対して償還

を備荒組合にしていくんですけれども、平成３０年度中の備荒組合からの今金町に

対する請求が利息分だけ、月割りの利息分だけということで、小さな金額になって

ございますのでよろしくお願いいたします。 

  来年度からは、本体の償還も入ってくる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） 利息分ということなので、台数の割合で種川と今金が２，

０００円と３，０００円ということなんですね。そういうとらえ方だと思うんです

けれども、これ総額でどのくらいになるかお知らせください。 

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） 金額についてお答えをいたします。 

  種川小学校の部分で、購入代金が２０４万２，３５２円、それから、今金中学校
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で３９１万３５６円、それから、今金小学校が５６２万３，８８４円という購入代

金になってございます。 

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 購入の流れは理解をしたつもりですけれども、３９０万、

５６２万、２０４万、それぞれこれ今年は利息だけだというんですけれども、何年

償還でどうなるかという部分はわかりますか。 

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） お答えをいたします。 

  手続自体は財政の方にお願いすることになるんですけれども、資料をいただいて

いますので、私の方からお話しさせていただきます。 

  ３０年度に購入し、最終の支払年度は平成３４年度となってございます。 

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） わかりました。 

  次、お願いします。 

  今金小学校、中学校、種川小学校も含めてなんですけれども、資料をいただいた

中では、今年の２月１日で今金中学校３年生４１名、２年が４５名、１年が２７名、

新年度になると新しい小学生が入って、卒業生が出て行くと。小学校の卒業生はほ

とんど、おおむね今金中学校に進学をされるようだけれども、今金中学校から進ん

でいく進路というのは把握されていますか。 

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） いま手元に資料がございませんので、細かな

数字は後ほどお答えできると思いますが、逐一中学校の方から、受験先だとか報告

については受けてございますので、いま現在というか、いまの卒業生ということで

よろしいでしょうか。ちょっとお時間をいただければ、すぐ資料をご用意できます

のでよろしくお願いいたします。 

〇議長（村瀬 広君） 山崎君の質問に対し理事者の答弁を留保して、１１時２０分

まで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０９分 

再開 午後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。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 教育費の質疑の中で、地名について誤った発言をしておりま

したので、その関係する文章について一部取り消しをお願いしたいと思いますの

で、よろしくお取り計らいのほどお願い申し上げます。 

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。 

  ただいま徳田君から教育費の発言において、会議規則第６４条の規定により発言
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の一部取り消しの申し出がありました。 

  申し出のとおりこれを許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。 

  したがって、徳田君の申し出どおり、発言の一部取り消しを許可することに決定

いたしました。 

  休憩前、山崎君の質問に対し答弁を保留しておりましたので、理事者の答弁を求

めます。 

  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。 

  いまのこの３月で卒業する今金中学校の在学生の進路というご質問でございま

した。生徒数につきましては全体で４１名おります。このうち檜山北高へ進路、受

験をしているのが３４人、それ以外につきましては、町外ということであります。 

  主な進路としては、函館方面へ２名、それから札幌方面へ３名、それから、それ

以外の地域へ２名という出願状況でございます。 

〇議長（村瀬 広君） 先ほどの発言について。 

  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） 先ほど山崎議員からのご質問の中で、パソコ

ンの購入経費についてお答えをさせていただきました。先ほど言ったそれぞれの額

に間違いはないんですけれども、あくまで予算を積み上げるための参考見積もりの

金額でございましたので、実際の購入価格とは異なるということをご理解いただき

たいと思います。 

  それから、なおその根拠になるものについては、予算書の１８ページのところに

別表第２号ということで、ここにかかわる債務負担を上げてございますので、そち

らを参考にしていただきたいと思います。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） 別表その他については、理解をしているつもりであります。 

  檜山北高に３４名、４１名のうち３４名進学されるということです。檜山北高っ

ていうのは、道のモデル事業でモデル校として統合をし、当時はたしか７間口３０

０人を超えるような学年で生徒が居たというふうに認識をしています。私はたまた

まそこには行かない、一つ前でしたので、すごいでかいなと思った記憶があったん

ですけれども、いまになれば、檜山北高というのは２間口ですよね。 

  今金町はこれから、今金中学校、それから今金小学校、種川小学校、それぞれ生

徒児童の数を見ていくと、来年４５名、その次２７名、人数にものすごくばらつき

がある。心配されるのは、間口の減少なんですよ。道のモデル校としてやって、い

ま総合学科を持ちながらやっているんだけれども、これから将来、これがどうなる

んだというのは、やっぱり今金町に居る皆さんのみならず、檜山北高を志望するで

あろう方たちには大きな問題だというふうに思うんです。 
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  このことに関して、教育長は高等養護学校の間口増については言及をしておられ

ますけれども、檜山北高については全く言及がない。この子どもたちの数を見ただ

けでも、やっぱりどうするんだということを問題意識を持っていかければ、これ道

教委の方でこのことを、じゃ、どうにかしましょうという、どうかするということ

を聞いているから言っているんじゃなくて、どうかしようと言い出したときに、こ

の子どもたちの数を見ていったら、私は非常に不安なんですよ。ですから、それは

来るそういう時期になったときの子どもの親御さん、間口が減になって、じゃ、自

分たちは近いところの檜山北高に行けなくて、どこかに行くといったら、またこれ

も大きな負担になります。 

  総合学科という位置づけをしているわけですから、それなりにやっぱり間口を確

保しながら生徒を募集しながら進めていく、地域にとっては大切な高校です。この

ことを、教育長、これからどういう対応、取り組みをしていくおつもりなのかお尋

ねをしたいと思います。 

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した。 

  まず、進学希望者の予想数、これ私の試算なんですけれども、今年度は、いま３

０年度は今金町の生徒が４１人、せたな町は５２人、両町合わせて９３人でありま

す。今年の希望者が最終的には６７人だったのですけれども、大体０．７を掛ける

とそのくらいの数字になるかなという予想をもとにして、来年度、３１年度は、今

金町の生徒数が４２人、せたな町の生徒数が７３人、１１５人であります。それに

７掛けをすると８０．５人なんですけれども、８１人生徒がいないと３学級になら

ないんですね。そういうように計算してまいりますと、３２年度はもっと少ないん

ですね。いま議員ご指摘のとおり、今金町は２５人、せたな町が４４人、そうする

と両町合わせて６９人にしかならない。そうすると１２０人の定員に対して、８１

人いなければいけないのに、そこには到底及ばない数で、その後もずっとそれより

も、大体８０人に届かない数で推移するという状況にあります。ということで、２

間口、総合学科なんですけれども、２間口の維持しかならないような状況になって

まいります。 

  どういうことが起きるかといいますと、総合学科ですので、学科の開設数を減ら

さざるを得ない。もちろん先生方の数も、今年の２間口になることによって、４人

から５人の先生たちが減るという状況になります。ということで、今後もそういう

先生たちの減少、生徒の減少によって先生方の減少、それで学科の科目の減少にも

つながっていかざるを得ないという状況になってまいります。ということで、これ

につきましては、北高の校長先生とも話をしているんですけれども、すぐにその数

が、先ほど議員からお尋ねがありましたように、外に出る子どもたちを北高に行っ

てくださいと、これはちょっとまた別の話になるという状況かと思うので、私とし

ましては、いろんな人たちの知恵をかりながら、この間口は２間口になったとして

も、先生方の数が何とか維持できるような方法を検討してまいりたいし、また皆さ
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んの知恵もおかりしたいなと、そんなふうに思っているところです。 

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 総合学科ということを考えながら、間口を維持をするとい

うこと。これから大幅に子どもたちが増える、生徒が増える、志望者が増えるとい

うのは、ちょっと考えづらいような気がするわけです。教育長がおっしゃったよう

に、大変そういう中では、檜山北高に入学をしてください、志望してくださいとい

うのは難しい状況だと思う。 

  しかし、管内でいうと奥尻町あたりは、寄宿舎を建てることによって、全国から

入学志望を募るという。私はいろんなやり方があると思うんですよ。これは高等養

護学校の間口を何とかしてくださいというのと同様に、やっぱり檜山北高の間口を

確保するというのも、これはまちの責任だというふうに考えるんです。これは当然

教育委員会、教育長を中心として、想定されるのはせたな町教育委員会との協議に

なるだろうと思うんですけれども、これも当然そうなんですけれども、さっき言っ

た今金町として寄宿舎を建てながら子どもたちを通わせますよ。きれいな水もある

し、きれいな山もあります。前にやっていた山村留学、美利河で行っていた山村留

学に匹敵するというか、全国から志望を求めていくような、こういうところまで発

展した考え方を持つべきじゃないかという気がするんですよ。   

  これが実現できるかどうかというのは、まだわかりません。しかし、間口をどう

するといったときには、必ず対応しなきゃ、私は父兄の方が大変心配されることだ

と思う。せたな町教育委員会ともそう、それから今金町がどう考えるかといったら、

せたな町と協議をするというのは当然必要なことになると思う。以前、高等養護学

校の間口の話をしたときに、檜山の議長会もこれに賛同し対応した経過がありま

す。当然困ったときには、それを理解される方に応援をしていただくというのも当

然考えられることであります。教育長からのご答弁をもう一ついただきたいのと、

それから、同時に町の理事者がどう考えるか、これから先。そのところもあわせて、

今金町に住まわれている子どもを持つ親御さんの心配に対して、しっかりこれから

対応するんだということもあわせて、教育長、町長、理事者から答弁をいただきた

いと思うんですけれどもいかがですか。 

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。 

○教育長（田中俊一君） それではお答えしたいと思います。 

  おっしゃるとおり、子どもたち、それから地域の皆さん、そして当事者である父

兄の心配にこたえるような何らかの策を講じなければならないと私も考えていま

すし、それから、せたな町の教育長とも折に触れてこの話はしてまいりました。 

  結論的にはまだないんですけれども、議長会の応援も当然いただかなければなら

ないと思いますし、現状をまず理解していただくことも含めた、その話し合いをし

ていかなければならないと思います。 

  ただ、いま提案ありました山村留学等云々のお話ありましたけれども、話の中で、

いろんな選択肢が出てくるかと思いますので、そういうことを含めて、いろんな検
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討課題にさせていただければありが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） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 私の方から、檜山北高等学校の校下自治体という立場である

わけでありますけれども、そういう立場で、この間の流れを含めて答弁させていた

だきたいと思いますが、檜山北高等学校、いまモデルとして北海道では珍しい形の

中で統合をしたわけであります。そこにも、私、かかわったわけであります。時間

講師ということで、学校にも通わせていただきました。 

  当時一期校含めて３５０名くらいの生徒がおられたわけでありますけれども、だ

んだんだんだん生徒数が減ってきたと。そういう中では将来的なことを含めて、総

合学科という形の中で選択したのは、私はとてもよかったかなと思っていました。 

  どこでもある普通科だとか、そういう選択でなくて、もっとより優位な、加えて

この地域特性として、農業学科を何とか残していきたいという思いもあったもので

すから、その農業をいろんな子どもたちが選択できるんだというような手法の中で

の檜山北高等学校のあり方というのは、私は当然望ましいということで、本町でそ

れを見てきましたし、町長になってからも大きくその部分についてはかかわってき

ました。 

  年２回振興会という学校の振興会があるんですけれども、私もせたなの町長と交

互に、２年交互に会長をやらせていただいて、さまざまな支援体制をとらせていた

だいております。話題的にはこの間口の話も当然出てくるわけでありますけれど

も、間口の話題そのものは、年に２回くらいは毎年江差の方で行われます。ここに

は、当然町長を含めて教育委員会含めて、あとＰＴＡ含めて、それとさまざまな関

係機関といいますか、産業機関なんかもかかわる場合もありますし、加えて教職員

の組合も参画する会議なんかもあるわけであります。 

  いまは一定程度データに基づいた状況報告なものですから、私も別な案件もあり

ますので、教育長の方にそちらの方に出席をしてもらっているわけでありますけれ

ども、これもいま３間口の確保に相当一時私どもも動きまして、確保に向けた努力

をさせていただいて、そのときのバックデータをきちっと持ちながら、将来構想を

持ちながら進めさせてもらったと。 

  いま、教育長の方にも話がありましたが、総合学科という意味合い、ただ単なる

生徒数イコール決められている定員に達しない場合はということにはならないよ

と。あくまでも総合学科を道教委そのものが指定して選定したわけでありますか

ら、そこに優位な条件を当然つけてくださいという話をさせていただきました。本

来であれば、専門的な勉強もしなければいけない学科があるにもかかわらず、総合

学科でくくっているわけでありますから、その辺の教職員の充実というものもお願

いしてきました。 

  特に普通学科のレベルの教職員の配置になりますと、ほかの学科、総合学科はな

り行きませんので、加配という、余分に先生を配置していただいて対応していくと。
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１人の先生が三つも四つも科目を持つというような話にはならないということで、

この間も来ているわけでありますけれども、一番懸念されるのがそこの部分だと。

生徒が減るというのは、いたし方ない要素があるわけでありますけれども、ただ、

ここについても、私はこの前も教育長にもお話をしましたし、周りの方にも言って

おりますけれども、何よりもいま檜山北高等学校の進学率、それから就職率、とて

も高いんです。進学についても、ある名前を出したくはないんですけれども、函館

のちょっと有名な高校に引けをとらないくらい学力も高いという評価を受けてい

ますし、東京方面の有名な大学なんかにも入学しているわけでありますから、その

辺は引けをとらないという言葉ありますけれども、その言葉が本当に使えるような

学校になっているわけであります。 

  これはひとえに先生方の努力なんですね。一生懸命生徒指導、学習指導をしてい

ただいて、その取り組みが成果として各種関係の学校の進学、それと就職に結びつ

いていると。この優位性は、私はきちっと受けとめていかなければ。逆にこのこと

を売り込むことによって、将来どういう大学へ行く、どういう専門学校に行くとい

う選択肢の中で、檜山北高ではだめなんだ、特殊なものなんだというのであればい

たし方ない。今金中学校からの進路ということはあり得るわけでありますけれど

も、いま檜山北高の状況を考えますと、私はいろんな学校でもチャレンジできるく

らいの先生方の体制になっていますし、レベルも上がっているので、そういうこと

では非常に優位性があるなと。そこを訴えるしかないなと。みんなが行ってくださ

い、行ってくださいということもなかなか言えない要素がありますので、檜山北高

の実績といいますか、毎年出ていますので、そういうところ、子どもたちが目指す、

地元でもいいですよ、地元から通うことも十分可能ですよということをきちっと伝

えていくことが重要でないかなと思っていました。 

  これはいま言ったように、振興会がありますので、その中には農協が入ったり評

議員が入ったり、各中学校の校長先生が入っている会議でありますから、いろいろ

な議論もできるわけであります。 

  もう一点でありますが、地元として間口を確保するためにどういう手法があるか

ということでは、さまざまな手法が当然あるわけでありますけれども、そこはそこ

で何を目指すか。私もこれ非常に目指すものはたくさんあるわけでありますけれど

も、ちょっと勘違いしてしまうと、ああ、どうなのかなという議論もあります。私

もよく、例えば極端な例を申しますと、音威子府高校というところがあるわけであ

りますけれども、地元の子どもが全くいなくて、まち単独で音威子府高校をやろう

ということで、特殊性がある芸術の学校、芸術生ばかりの学校をやっています。全

員が、もうほとんどというほとんどが全国から来られているわけでありますけれど

も、そこの村長とも仲がいいものですから、いろいろこの間ずっといろんな面で話

をしたりするわけでありますが、地元就職は全くないんですよ。全部どこかに行か

れてしまうと。高校のときだけおられると。どのくらいの事業費を学校の方に出し

ているのというと、約１億円くらい経費をかけているというんですね。でも地元に
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残らなかったら、仮に私が町長ならつらいよねという話をさせてもらったら、そこ

なんだよって。これだけ一生懸命学校存続のために莫大な町費を投入して努力して

いる。さまざまな文化レベルとか、いろんなレベルは当然まち全体上がってきてい

るところは目に見えてわかるんですけれども、やっぱりそこに就職して定住すると

いうことに結びつけばもっともっといいわけなんです。そこが大きな課題なんです

よという話を伺っています。 

  いろいろと学校の高校関係の取り組み、生徒を確保するための動きというのは、

全国的に当然あるわけであります。ある島、奥尻も含めていろんなところも相当力

を入れて、相当の高校の先生、有名な塾の先生を招へいして学力を上げているとい

う取り組みをして、それで何とか獲得しているところはたくさんあるわけでありま

すけれども、残念かなそこに定住するというのは余り見られていないというのが一

つの課題かなと。 

  どこを目指すか、何を目指すかというようなことが、一つの大きな要素だなと。

人が減っても、地元の生徒が減っても、全体の学力を高めていこうというために、

いま言われるようなさまざまなノウハウを構築しながら、全体レベルのための環境

をつくっていこうということが趣旨であれば、私はそれでもいいだろうし、もう一

つは、定住に向けてやろうというのなら、それもいいだろうし、その辺の手法とい

うのをどう考えていくかと。 

  ただ、残念ながら校区になりますので、寮、檜山北高等学校の寮を今金町につく

れるかということの議論も、これも両町にまたぐわけでありますから、その辺の当

然議論も必要だろうし、いずれにいたしましても、いま思い描いているのは、何と

か思いでありますけれども、そういう特殊性を生かしていただきながら、檜山北高

の方に行っていただければ、もう何とか２間口は確保できると。そのことにちょっ

と努力しなきゃいけないかなと。その努力のベースは何かといいましたら、やっぱ

り先生方のお力添え、それからその評価、学校の評価というものを保護者の方々に

どう伝えるかと、子供たちに直接どう感じとってもらうかということが重要なわけ

でありますので、そういう面では、高校の方でもいろいろ出向いて、中学校の方に

出向いていろいろガイダンスなんかもしているようでありますけれども、その辺を

しながら、足を向けていただけるような形の環境をいまつくっていくことが優先で

ないかなと。 

  議員おっしゃるように、目の前にもう間口の心配がぶら下がっておりまして、い

ま、今年あたりから具体的な議論になっていくだろうと。この一、二年は、そんな

に大きな道教委からどんという形はいまなかったわけでありますけれども、既に数

字から見ると、もうそんな時期が来るのかなということで認識をしております。 

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） 予算書でいけば１９９ページ、２００ページ、文化財保護関

係の費用になると思うんですが、田中教育長から文化財保護の振興ということで執
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行方針の方で説明も受けております。価値、そして魅力を発信をしていくんだと、

より一層進めていくんだと、そういう方針も聞いているところでございます。 

  それを受けて、それを受けてかどうか旧石器文化館の方もリニューアルをして、

新たな形で展示、映像コーナーという形で新しくスタートをしていくんだと。その

ことに関しては、大変私も期待をしているところでございます。 

  あの敷地の中に、ピリカカイギュウのたしか展示をされているというふうに認識

しております。いま現状、ピリカカイギュウというのは、どのような展示で、また

今後どのようにピリカカイギュウを展開していくのか。そのあたりの話をちょっと

お聞かせ願えればと思います。 

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） ご質問にお答えいたします。 

  ピリカカイギュウの件でございますが、いま現在の展示については、旧石器文化

館に隣接しております保管庫の中で展示をさせていただいているところでござい

ます。 

  展示については、ピリカカイギュウ自体が全身骨格という形ではございませんの

で、出たものからレプリカをつくり、全体像を想像した形ということで展示の方を

させていただいております。 

  ただ、まだ専用施設ではございませんので、なかなかきちっとした形にはなって

ございませんが、いま担当の方でも少し改善を図りながら、もう少しピリカカイギ

ュウについてわかりやすい展示に変えていきたいという案もございますので、そう

いった検討をさせていただいているところでございます。 

〇議長（村瀬 広君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） いま保管庫の方で展示をされていると。私も何度か足を運ん

で、確認はしております。いろんな昔の農機具であるとか、昔のエンジンであると

か、そういったものの中に、あの大きなカイギュウが置いてあると。その展示方法

はどうなのかなというのは、常日ごろ思っていたところでございます。 

  過去には、廃校になった学校の体育館であるとか、そういったところでも展示を

されていたということも聞いておりますし、いまのあの状況で、大変私はもったい

ないなと。しかも、あのカイギュウというのは、カントリーサインでもありますし、

また世界最大級だと。たしか数ヶ月前には、ロシアの方でも似たような化石が見つ

かって、ニュースでも取り上げられていると。まちのそういった文化財というんで

すか、そういうものを大きく町内外、また世界に発信できる、私は唯一のアイテム

なんじゃないかなというふうには考えておりますので、ぜひそこは前向きに、これ

新年度予算の話で、特にそういった部分の予算は載ってはいませんが、ぜひ検討し

ていただきたいというところと。 

  一つ、いろいろ関係者の方とお話を聞いていく中で、あのピリカカイギュウとい

うものの学術的な位置づけというんでしょうか、そのあたりがまだ何か定まってい

ないような話も聞いております。そこに対しての取り組み、これは大変時間のかか
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ることなのかもしれませんが、それも今後どういうふうに考えているかというのを

同時にちょっとお聞かせ願いたいと思いますけれども。 

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） ご質問にお答えをさせていただきます。 

  先に後段のところ、ピリカカイギュウの学術的なところですけれども、発見以来

調査に出して、日本の中の化石の権威の方、お二方いらっしゃるということで、そ

ちらの方にどこに由来するものなのか、どういったものなのかということで調査を

していただいたんですけれども、見解がまともに二つに分かれてしまったと。ロシ

アの方で出土しているような、いわゆるカイギュウ系のその流れだという主張と、

それとは全く系統が別で、新種のものだということで、結果が真っ二つに分かれて、

その議論が平行のまま一つにならないということでございまして、その状態がいま

も続いているということでございます。 

  これらについては、展示のところでもそうなんですけれども、紹介だとかそうい

ったところでも非常に影響の出るところで、なかなかいま表現として難しくなって

ございますので、我々としても、はっきりとした学術的な見解、その名称ですね、

これをいただきたいという思いは継続して持ってございますので、この辺の動きも

風化しないように継続していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

  それから、カイギュウを含めたピリカのＰＲのところでございますけれども、い

ま現在もいろいろと担当の方でも全国的な発信をいかにしてしていこうかという

ことで、北海道遺産への登録、これは旧石器だとかピリカカイギュウだとか、あそ

こにはほかの遺跡も金鉱遺跡があったり、マンガン鉱山の遺跡があったりいろいろ

していますし、中心には日本一の清流の利別川が流れておりますし、観光的な資源

もたくさんありますので、そういった一体的な相乗効果を生むべく、いま検討して

いるところでございますので、そういったところを取り組みをしているということ

でご理解をいただければと思います。 

〇議長（村瀬 広君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） その認定の部分で、ちょっと見解が二つに分かれていると。

そういったところも含めて、時間がかかるのかなとは感じますけれども、そこの認

定をしっかりととって、カイギュウというものが正式に何なのかというものをまず

確定をして、そのあとという動きになってくるんだと思いますので、いずれにせよ、

時間がかかるのかもしれませんが、その認定に向けて地道な努力をぜひしていただ

ければというところと、その設置、展示の部分についても、認定とあわせて今後や

はりしっかりテーブルに乗せて展示をしていく、そして、そこにはいまも子どもた

ちがきちんと見るような形にはなっていると思うんですけれども、しっかりそうい

う仕組みというものを確実につくっていくんだというところの、もしお話を教育長

からお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。 
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○教育長（田中俊一君） 展示についてということで、お答えをしたいと思います。 

  本当に手狭な状態であることは、私も何回か見せていただいて感じているところ

ですけれども、いま担当の方でも整理しながら、町内から出土されている貝の化石

等も子どもたちが本当に実際に行って、その貝の化石を入手するというような場面

もございますから、そういう子どもたちに興味、関心のあるような、そういうもの

も含めて、一部展示のあり方を検討したいということで考えてございます。 

  中身といいますか、連休明け以降になるかと思いますけれども、一部ほかの展示

の旧石器の方の展示にあわせて、そちらの方も一部展示の仕方を工夫改善したい

と、そんな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。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） １９１ページ、備品購入の中で、教師用指導書ということな

んですけれども、これ私ちょっと調べたら、過去２年間の中で、これ一番今回高額

になっているんですよね。１９２ページの義務教材費、これも今回金額が増えてい

ると。その増額の理由についてお聞かせください。 

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） お答えをいたします。 

  教師用の指導書等の購入については、通常の年ですと、人事等で教員が変わった

ときには、教科書が違う地域から来た先生には新しく与えなければならなかったり

しますので、そういった部分に対応するための予備的な予算として持たせていただ

いております。 

  平成３０年度予算につきましては、新しい教科として道徳が導入されます。そう

いった意味では、道徳にかかわる部分の教材、これをすべて購入しなければならな

いということで、そこが大きな要因でございますのでご理解いただければと思いま

す。 

〇議長（村瀬 広君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） そうしたら、その道徳にかかわる教材が一番多目にかかる部

分で、先生の新しく変わる部分については、そんなにさほどかかっていないという

ことなんですか、そうしたら。 

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） 今回の道徳につきましては、教師も含めて、

すべて新しい教科でありますので、新しい教材が入ります、教科書含めて。であり

ますので、そのすべての部分の費用となっております。 

  先ほど申し上げた通年の部分については、教科書の見直しというのは、何年に１

回かになりますので、その間は同じ教科書をずっと使っていきます。 

  ただ、他管内から来た先生だとかというのは、教科書はそれぞれ選択制でありま

すので、市町村で決めた教科書ですので、違う教科書を使っていた先生が来られた

ときには、その先生用に教科書を用意しなければなりませんので、そういったお一
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人、お二人の対応のための予算というのは例年持っているんですけれども、今回は

新しい教科が入るものですから、教科書すべてその部分については新しく購入する

ということでございます。 

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） ２０４ページの体育施設費で予算を見ているわけですけれ

ども、現在も使われている体育館のランニングコストというか維持費というか、幾

らくらいかかっているのか。ここに出ているのは、ピリカの方のスキーの部分だと

か、そういう部分で、別な部分も入っているので、全体のいまの体育館の維持管理

費の部分とはちょっと違うのかなと思うので、そのいまの体育館の維持管理費を幾

らになるのか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） 体育施設費のところで、総合体育館にかかわ

る維持費ということでございます。 

  ご指摘のとおり、ここの予算については、総合体育館以外の部分の管理等につい

ても予算が組まれてございます。ただ、そこに係る予算というのが、開発の事務所

の横の屋外トイレですとか、いまパークゴルフ場をやっていませんので、そこに係

る費用はありませんので、おおむね総合体育館の管理費というふうになります。 

  ただ、詳細に分けてございませんので、ちょっとお時間をいただければ、大体の

割合で分けていき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） ただいま上村君の質問に対し、理事者の答弁の中で、資料が

必要だということなので、その答弁を留保して、午後１時まで昼食のため暫時休憩

いたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  休憩前、上村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。 

  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） 上村議員のご質問にお答えいたします。   

  総合体育館の年間の維持管理費というご質問でありました。体育施設費の中に

は、屋外の施設の維持管理費も入ってございますので、それらを控除した額という

ことで報告をさせていただきます。 

  まず、総合体育館の維持管理費総額でありますけれども、平成２４年度では１，

９２５万６，９０８円、それから平成２５年度では２，０５３万１，８２９円、平

成２６年度では２，７３４万１，２４０円、前年から大変大きくここは増えている
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んですけれども、内訳として、ボイラーの給油配管の損傷があったことから、それ

らの修繕に多額の経費がかかっていること。それから、耐震診断の業務を行ってお

りますので、そこの部分の５７２万４，０００円というのが加わった額でございま

す。 

  それから、平成２７年度でございますが２，１７５万２，７５６円、この年も大

きな修繕がありまして、体育館のトイレの改修を行ってございます。その額が上乗

せとなってございます。 

  それから、平成２８年度でございますが１，９８３万５，７２７円という額でご

ざいます。これにボイラー等の点検業務が毎年２４０万円程度かかってございます

ので、それを加えた額がおおむねの維持管理費というふうにとらえてございます。 

  また、平成２９年度につきましては、まだ実績が出てございませんので、年度当

初の予算から、例年屋外施設等でかかっている経費等を見込みで控除した額という

ことでご理解いただきたいと思うんですけれども、年度当初では大体２，１９０万

円程度維持管理費として見込んでおります。 

  それから、今年度、平成３０年度の予算でございますが、平成３０年度につきま

しては、これも見込みでございますが２，２５８万円程度総合体育館の管理費とし

て計上しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（村瀬 広君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） いま２４年からお知らせいただきました。修繕、要するに

改修したり修繕したりすると、その部分はかかるから別個にかかるということ、そ

れは理解します。おおむねの維持管理費というのが、この中から。 

  この２４０万円というのは、ボイラーの運転の、これは委託なのか嘱託なのか、

そこらあたりはどのようになっているか。それはこの金額に、この２４０万円をプ

ラスしていくという考え方でいくという形でよろしいですか。 

  そこらあたりと、おおむねいま聞いた金額というのは、金額が大きくなっている

ときは、トイレだとかそういうところを直したとき、またボイラーの配管が損傷し

ているという改修した部分という解釈でとらえればいいということでいいですか。

そこらあたり、もう一度。 

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） いまご説明した金額についての確認というこ

とでございますが、金額が極端に増えている年は、大きな修繕だとか業務委託が発

生した場合ということでご理解いただければと思います。 

  最後にですが、ボイラー関係の金額２４０万円というのを加えてくださいという

お話をしたんですが、トータルの合わせた金額も改めてちょっと説明をさせていた

きます。 

  ボイラーの管理部分にかかわる２４０万円程度の総額を含めて額で、もう一度報

告をさせていただければと思います。 

  先ほどは体育館の維持費とボイラーが別にかかるというお話をしましたが、それ
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らを加えた額でございますが、平成２４年度が２，１６７万７，８３８円、平成２

５年度が２，２９５万２，７５９円、平成２６年度が２，９８３万２２８円、平成

２７年度が２，４２０万８，９１２円、平成２８年度で２，２３２万４，７１５円

でございます。また、２９年度、３０年度の見込みには、このボイラーの管理費が

入ったものでございますので、ご理解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） 加えたやつも説明していただき、ありがとうございます。 

  これはボイラーの部分は、当然清掃とかの部分とは別個の形で、ボイラー技師は

ボイラー技師の部分で、嘱託か何かでやっているという考え方でよろしいですか。 

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） ボイラーの部分につきましては、ボイラー運

転の委託業務、大体平成２８年度の実績でいきますと２３９万５，６５６円になり

ます。これを加えたものであります。そのほか諸届けがありますので、手数料です

とか保険料が５万４，０００円程度、それから、保険料で３万９，０００円程度か

かってございます。 

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） 教育費の質疑を終わります。 

  １１款災害復旧費の質疑を行います。２１０ページです。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） グラウンドの土を入れ替えるということなんですけれども、

この土、これ専用土というふうになっているんですけれども、この専用土っていう

のは、要するにでき合いのものなのかどうか。 

  それと、工事費外というその部分で、その外というのはどういうことなのか、そ

のところをお願いいたします。 

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） 私の方から説明させていただきます。 

  専用土というご質問でしたけれども、以前に健民グラウンド、土を入れ替えてお

ります。そのときは、追分の黒土とソイレックスという土壌改良材を混合したもの

をここに入れておりまして、それと同じものを今回充てんするという仕事でござい

ます。ですので、専用土といいますか、改良土というふうになります。 

〇議長（村瀬 広君） 外というのは何かいろいろあるんですか。質問にあったんで

すが。 

  総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 外というところの表記ですが、これは予算書上の表

現の仕方でありまして、工事請負費の場合、事業が一つであっても外というような

表現をしてきているということでありますので、今回の災害復旧費にかかわって

は、いま説明ありました健民グラウンドの災害復旧工事ということで押さえていた
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だければと思います。 

〇議長（村瀬 広君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） グラウンド、４面あるんですけれども、これ４面分の今回そ

の災害復旧でやるということでよろしいのでしょうか。 

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） 今回の復旧につきましては、昨年の大雨で河

川増水して、表土が全部流されたり、一部流出して陥没しているところがございま

すので、それらの箇所を中心にやっていくということでありますので、グラウンド

４面ありますので、それら影響の出たところすべて対応していくという考えでござ

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） 災害復旧費の質疑を終わります。 

  １２款公債費の質疑を行います。２１１ページです。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） ２１１ページの地方債元金償還金ということで５億６，５

００万円ありますけれども、これは今年の償還の予定ということでございますか

ら、ただ、これは要するに地方債、町債を多く起債を起こしていくことになってい

くと、償還する起債も多くなっていくと。これは財政的な部分で、今後、今年あた

りは１０億からの、１２億ですか、起債をするわけですけれども、今後建物、中学

校も給食センター合わせた部分が出てくることになりますし、またその後に箱物

が、この説明でいただきました資料等でも今後検討していかなきゃならない部分だ

というふうに感じるわけですけれども、コンスタントにその償還をしていきなが

ら、また新たに起債を起こしていくということになっていくと、この起債の額が大

きくなればなるほど、ボクシングで言うとボディブローを受けるという状況になる

のかなというふうに私は感じるわけです。 

  ですから、今後の部分において、大きな事業をすることには、それは大きな町債

等も起債も起こしていかなきゃならないということは理解しますけれども、しか

し、大きな事業をやることによって、本来の町民の住民サービスということをどう

考えながらバランスをとっていくかということが、これは行政の方々の判断であ

り、手法だというふうに考えるわけですけれども。 

  この今年の償還予定の部分と、今後の部分との兼ね合いを持ちながら、予算措置

をされているでしょうから、そこらあたりの考え方、そして、今後の部分での住民

の、町民のサービスの低下にならないような方向性で考えていただきたいと思いま

すけれども、そこの考え方の積算の部分での数値と、それから今後の部分での考え

方等もあわせてお願いいたします。 

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） ただいまご指摘をいただきましたとおり、起債の額
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が当然大きくなればということで将来負担の心配もされる要素が出てまいります。 

  いままでもそうでありましたけれども、いままでの経過でいきますと、当然起債

をすることによって、将来の償還計画はどうなるんだというところも当然として視

野に入れるわけですけれども、これまでの経過でいきますと、最近の起債残高のピ

ークというのは、平成１９年度、今金小学校の建築のあたりが大体６０億少しぐら

いの残高ということで、最近ではそこがピークでしたけれども、毎年の償還額は、

大体５億から６億ぐらいの間で、平準化させて償還に向けて、そして起債の残高を

減少させてくるというような手法でやってまいりました。 

  その時々で、やはり大きな経費のかかる事業というものが、特に建物に関しまし

ては出てきますので、いっときの起債残高はどうしても高止まりといいましょう

か、高いところに来る時点はありますが、その後平時においては極力償還の方に力

を入れながら残高を減らしていくというような考え方をしてきております。 

  先般も、今後の公共施設のあり方ということで報告をさせていただいております

が、ここ数年、１０年ぐらいのスパンになるのでしょうか。この後に控えている施

設、いま言いました中学校ですとか、それから庁舎のこともありますし、改修とい

うことであれば町民センターですとか、そういったものも控えているというところ

で、余り時間をかけないで整理をしていかなければならない施設というのも目前に

控えておりますので、そこのところは、例えば民間の資金を活用するですとか、そ

れから、起債の仕方にしても、過疎債ですとかというようなところの起債を借りる

ということで、平準化と、それから低減化を図っていきたいというところが基本の

考え方になります。 

  一つ、財源として考えたときには、目的基金を始め、いま手持ちである基金を活

用するというところもあるんですけれども、これを例えばいっときに、建設年度に

いっときに投入してしまいますと、言葉は悪いですけれども、その分だけ目減りを

して終わりということもありますので、できれば過疎債ですとか、将来交付税で措

置されるようなものの枠を少し多くいただくようなことをしますと、３割程度の負

担で済むと。７割程度は交付税で返ってくるということがありますので、基金の投

入額を減らして、将来の負担に少し平準化していった方が、トータルで町費の歳出

を抑えることができるというような考え方もいま持っておりまして、研究もしてお

りますので、そのことと、新しいリース方式ですとか、公民連携ですとかというと

ころの考え方も合わせながら、負担の平準化ですとか、それから低減化というとこ

ろに向かっていきたいと思っておりますし、議員がおっしゃったように、そういっ

たいっときのものが、町民サービス全体のそのほかの事業の低下につながるという

ことは、なるべく避けなければならないということで、私たちも肝に銘じておりま

すので、そこのところは将来の展望を持ちながら財政運営をしていきたいというと

ころ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） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） いま説明いただきました。 
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  それは当然、今後の部分も考えながらやっていくということは、当然それは承知

されているんだろうというか、今年の予算書を見てもそれを感じられますけれど

も、ただ、一番、要するに償還額は、これは減らすわけにいかないわけですよね。

年次のある中できちっと決めていかなきゃならない。だから、そうすると要するに

交付金、国からの部分、それから道からの部分で入ってくる。予算の組み方が、要

するに単純化、硬直化していくというふうに私は感じるんですよ。いや、そういう

ことはないというのであればいいんですけれども。 

  ただ、そういう硬直化することによって、住民サービスの、町の差し当たってや

らなきゃならない部分ができなくなってくるという可能性も考えられるというふ

うに私は思うんです。だから、そういうことのないように予算措置をきちっとやっ

ていってもらいたいと。そうでないと、せっかく町の入ってくる財政を、町民の福

祉向上のために利用するということが、箱物なり大きな大型事業をやるために住民

の要望にこたえられないということになると、本末転倒になってくると。住民サー

ビスが第一にあるべきことだというふうに私は考えるんですけれども、そこらあた

りはどうですか。 

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 基本的な考え方については、総務財政課長の方から説明を

させていただきました。 

  心配をされる点というのは、例えば前にも議会とのやりとりの中でありましたけ

れども、今後懸案となっている大型事業があるということで、これを一気にやろう

とすると、当然ながら少し無理なことですから、それは年次をかけてということで

考えていきたいというふうに思っていますし、それから、皆さんもご心配をしてい

ると思うんですけれども、国の方も財政調整基金みたいなものを全国少し調査をし

て、余分に基金的なものについては、少しメスを入れるのかなという話も若干出て

いました。 

  総務省の見解の中では、それは各町、各市町村、自治体の方が、もともとの目的

を持って積んでいる基金であって、貯金という観点ではないんだということで、い

ま国の財政当局とのやりとりがありますし、それから、町長たちが所属をしている

自治体の首長会の中からも、そういうきちっとした要請をしておりますので、特に

その部分というのは心配はないと思うんですが、ただ、行政を運営していく以上、

やっぱりやっていかなきゃならない施策というのは必ず出てまいりますし、それか

ら、中にはやっぱり危険だとか生命に伴うものというものというのも当然優先をし

ていかなければならないという視点がありますので、やっぱりその辺のバランス、

先ほどおっしゃっていましたけれども、バランスのとれた運営というのは、非常に

大切になると。 

  それから、基本的ないま積み上げをするのは職員ですから、その積み上げたもの

を町長から議会の方に提案をして、議会の皆さん、町民の代表である議会の皆さん

にいろんなご意見をいただく、チェックをしていただくということをやっています
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けれども、今回今後の公有施設のあり方ということで、方向性を示している段階で

は、アンケートについても、全職員を対象にやって、それから実質的なまとめにつ

いては、補佐クラスにお願いをしてやっている経過がある。 

  これは何かというと、どちらかというと、いま幹部に居る職員というよりは、次

の世代を担う職員のときに、非常に大きな多分負担がかかってきたり、政策的な判

断が来るだろうという想定の中で、いまからそういう危機感と認識を持ってかかわ

ってもらいたいというのも一環でやっておりますので、これは何といってもやらな

ければならない事業というのも、どうしても出てきます。それから、住民の皆さん

の中から希望して出てくるようなのもあると思うんですね。それは多分、時の町長

が政策判断をして、そのことを議会の皆さんに訴えたり町民に訴えて、政策として

実行するということになると思うんですけれども、いずれについても、財政バラン

スをきちっととっていくというのは、もうこれ基本的なことでありますし、いま十

数年前と基金残高というのはほとんど今金町は変わっていません。この間もいろん

な施策をやってきています。ただ、これからのために、どちらかというと、健全財

政を維持してきたということもありますので、この間のいろんな方針も、今後の参

考資料、今後のいろんな施策をやるときの一つの検討材料として出させていただく

ということを大前提でやっておりますので、とにかく、先ほどボディブローが効い

てくるぞという話がありましたけれども、ボクシングの世界でも、やっぱりそのた

めに鍛えておりますので、やっぱり日ごろからそういうことをきちっと認識をして

やっていくということを基本に、これからも財政運営の方はやっていきたいという

ふうに思っていますので、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。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） いま同僚議員からも質問あったわけですけれども、いわゆる

第５次の総合計画に載ったもので、公共施設整備の計画は出ているんですけれど

も、償還ピークがどこにいくのかなということが、一番心配するところなんですよ。

私としては、少なくとも年度償還で大体７億くらいまでで抑えなければ、ちょっと

ほかの事業に無理がかかってくるのではないのかということを考えていきますと、

３２年度で中学校に着手した場合に、そうするとそのピークが果たしてどこにいく

のかなと。いま体育館と中学校とダブってしまうわけですから、そのピークをどこ

に持っていくかによって、この次にかかるであろう役場庁舎だとか、そういうとこ

ろの着工年度というものもずれてくると思うんですよね。 

  ですから、できればこれから第６次の総合計画に載ってくるだろうものも入れ

た、財政シミュレーション的なものも、できれば近いうちに出していただきたいと

思います。それによって、ピークがどのくらいで、その金額が何億くらいになるの

か、その辺を提示願い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） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） いまご質問がありました総合体育館が今年、それか



- 150 - 
 

ら、そう遠くない時期に今金中学校という流れで、償還のピークといいましょうか、

そのあたりがというところでありますが、中学校がどの程度の建設費になるかとい

うところのこともありますが、平成３０年で言いますと、見込みですけれども、当

初の予算で言いますと、いま起債の残高が５７億９，０００万円ほどになる予定で

す。少し過去を振り返ってみますが、今金小学校の建設当時、平成１９年、これが

ピークだったんですが６０億９，０００万円、翌年２０年が５８億６，０００万円

ぐらい、ずっと来まして、平成２８年には４５億２，０００万円まで漸減させてき

ている経過があります。 

  ここで償還にかかっている費用というのが、大体５億から６億ぐらいで推移をさ

せてきたということでありますので、償還の上限の額というのが、いまおっしゃっ

ていただいたぐらいが目安になるのかなというような思いは、私たちもございます

ので、なかなかいつの年度で幾らが起債残高のピークになるかというところは、ち

ょっと読み込みがいまできないのでありますけれども、このあと公共施設の、今回

基本的なところの考え方を示させていただきましたので、議会の方にも検討をお願

いをしているという経過もありつつ、少し今金中学校の建設の姿が明らかになった

時点で、資料としてお示しができるんじゃないかなというふうに思っておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

  ただ、いずれにしても起債に関しては、極力有利なものをということを考えてお

りますので、交付税の方に算定をされてくる措置額については、一般財源化するこ

となくきっちり償還に充てていくというのが基本原則だと思いますし、それから、

先ほども言いましたが、いま持っている基金の活用も、ひとときにある程度まとま

った金額を出すのではなくて、将来の償還額に向けた平準化した使い方なんかとい

うことも、少し研究をしたいと思っておりますので、そのあたりも含めてご理解を

お願いをしたいと思います。 

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） この町有公共施設等の整備に係るもので、来年かかるであろ

う中学校の金額が２４億、それから、それに付随して給食センターが約４億近く、

こうなってきますと、いままで大型施設にしても、余り続けてということはなかっ

たんですよね。ですから、その辺のところが、何年間にわたって続いていくと、果

たして償還がどうなのかなと。まして中学校あたりは、義務債を使いますから、そ

うすると充当率も相当低くなってきますので、その辺の絡みがあるので、やっぱり

これは今年度中に恐らく方向性が出てきたときに、それじゃ設計に入っていくとき

に、大体このくらいの金額でというのがわかってくるでしょうから、その辺のとこ

ろが出てきた段階で、早いうちにやっぱりこういうような財政的なシミュレーショ

ンになりますよという、それはお知らせ願いたいと思います。 

  何とか基金を使わないで償還ができるような、そういうあれができれば一番いい

んですけれども、そうはいかないと思うんですよね。ですから、償還のピークに合

わせて、それ以上、予定している以上出るようであれば、そこで初めて基金を取り
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崩して償還を抑えるという、そういうことも必要になると思いますので、その辺の

数字的なものがわかった段階で、ひとつお知らせ願いたいと思いますけれども、い

かがですか。 

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） いまちょうだいいたしましたご意見、全くそのとお

りだというふうに思っております。 

  前段お話をされました、今回提出をいたしました公共施設の方向性にかかっての

資料の中で、施設整備にかかわっての概算工事費をあらわした資料ございますが、

これについては、平成２７年に後期計画の実施計画を策定した段階で、将来想定さ

れる大型の施設ということで取りまとめをしたものの抜粋でありまして、ここにあ

る概算の工事費というは、あくまでもいまある現有施設の面積に策定をした当時の

標準の工事単価を掛けたものでありますので、これがこれから建てるものの想定を

された工事費ではないというところでありますので、あくまでも参考添付というと

ころでお願いをしたいと思います。 

  それから、起債の活用については、今金小学校、ここの表では義務教育債という

ことで代表的なものを載せてありますが、これのほかに、ほかの起債も組み合わせ

て活用できるというようなこともありますので、そういった研究もさせていただき

たいですし、それから、基金の活用の仕方も、いまご助言をいただきましたが、将

来の低減化に向かうような、あるいは償還額の低減化に向かうような使い方もして

くださいということでありましたので、そこのところも頭に入れながら財政運営の

方はしていきたいと思っております。 

  いっときにすべての施設を整備をするというのは、これはもう当然不可能という

ことだと思いますので、起債の残高、それから償還の計画含めて、どの程度の期間

をあけるのかだとかというところも頭に入れながら、整備計画というのは多分つく

っていかなければいけないだろうなと思っておりますし、くどいようですが、建物

の性格によっては、民間の力をかりるというようなところも、それから、新しい施

設の整備の考え方で連携の仕方もありますので、そういったものも組み合わせた中

で進めていきたいと思いますし、そういうことが少しでも明らかになった段階で

は、財政の将来推計的なところも示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） 他にありませんか。 

（「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款予備費の質疑を行います。２１２ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 予備費の質疑を終わります。 

  歳出全般について、質疑漏れございませんか。 

  向井君。 
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○４番（向井孝一君） ちょっとのどが変で、聞きづらいと思いますけれどもご勘弁

いただきたいと思います。 

  ９日の一般会計の中でも、同僚議員の方からクアプラザピリカ周辺含めた観光施

設についての質問がございました。そういう中で、私も今回、今回というのか、去

年の４月からＴＴＮが指定管理を受けてやってきておりますが、やはり一気に事業

が進むということは私も大変難しいことだというふうに思うんですよね。しかも、

そのＴＴＮがいまやろうとしているイチゴも、ようやく８日ですか、イチゴの定植

は終えたという情報を知りました。あの施設を拠点にしながら、やはりすばらしい、

だれもがここに来れるというような観光施設の流れをつくってほしいということ

は、これはもう我々の願いでもあるし、町民の皆さんの願いでもあるというふうに

思います。 

  そういった中で、やはりスキー場については、いままでいろんな意味で指定管理

をやりながら失敗してきた例もあります。いま考えられるのは、あのリフトの改修

によって、通年で動かして、そしていろんなアイディアが生まれてくるというよう

なお話もされていたと思うんですが、やはりこの問題においても、そんなに時間を

置けない状況にあると思うんで、できればＴＴＮさんがきちっと安定するまでの間

は、これは行政としてサポートせざるを得ないと思うんですが、やはりそこに定着

をしながら、ＴＴＮの会社自らが投資できる環境を私は考えるべきじゃないかなと

いうふうに思っております。 

  あそこは国有林、もちろん国有林の貸与を受けながら、レクリエーションの場と

して借りているわけですけれども、やはりいつまでもそこから譲渡されることが可

能性としてゼロなのかどうかというと、ゼロではないというふうに思うので、一番

最初に、平成１９年に現町長がいつかは町がその土地を求めたいという考えを何回

かおっしゃっております。やはりそのことに対して、きちんとした行動を私はやっ

ていただきたいと思うんですが、その点についても含めてちょっと理事者側の答弁

を聞きたいと思うんですが。 

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。 

  金曜日の議会の場でも質問をいただいたというふうに思っております。向井議員

のおっしゃるとおり、私たちもクアプラザピリカのセンターハウス、温泉棟だけで

単独で観光振興は行えないと私たちも思っていますので、せっかくＴＴＮさんがイ

チゴ栽培を軌道に乗せて、一緒になってこの美利河、クアプラザピリカの周辺の観

光の観光振興をやっていきたいという思いも、私たち行政もそうですし、民間のＴ

ＴＮさんも感じていただいているので、それはお互いウィンウィンの関係でこれか

ら進めていければなというふうに思っております。 

  また、ピリカスキーの関係に関しましても、今回運営自体は雪上車、いわゆるキ

ャットというもので今期営業をさせていただいております。まだ営業期間は残って

おりますが、私たちも今回いろんな課題、問題もありましたし、これから解決しな
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きゃならないものもありますので、今回私たちが身に染みていろいろな課題等がわ

かりましたので、それも検証しながら、次のステップに向かえればなというふうに

思っております。 

  また、国有地に関しましても、先日の答弁のとおりでございまして、決して私た

ちもあきらめたわけでもございませんので、いまはその購入すべき、私たちの思い

を国に届けるような基盤を確立して、それをもとに交渉に当たっていきたいという

ふうに思っておりますのでよろしくお願いします。 

○４番（向井孝一君） できれば理事者にもお聞きしたいんですが。 

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） ただいま担当課長の方から説明を申し上げましたけれども、

クアプラザピリカそのものの今後については、先般も答弁をいたしましたけれど

も、国が多分町の方に何らかの形で譲るためにも、多分町長が言っているとおり、

やっぱり年間を通じたきちっとした計画がなければ、国は民間にということはまず

ないと思うので、その部分がまず基本的に必要だということで、今回夏の部分も含

めた計画づくりをいましております。 

  多分これは、前にも答弁いたしましたけれども、早い時期にというお話もありま

したので、時間的には６月の議会に間に合うように、その以前に多分一つはスキー

場をどうしていくのかということが一つあると思います。それから、夏も含めたど

ういうような観光振興をクアプラザに位置づけるかというご相談もしたいという

ふうに思っています。 

  それから、ＴＴＮのお話をしていただきました。ＴＴＮもいま本当に真剣に町に

寄与したいということで考えていただいておりますので、そのことも含めて、パー

トナーでありますので、多分スキー場の運営に関しては、ＴＴＮにも参画をしてい

ただいて、それから町の方にある民間のいろいろな有志の皆さんの会社なり団体も

含めた中で、いろんな方向を出していくというのが一番だというふうに思っており

ますので、いま課長が答弁したとおり、いままだここでお約束をできるというふう

にはなっておりませんけれども、少なくとも６月の議会には、成案をもって出した

いと思っていますが、その以前にいろいろなご相談をしたいと思っています。多分、

いろんな経過をまずお話をしたり、方向性のお話もしたいと思っていますし、それ

から、逆にいろんなメニューの中で、わたしたちがこれで行こうといっても、多分

議員の皆さんの視点でもっとこれがどうなんだとか、それから、これはちょっと待

った方がいいんじゃないかというのが多分あると思うんですね。いままで結構クア

プラザにいろんな話があったんですけれども、やはりもうそろそろ全体でどんな方

向にするかというのを結論を持っていきたいというふうに思っていますので、ぜひ

またそのときに議員の皆さんからもいろんなご意見を賜りたいと思っていますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑漏れありませんか。 

  徳田君。 
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○６番（徳田栄邦君） ちょっと国営の関係でお聞きしたいと思います。事業が始ま

ってから５年、そして工事が始まってから４年がたつわけなんですけれども、この

参考資料をいただきました工事内容の中で、６，７００メートルの防風林を整備す

るんだよというふうになっているんですけれども、いま４年たってまだその面影と

いうのが出てこない。農家の人に言わせると、いま耕作道が主力になっていくもの

ですから、用地はあるけれども、やっぱりその維持管理については受益者がやらな

きゃならない。そのことを考えると、なかなか効果はあるのはわかっているし、欲

しいんだけれども、なかなかそこまで防風林をやってくれというところまで行って

いないというような状況のようでございます。 

  今年、何か豊田で始まるようですけれども、実際防風林の管理運営について、将

来にわたってこういうふうにしていくんだということも、やっぱり受益者の皆さん

に知らせていく必要が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） 国営農地再編推進室長、宮本君。 

○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） 徳田議員のご質問にお答えします。 

  国営事業におきまして、今金南地区においては、事業計画上防風林の施設を整備

するという計画となってございました。そういった中で、設計をする段階において

も、こちら推進本部側、また開発側からも、地域の方々に防風林という形での説明、

ご提案を行ってきた経緯がございます。 

  そういった中で、現在設計上としては、鈴金地区並びに豊田地区には、防風林の

敷地を設計上も設定したというところがございます。しかしながら、実際的に用地、

そこらの設定をする中では、防風林帯、防風林の敷地は、幅１．５メートルという

形の中で、農道に付随する形で設定をしてございます。しかしながら、現実的に防

風林という形の中では、非常にその管理、ご指摘あるようにその防風林育成をして

ある程度の年数がたっていきますと、それまでの管理、また防風林といっても複相

林という形のものではないので、これが５メーター、１０メーター以上の防風林帯

という形になると、非常に風の風力を弱めるという効果はあるんですけれども、逆

に両側の農地の乾燥を妨げると、そういった懸念もございます。 

  また、非常に樹木が育成するということでは、今度そういった風による落葉、葉

っぱ、また枝、そういった部分の懸念等もあって、非常にそういった部分では受益

者の方においても、なかなか防風林という部分では設定、設置の部分については、

地区によっては厳しさもあったという形であります。 

  そういった中でも、一応地域として望まれる防風林については何とか今年度、３

０年度において、開発、農業事務所においても、豊田地区の中で設定をしたいとい

う形がございますので、そういった部分で向かっていきたいとは思っております。 

  ただ、当初計画の樹木、防風林となる樹木については、また地域、開発とも協議

をして対応はしていきたいと思います。 

  あと、事業計画上、防風林については、鈴金地区から豊田地区において、ライン

をある程度決めておりますが、現実的には、最初の方でお答えすべきところですが、
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およそ６列ないし７列の部分で、おおむね２５０メーターないし３００メーター幅

で予定をしてございました。しかしながら、現実的には２列ないし短い距離の３列

というような状況でございましたので、そういった部分、こちらの方としましても、

その有効性というのは地域の方にも十分説明をし、ある程度管理、そういった部分

についても、今後将来にわたって協力いただけるようお願いをしてまいりたいとい

うふうに思っております。 

  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） わかりました。それで残念ながら、委員会でも指摘しました

けれども、当初予算で基金の積み立てがなかったわけなんですけれども、当初１８

０億で計画がスタートしまして、いま５年が経過した中で、物価スライド等によっ

て既に２７億多くかかるような計画になってきております。そうすると、当初でい

きますと１８０億ですから、４％にして７億２，０００万円、ですから５，０００

万円ずつ１０年積み立てれば、５億だから大体いいだろうというふうに思っていた

んですけれども、やっぱり物価スライドによって事業費が膨らんでくると、果たし

て毎年５，０００万円ずつの基金の積み立てでいいのかどうなのかという議論もし

たかったわけですけれども、残念ながら、どういう理由かわかりませんけれども、

６月にそれがずれてきたということは、その時点でまたお話ししますけれども、あ

る程度償還計画を持っていったときには、こういう基金を５，０００万円ずつ積む

ぞと言ったら、それだけでもやっぱりきちっと履行していただきたい。これは議会

でそういうふうにするんだという説明を受けているわけですから、ですから、それ

の結果によって、償還が膨らんでくるわけですから、それに見合っただけの基金と

いうものもある程度めどをつけておかなきゃならない。全額とは言いませんよ。全

額とは言いませんけれども、ある程度ほかの事業に差し支えても困りますから、や

っぱりそういうことではもう４％の償還っていうのは決まっているので、それがだ

んだんだんだん下がっていくようなことでもあればいいですけれども、そうはいか

ないと思うんですよね。 

  ですから、その辺のところで、きちっと６月にまた出てきたときにはお話しした

いと思いますけれども、６月には基金は積んでいただけるんですよね。その辺はい

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） 国営に関しても、現在言われたような、２００億を超えて

いますので、当然当初考えていたよりも基金の幅というものを少し持たなければな

らないというのも理解をしております。 

  委員会の中でもご助言いただきましたけれども、かかるものについては、財源調

整、予算規模の調整をするのではなくて、きちっと出してくれというお話をいただ

きました。それで、その後に総務財政の方にもその指示をしております。ある意味、

いま言われたように、大きなものについては、もう間違いなく返済をしなければな
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らないというのは決まっておりますので、６月をめどに補正ができるように、財政

運営をしてまいりたいというふうに考えております。 

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。 

  １款町税の質疑を行います。２３ページから２８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 町税の質疑を終わります。 

  ２款地方譲与税の質疑を行います。２９ページから３０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 地方譲与税の質疑を終わります。 

  ３款利子割交付金の質疑を行います。３１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 利子割交付金の質疑を終わります。 

  ４款配当割交付金の質疑を行います。３２ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 配当割交付金の質疑を終わります。 

  ５款株式等譲渡所得割交付金の質疑を行います。３３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 株式等譲渡所得割交付金の質疑を終わります。 

  ６款地方消費税交付金の質疑を行います。３４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 地方消費税交付金の質疑を終わります。 

  ７款自動車取得税交付金の質疑を行います。３５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 自動車取得税交付金の質疑を終わります。 

  ８款地方特例交付金の質疑を行います。３６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 地方特例交付金の質疑を終わります。 

  ９款地方交付税の質疑を行います。３７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 地方交付税の質疑を終わります。 

  １０款交通安全対策特別交付金の質疑を行います。３８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 交通安全対策特別交付金の質疑を終わります。 

  １１款分担金及び負担金の質疑を行います。３９ページから４０ページです。 

（「なし」の声あり） 
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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。４１ページから４５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 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。４６ページから５０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。５１ページから５８ページです。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） ５３ページで児童福祉補助金なんですけれども、多子世帯に

対する保育料軽減の補助金が書かれております。これは対象となる世帯だとか、そ

れから軽減をされる金額についてお知らせください。 

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） すみません、お時間をかけて申しわけありま

せんでした。 

  まず、多子世帯の軽減の基本的な考え方でございますけれども、同一世帯から二

人目以上入園する場合のお二人目、これが半額、それから三人目は無償というふう

になります。 

  それから、いままでは兄弟の数の数え方に年齢的な制限があったわけでございま

すけれども、これを撤廃して、その世帯で扶養されているお子さんの数で数えてい

くということでありますので、長男の方が大学生であっても、そこが一人目という

ような数え方をしていきますので、いままでは小学校３年生までの就学児を上限

に、そこから下のお子さんの数を数えていくということだったんですが、ここが大

きく変わったところでございます。 

  これによりまして、大体軽減は個人によって入園料といいますか、利用料が違い

ますので、なかなか難しいところはあるわけでございますけれども、総額として、

いま今回予算計上させていただいた額というふうにご理解をしていただければと

思うんですが、大体人数的には６世帯くらいが対象になります。月額で言いますと、

多い方で４万４，５００円が、これが二人目ですと半額になるというような形にな

っていきます。そういった形になってございますので、ご理解をいただければと思

います。 

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。 

（「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。５９ページから６０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。６１ページです。 
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（「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。６２ページから６３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。 

  １８款繰越金の質疑を行います。６４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。 

  １９款諸収入の質疑を行います。６５ページから７０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。７１ページから７２ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 町債の質疑を終わります。 

  以上で、歳入の質疑を終わります。 

  歳入全般について、質疑漏れございませんか。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） ４７ページの国庫支出金の部分でございますけれども、土

木の国庫補助金が９，０００万円ほど減額になっている。これは社会資本整備の部

分で、今後道路、橋りょう、そういった部分が、国の方では道路、橋りょうの部分

の補修の部分、予算を見るようにという形になっているわけですけれども、だんだ

ん国の予算が厳しくなってきているせいか、減額になってくる傾向にあるように思

われるわけです。 

  そこで一番、総務課で出してくれた、こういう公共の部分の建物の部分の今後の

状況と同じように、今後の町道であるそういう部分の橋、利用度の頻度、そういっ

たことが、今後どうしても、例えば具体的に例えで言いますと、光台に上がってい

くループ橋があります。これを直すということになれば、膨大な費用がかかるわけ

ですけれども、この前の話の中では、主要道路を奥種の方に向けるという話では聞

いているんですけれども、そういった部分が、今後これからの橋とか道路の部分で、

直して使える部分は使っていく、無理な部分は変更するとかということも、これは

今後のこれからの町の財政を見ながら、規模の考え方を整理していく必要があるん

でないかというふうに私は考えるわけですけれども、そこらあたりの今後における

道路、橋りょう、国の国庫補助が、これは端的に、今年だけが減ってきて、またも

とに戻ってくるという状況であればいいんですけれどもね、そういったことの今後

の見通しも含めて、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

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） まず、社会資本整備の今年の減額９，４２０万円と

いうこの歳入の減額ですけれども、これは歳出で説明させていただきましたけれど
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も、要は国費が近年大幅に削減されておりまして、予算の編成の仕方として、去年

の定例会でも指摘がございましたので、予算の編成の仕方として、その減額されて

いく見込みを想定いたしまして、要望額が例えば１億だとすると３，０００万円の

予算額とか、そういう予算の編成をしました。それに伴った歳入ですので、当然歳

出が減れば歳入も減ってくるという、まず一つそういうことでございます。 

  ですから、いま橋りょうのお話をされましたけれども、その橋りょうの今後の進

め方ですとか、そういうことにかかわって減った予算額ではございません。まず、

それが一点でございます。 

  もう一つ、今後の橋りょうの修繕、いま道路の修繕というのは中央通線しかやっ

ていませんので、計画的に行っているのは橋りょうの修繕でございますけれども、

橋りょうの修繕につきましては、まず、いま現在行っているのは、豊田橋の修繕で

すけれども、長寿命化修繕工事ですけれども、これは平成２４年、２５年ですか、

遠望目視をまずやりました。その後、近接目視をやれという国の指導でございます

けれども、まずいまやっている修繕工事につきましては、遠望目視による修繕であ

ります。近接目視も２９年度で終わっていまして、これも今後計画を近接目視によ

る計画というものも策定していくという予定でございます。その際には、ご指摘が

あったように、当然利用度の少ない橋りょうもありますし、不要になる橋りょうも

あるかもしれません。その辺は、今後計画を立てていく上で、調査した上でその整

理をしていきたい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） 今後の橋、道路の部分で、利用頻度の部分で今後計画の中

で検討していくということですけれども、これは目安として３年先か５年先までも

含めた中での計画を組むのか、そこら当たりは、めどとしてはどういう計画ですか。 

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） まず最初に、遠望目視の計画をつくったときもご説

明させていただいていますけれども、まず１０年計画を立ててございます。当然近

接目視も１０年計画を立てる予定でございます。 

  近接目視も、いま２７年、２８年、２９年と３カ年ですか、近接目視をやりまし

たけれども、５年ごとのまた点検が必要になってきますので、また３３年とか３２

年くらいから近接目視という点検が、延々と順繰り順繰り続いていくわけです。そ

の都度見直しということにもなりますので、それについては、また点検の結果をも

って計画を修正していくということになると思います。 

〇議長（村瀬 広君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） 橋りょうの部分の町のある橋が、９５カ所だか何ぼとかと

いうことで聞かせてもらっていますけれども、それを目視しながら、使える部分、

無理な部分と、これは今後ずっと計画を組み、そしてその予算要求をし、そして進

めていくという形になると思いますけれども、できるだけ利用できるものは利用す

る。そして、どうしても使用頻度が少ない、無理なところは考えると、そういうめ
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り張りをしていくことも大事だと思いますので、その点でよろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（村瀬 広君） 他に歳入全般で質疑漏れありませんか。   

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） ２６ページ、町たばこ税であります。これは町たばこ税、

歳入だけにかかわらず、すべて施設と関係あると思うんで質疑もれでお聞きをいた

しますけれども、健康増進法、いわゆるいろんないまお話が出ているようです。今

金町の考え方、いわゆる公共施設の中で、これからどういう取り組みをされていく

のかお伺いをいたします。 

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） いまの町の公共施設の中での喫煙の取り扱いという

ことだと思います。先般、健康増進法の概要が改めて発表されたと思いますが、あ

の中では、例えば役場の庁舎ですとか、それから福祉施設の関係については、建物

内は禁煙ですよと。建物外については、まだ猶予が残っているというような状況で

ありますので、この春からは、役場、この本庁舎と、それからとしべつ、病院、こ

れについては、建物外にプレハブの施設を設置させていただいて、完全に分離をす

るというようなことであります。 

  そのほかの施設につきましては、いままだ明確な方針というのはありませんが、

それぞれの施設の利用目的ですとか、それから使われようを見ながら、今後の検討

に付したいと思いますけれども、基本的には大勢の方が集まって使われるところに

ついては、いまのところで言いますと、建物内は分離をするといいますかね、禁煙

にして建物外というような方向性が、このたびの健康増進法の概要の内容を見ます

と、そういう方向に行くのではないかなということを想定をしながら、今後の検討

に付していきたい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） 役場庁舎だけでいうと、１階、２階、３階、それぞれに喫

煙室があります。これは以前分煙の話が出たときに、役場場内にも、それから来ら

れる方の中にも喫煙者が大勢おられるということでは、喫煙者に対する配慮をして

いただきたいということで、この喫煙室をつくっていただいた経過があると思いま

す。これは町民センターに特に喫煙室をつくったというのは、そういうことのまず

あらわれだということでは、大変喫煙をされる方に対しては配慮をしてきたという

ふうに思います。 

  しかし、これから健康増進法、いわゆる分煙が明確化されて、もっと厳しい、い

わゆる敷地内までという話が何やらあるようでありますから、この４月からどう取

り組むかということは、この時点で明確に定められていなければならないものだと

思っているわけですよ。ですから、役場庁舎を始め、ほかにいま言いました町民セ

ンター、その他の公共施設、こうですよということを明確にしておくものというの

は、いまないんですか。 
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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） この４月１日からの庁舎ととしべつ、老健の件につ

いては、先ほど申し上げたような対応になるわけで、ここに至った検討は、役場場

内の中に職場安全衛生委員会というようなところもあって、そこでの検討の経過を

踏まえながら検討してきた経過であります。 

  ほかの施設についても、当然今後検討が必要だろうということでは想定をしてお

りました。健康増進法の改正の大まかな内容というのは、まだまだその時点では明

らかになっておりませんでしたので、その行方を見ながらというところで、いまは

その議論が終わっているというところでありますけれども、今般そういう意味でい

うと、概要が少し明らかになってきましたので。 

  ただ、一般的に言われる公共施設までは、いまの段階で及んでいないように記憶

しているんですが、そういうところの経過、行方なんかを見ながら、引き続き検討

していくべき事項だというふうに思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思

います。 

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） ご理解はするんだけれども、いずれにしても２０２０年で

すか、期限が決まっているという中、それから、もしそうなった場合には、喫煙さ

れる方にはちゃんと周知をしていかなければならない。ですから、これはたばこが

いいとか悪いとかということではなくて、もうこういう法律が決まったということ

の中、決まりそうだということの中においては、その辺十分配慮をしながら、他方

では、一方では、町たばこ税という独自の財源になっているわけ。もう一方では、

こういう法律のもとに分煙ということがどんどん進んできているという。ですか

ら、公共施設、それから車なんかもそうだというふうに思うんですけれども、いろ

んなものを想定しながら、それぞれたばこを吸われる方にご配慮をいただきなが

ら、周知をして実行するという、このことを早急に内部で協議をしていただきなが

ら進めていただきたいと思いますけれども、再度いかがですか。 

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） いまお話があったとおり、喫煙をされる方のお気持

ちもすごくわかりますし、それから、一方ではやっぱり副流煙ですとか、間接的な

ところの影響を危惧する声があることも事実でありますので、双方に対して配慮し

なければいけないところがあるのかなということは思いつつも、やっぱり国レベル

で、オリンピックを契機としながらも、国レベルでいま議論が進んでいる状況の中

で、その行方に応じた対応をしていくというところが、同じ行政の立場としてはあ

るものだというふうに思いますので、いまと何らかの対応が変わるような状況にな

りましたら、これはもう周知含めて万全を期したいというふうに思っております

し、このことに関しましては、このあともまだまだ議論は進むと思います。なので、

その結果を注視しながら、役場の庁内の中でも、それから施設を所管している部署

とも協議をしながら、対応については十分検討してまいりたいなというふうに思っ
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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） 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。 

  先に、反対の討論の方いらっしゃいますか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） なければ、賛成の討論をお願いいたします。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 平成３０年度の予算について審議してまいりました。近年、

社会情勢が目まぐるしく変化する中で、対応する職員も非常に難しい面が出てきて

いると思います。今年、３０年度において、社会人枠で職員を採用したようなこと

も聞いておりますけれども、専門性が求められてきている。役場職員に異動という

ものはつきものだとは思いますけれども、今後はやっぱりそこから一つ枠を外れ

た、その職、その職の専門性の配置ということも、必要になってくるような時代に

なってくるのではないかなと考えるわけなんです。 

  また、このことは社会教育においても、子どもたちの体育指導などに当たっても、

やっぱり何かに特化した専門性を持った指導体制というものも必要になってくる

し、そういうような職員の採用というものも考えていかなきゃならないような時代

に来たのではないかなというふうに考えております。 

  明日、町民センターで札幌情報大学と中学生の美利河に対する提案等もあります

ので、私も楽しみにしているわけなんですけれども、課長はこの子どもたちの夢、

実現してやりたいけれども、財源に限りがあると。これはもちろんそのとおりであ

ります。しかしながら、いまはふるさと納税とかクラウドファンディングだとか、

いろんな方法で民間の資金を借りてくることも、その事業によっては可能性もある

わけですから、その辺のところはやっぱり理事者と議会、それぞれ協力し合いなが

ら、この問題、子どもたちの夢を一つでも実現させてやれるような、そういうよう

な時代にしていきたいなというふうに考えております。 

  最後になりますけれども、お二人の課長さん、本定例会をもって退職だそうでご

ざいます。これまでの長い奉職生活に対し、心から敬意を表するとともに、ご苦労

さまですと声をかけさせていただきます。 

  また、何か再任用で残っていただけるというようなことも聞いておりますが、残

された人生、ひとつ有意義な人生になるように心からご祈念申し上げて、本予算案

には賛成するものであります。 

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。 

  反対の方いませんでしたから、賛成でもよろしいです。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 平成３０年度予算、一般会計６３億９，０００万円、大変
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大きな金額であります。私は常々言ってます。今金町の適正財政規模は４０億。こ

れは私が言ったんじゃなくて、理事者からの発言があったものです。この４０億と

いう適正財政規模に、それぞれ政策が乗っかり、まちの幸せのために予算を逐次提

案をし、それを議決をしてきました。今回は総合体育館分が乗っているということ

では、本当に大きな一般会計予算になっています。  

  ２９年度においても、町民の福祉、幸せの向上、私は特に思うのは、この冬の除

雪、これはよくやってくれたと。先ほども質疑で発言をしましたけれども、そんな

にたくさん苦情もなく、町内、市街地でも堆積スペースを持ちながら、流雪溝も、

一方でいまの堆雪スペースを持ち、どうすれば住んでいる方々に、住民の皆さんに

喜んでもらえる町政運営になるかという、こういうことを１年間やってきてくれた

ものだと思っています。 

  新年度に向けても、この大型予算がそれぞれ執行されるわけですけれども、住民

の幸せを、福祉の向上を目指しながら提案された予算だと思います。ぜひ、執行に

当たってはそれぞれご配慮をいただきながらやっていただきたい。 

  何やら中央政治の方では、混沌とした模様があるようであります。今金町におい

ては、理事者、それから議会、是々非々でこれまで議論をしてきました。今年の予

算についても、すばらしい執行がされるものだというふうに期待を申し上げます。 

  さらに二人の、この議場の中では２名の方が退職をされる。今金町全体の中でい

うと、現業を含めると合計７名というふうに聞いております。ぜひ、この場に居ら

れない皆さんにも、町長からぜひ、議会からもねぎらいの声があったということで

はよろしくお伝えをいただきたいと同時に、ここに居るお二人の方には、ここまで

いろんなことをご示唆いただきました。北見課長には、まだまだ多くの出番が残っ

ていますけれども、勝山局長にはお疲れさまでした。これからもまだ議論は続きま

すけれども、一般会計に賛成をしたいと思います。 

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第２ 議案第２５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２５号は原案のとおり可決いたし

ます。 

  １４時３５分まで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時２３分 

再開 午後 ２時３５分 

 

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。 
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    ◎日程第３ 議案第２６号 

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、議案第２６号を議題といたします。 

  平成３０年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定予算について、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２６号 平成３０年度今金町国民健康保険特別会計

事業勘定予算について、提案理由を申し上げます。 

  本会計は、平成３０年４月からの国保制度改革に伴い、都道府県が財政運営の主

体となり、中心的な役割を担うとともに、市町村ごとの国保事業納付金を決め、市

町村は同納付金を都道府県に納めるため、標準保険税率を参考に保険税率を決定い

たします。 

  給付面では、市町村が保険給付の決定主体となりますが、都道府県は給付に必要

な費用の全額を保険給付費等交付金として市町村に支払うこととなります。 

  予算編成に当たりましては、旧保険給付費の療養諸費等に相当する保険給付費等

については、医療費実績額等により推計し、今後の動向も加味しながら歳出を見込

んだところであり、これに対応する歳入につきましては、北海道からの道補助金の

保険給付費等交付金をもって収支の均衡を図ったところであります。 

  保険税につきましては、４方式から３方式に移行し、北海道が示す標準的な保険

税の算定方式を参考としながら、国保事業納付金の確保を図っており、財政調整基

金での調整はしておりません。 

  本年度の予算総額は８億９，７３９万１，０００円であり、前年比マイナス１４．

６％、１億５，３９７万３，０００円の減額となったところであります。 

  予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。２ページをご覧ください。 

  １款国民健康保険税において１億８，７６４万５，０００円であります。 

  ２款使用料及び手数料において５万円は、手数料であります。 

  ３款国庫支出金で１，０００円は、国庫補助金であります。 

  ４款道支出金において６億２，８１１万１，０００円は、道補助金であります。 

  ５款財産収入において１万７，０００円は、財産運用収入であります。 

  ６款繰入金において８，１５５万４，０００円は、一般会計繰入金であります。 

  ７款繰越金は１，０００円であります。 

  ８款諸収入において１万２，０００円は、１項延滞金利子及び過料１，０００円

２項町預金利子５，０００円、３項雑入６，０００円であります。 

  次に、歳出は６ページであります。 

  １款総務費において３，２２８万５，０００円は、１項総務管理費において２，

６５２万７，０００円、２項徴税費において２７３万６，０００円、３項運営協議

会費において２５万８，０００円、４項特別対策事業費において２７６万４，００

０円であります。 
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  ２款保険給付費においては６億１，５２４万２，０００円であります。 

  ３款国民健康保険事業費納付金においては２億４，０２７万６，０００円であり

ます。 

  ４款共同事業拠出金においては１，０００円であります。 

  ５款保健事業費において９４４万３，０００円は、１項特定健康診査等事業費で

３９８万８，０００円、２項保健事業費で５４５万５，０００円であります。 

  ６款基金積立金においては１万８，０００円であります。 

  ７款公債費においては５，０００円であります。 

  ８款諸支出金において１２万１，０００円は、償還金及び還付加算金であります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、始めに歳出より款ごとに行います。 

  １款総務費の質疑を行います。３１ページから３６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。 

  ２款保険給付費の質疑を行います。３７ページから４３ページです。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） ３７ページ、保険給付費の中の高額療養費、いわゆる高額

レセプトだと思うんですけれども、これの、高額ですからどのくらいのレセプトの

実態なのかというのは、これまでの部分でいいですから、わかればお知らせをいた

だきたい。 

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） 高額レセプトの状況だと思いますけれども、平成２

９年度、これは年度途中なんですけれども、これは３カ月にわたって高額が発生し

た方がいまして１，０５７万６，０００円という非常に高額になっています。 

  この疾病については、がん系統の疾病となっております。 

  その次の方になりますと６００万円程度、これは心臓疾患系になります。 

  あと平成２８年度になりますと５４９万５，０００円、これもがん傾向の方にな

ります。その次ですと３１８万２，０００円、これも心臓血管系ですね。 

  平成２７年度ですと４４９万６，０００円、その次の方も４４９万３，０００円、

これは消化器系ということになりますけれども、そのように、昨年は、２８年は高

額も少なかったのですけれども、２９年度、途中経過でありますけれども、高額療

養費の伸びが非常に多くなっているという実態でございます。 

  以上です。 

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 不幸にして病気になられて、望まない、こんな高額を望ま
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ない中でもこういう金額。お一人１，０００万円を超えるような、大変な状況とい

うのは理解をしたいと思いますけれども、たまたま平成３０年度、全道一本化、国

保事業の一元化ということで、条例改正もし、それから４方式から３方式への見直

しも行い、それらを条例改正において審議をしてまいりました。 

  国保の中で特に重要なのは、やっぱり高額医療というのは、負担が大変大きく、

国保運営そのものに大変大きな影響を及ぼすものだというふうに理解をします。保

健福祉行政に精通をされている北見課長においては、こういう高額の現状を見なが

ら、もしこれから今金町において、この国保をスムーズな運営をしていくために、

町民の皆さんにこういうことが必要だよというようなご示唆があれば、最後にお聞

きをし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） 補正の話をちょっとさせていただきたいんですけれ

ども、一般被保険者療養給付費、まず１，４００万円を追加いたしまして５億３，

５００万円にしております。一般被保険者の高額療養費は６００万円を追加いたし

まして９，３００万円としている、３月補正をしている状況になってございます。 

  平成２８年度の実績、これは一般被保険者療養給付費ですけれども５億６００万

円ということで、今年大幅な５億３，５００万円ということで、冬場になっての医

療費増嵩ということもありまして、大幅な追加をさせていただいております。 

  この中で、先ほども申しましたとおり、２８年度よりも２９年度の高額の占める

割合というのは結構大きなものになっておりまして、それが一般療養給付費を押し

上げる原因にもなっております。 

  平成３０年度から北海道国保へ移行となりますけれども、医療費の増嵩が続きま

すと、次年度以降の国保納付金が増加だとか、そういう影響が出てくるということ

になりますので、執行方針でも述べておりますけれども、平成３０年から新制度と

して保険者努力支援制度が導入されまして、市町村による特定保健指導の実施率

や、糖尿病などの重症化の予防への取り組みに応じて、国が交付金を割り当てる制

度となりまして、市町村の健康づくり施策の充実が保険税の軽減にもつながるとい

う制度設計になっている状況でございます。 

  そういう中で、今後とも、これも執行方針の中でも述べておりますけれども、特

定健診による病気の早期発見、早期治療、予防の強化に努めまして、町民意識の啓

発に努めまして、医療費抑制につなげていきたいと思います。それが今後の今金町

が負担する国保事業の低減にもつながっていきますので、今後とも保健福祉課、そ

の特定健康診査等の実施率の向上等に努めていきたいな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。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 保険給付費の質疑を終わります。 

  ３款国民健康保険事業費納付金についての質疑を行います。４４ページです。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 国民健康保険事業費納付金の質疑を終わります。 

  ４款共同事業拠出金の質疑を行います。４５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 共同事業拠出金の質疑を終わります。 

  ５款保健事業費の質疑を行います。４６ページから４７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 保健事業費の質疑を終わります。 

  ６款基金積立金の質疑を行います。４８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 基金積立金の質疑を終わります。 

  ７款公債費の質疑を行います。４９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。 

  ８款諸支出金の質疑を行います。５０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 諸支出金の質疑を終わります。 

  以上で、歳出の質疑を終わります。 

  歳出全般について、質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

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。 

  １款国民健康保険税の質疑を行います。１３ページから１５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 国民健康保険税の質疑を終わります。 

  ２款使用料及び手数料の質疑を行います。１６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。 

  ３款国庫支出金の質疑を行います。１７ページから１８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。 

  ４款道支出金の質疑を行います。１９ページから２０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。 

  ５款財産収入の質疑を行います。２１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。 

  ６款繰入金の質疑を行います。２２ページから２３ページです。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。 

  ７款繰越金の質疑を行います。２４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。 

  ８款諸収入の質疑を行います。２５ページから２７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。 

  以上で、歳入の質疑を終わります。 

  歳入全般について、質疑漏れございませんか。 

（「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３、議案第２６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２６号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎日程第４ 議案第２７号 

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、議案第２７号を議題とします。 

  平成３０年度今金町後期高齢者医療特別会計予算について、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２７号 平成３０年度今金町後期高齢者医療特別会

計予算について、提案理由を申し上げます。 

  本会計の予算編成につきましては、歳入では医療保険料及び保健基盤安定繰入金

について、賦課基礎となる北海道後期高齢者医療広域連合からの情報並びに平成２

９年度の実績をもとに推計をいたしました。 

  これに対する歳出と広域連合に支出する後期高齢者医療広域連合納付金を見込

み、収支の均衡を図ったところであります。 

  本会計の予算総額は９，２３０万３，０００円であり、前年比プラス７．３％、

６３１万９，０００円の増となっております。 

  それでは、歳入より款ごとに概要をご説明を申し上げます。２ページをご覧くだ

さい。 

  歳入。１款後期高齢者医療保険料において５，４７５万８，０００円であります。 



- 169 - 
 

  ２款繰入金において３，７５３万２，０００円は、一般会計繰入金であります。 

  ３款繰越金においては１，０００円であります。 

  ４款諸収入において１万２，０００円は、１項延滞金、加算金及び過料で１，０

００円、２項町預金利子で１，０００円、３項雑入で１万円であります。 

  次に、歳出は４ページです。 

  １款総務費において１３２万２，０００円は、１項総務管理費で１１１万円３，

０００、２項徴収費で２０万９，０００円であります。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金においては９，０９７万１，０００円であり

ます。 

  ３款諸支出金において１万円は、償還金及び還付加算金であります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、始めに歳出全般について行います。１５ページから１８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、歳入全般について質疑を行います。９ページから１４ページです。 

（「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、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４、議案第２７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２７号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎日程第５ 議案第２８号 

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、議案第２８号を議題といたします。 

  平成３０年度今金町介護保険特別会計予算について、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２８号 平成３０年度今金町介護保険特別会計予算

について、提案理由を申し上げます。 



- 170 - 
 

  本年度より、住み慣れた自分の地域で元気に暮らし続けることができるまちづく

りをテーマとした第７期今金町高齢者福祉計画、介護事業計画のスタートを踏まえ

予算編成をいたしました。 

  本会計につきましては、保険事業勘定予算は７億７，５５９万８，０００円、サ

ービス事業勘定予算では１，３８１万２，０００円と積算し、本会計予算の総額が

７億８，９４１万円と、前年対比では６，９０５万８，０００円、９．６％の増と

なったところであります。 

  それでは、予算の概要について、保険事業勘定の歳入より款ごとに申し上げます。

２ページをご覧ください。 

  １款保険料において１億３，４７９万５，０００円は、介護保険料であります。 

  ２款分担金及び負担金において５５７万６，０００円は、負担金であります。 

  ３款使用料及び手数料において２９１万５，０００円は、１項使用料で２９０万

９，０００円、２項手数料で６，０００円であります。 

  ４款国庫支出金において２億２３１万５，０００円は、１項国庫負担金で１億８，

４０６万１，０００円、２項国庫補助金で１，８２５万４，０００円であります。 

  ５款支払基金交付金において１億９，２９２万６，０００円であります。 

  ６款道支出金において１億１，４８５万９，０００円は、１項道負担金で１億６

４１万９，０００円、２項道補助金で８４０万３，０００円、３項総務費委託金で

３万７，０００円であります。 

  ７款財産収入において４，０００円は、１項財産運用収入であります。 

  ８款繰入金において１億２，２１９万２，０００円は、１項一般会計繰入金で１

億２，２０９万２，０００円、２項基金繰入金で１０万円であります。 

  ９款繰越金においては１，０００円であります。 

  １０款諸収入において１万５，０００円は、１項延滞金利子及び過料で１，００

０円、２項町預金利子で１，０００円、３項雑入で１万３，０００円であります。 

  次に、歳出は６ページからです。 

  １款総務費において３，３７０万７，０００円は、１項総務管理費で１，６４５

万円、２項賦課徴収費で５１万６，０００円、３項介護認定審査会費で１，６７４

万１，０００円であります。 

  ２款保険給付費において６億８，４７９万３，０００円は、１項介護サービス等

諸費で６億８２３万８，０００円、２項介護予防サービス等諸費で１，４０７万７，

０００円、３項その他諸費で３７万８，０００円、４項高額サービス費で１，６２

０万円、５項高額医療合算介護サービス等費２１０万円、６項特定入所者介護サー

ビス費４，３８０万円であります。 

  ３款基金積立金においては５，０００円であります。 

  ４款地域支援事業費において５，６９８万１，０００円は、１項介護予防・生活

支援サービス事業費で３，１６５万円、２項一般介護予防事業費で９８万円、３項

包括的支援事業・任意事業費で２，４３１万５，０００円、４項その他諸費で３万
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６，０００円であります。 

  ５款公債費においては１万２，０００円であります。 

  ６款諸支出金において１０万円は、償還金及び還付加算金であります。 

  次に、サービス事業勘定であります。１０ページをご覧ください。 

  歳入。１款サービス収入において１９６万９，０００円は、予防給付費収入であ

ります。 

  ２款繰入金において１，１８４万円は、一般会計繰入金であります。 

  ３款繰越金においては１，０００円であります。 

  ４款諸収入において２，０００円は、１項町預金利子で１，０００円、２項雑入

で１，０００円であります。 

  次に、歳出であります。１２ページです。 

  １款サービス事業費において１，３８１万２，０００円は、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、よろしくお願いいたします。 

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の歳出より款ごとに行います。 

  １款総務費の質疑を行います。３５ページから４１ページです。 

  加藤君。 

○３番（加藤三明君） 福祉の施設のことについて、ちょっとお伺いしたい。 

〇議長（村瀬 広君） 何ページの予算に絡めて。 

○３番（加藤三明君） いや、全般的なことで、福祉のことでちょっと聞きたいんで

すけれども。よろしいですか。 

〇議長（村瀬 広君） どうぞ。 

○３番（加藤三明君） まず、今金町は福祉のまち今金というもとにやられているん

ですけれども、非常に今金町には４カ所の施設があるというふうに私なりに思って

おります。民間始めせせらぎも含めて。 

  それで、ベッド数にしては大体１６０から１７０ぐらい、ベッド数の確保はされ

ているように私なりに思っております。 

  そこで一番問題は、全体的に入所するのが、全施設にしましても、一般的にはも

ういまは満室状態のように私は聞いておりますけれども、まずとりあえずとしべつ

の入所状況を知りたいことと、まずとしべつの場合、ある程度まとめて聞きますけ

れども、まず介護度が幾らぐらいであるか、それと、稼働率がどれぐらいの稼働率

になっているか、まずお知らせしていただきたいと思います。 

〇議長（村瀬 広君） 加藤君、明確に。どちらに向かって、質問なんですけれども

もう一度。老人保健施設で質問していただければ、事務長が答えると思うんですけ

れども、その場でもう一度。 
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○３番（加藤三明君） それじゃ、質問の内容をちょっと変えます。ごめんなさい。 

  それじゃ、ちょっと内容を変えまして、どちらにしましても入所するのには相当

厳しいように思っておりますけれども、特に施設の中でも、特養はどうしても金額

的にも５万円ぐらいから、全体で費用のことを考えますと５万から１２万くらいか

かるように聞いておりますけれども、特養はどうしても安いということもありまし

て、どうしても入所の希望者が集中しているというようなこともございまして、ま

ずいろいろな、いまもベッド数は満室のように聞いておりますけれども、何か特例

で入る、入所できるような方法があるというように聞いておりますけれども、その

件についてまずお伺いしたいと思います。 

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） 特別養護老人ホームにおける特例入所の質問かと思

います。平成２７年の制度改正によりまして、特養ですね、特別養護老人ホームに

つきましては、原則要介護３以上の方の入所ということになっておりまして、それ

はやはり困難な方を優先的に入所してもらうということで、介護度的には３以上の

方が原則的に入所ということに制度改正がなっております。 

  ただ、その中におきましても、やはり特殊事情によりまして、介護度が例えば２

であっても、特養に入所が必要な場合というのが想定されます。その場合、国も原

則３なので、２で入る基準というものを定めておりまして、まず、認知症によりま

して、在宅で困難な状況が認められるという方につきまして、特例的に入所を認め

ると。 

  あと、その次に知的精神障がい等の絡みで、在宅が困難であるだとか、あと、こ

れはちょっと余り例はないと思うんですけれども、家族等による深刻な虐待がうか

がえると、その特例入所を認める基準というのが定められておりまして、まず、こ

の今金町で一番当てはまるのが、認知症で在宅でやはり家族も大変だと。いなくな

ったりする方もいますので、そういう場合に特例入所というのが認められておりま

す。 

  ただ、原則満床の施設に入所をしてくれというわけではございません。また、細

かいことを言いますと、介護度２と介護度３の方で介護報酬も違いますので、やは

り施設としましては、介護度３じゃないとという、やはり経営的なことを考えます

とそういう話になりますけれども、特例入所を認めるというのは特殊な場合であり

まして、その場合には、今金町から意見書を付して施設に入所をお願いするだとか

という措置を講じているというのが実態でございます。 

  以上でございます。 

〇議長（村瀬 広君） 加藤君。 

○３番（加藤三明君） いま説明で、ある程度は理解はできましたけれども、その特

例を出すのは、行政でなければだめだというような縛りがあるように聞いておりま

すけれども、いかがでしょうか。 

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） 行政でなければという、縛りという意味合いは、介

護報酬の付託をしているのは、その方が居る市町村が要するに介護保険料負担をす

るわけでありますから、町が要するにこの人は適当でないだとか、そういう判断を

する、適否の判断は市町村がするということになりますので、その点でよろしくお

願いします。 

〇議長（村瀬 広君） 加藤君。 

○３番（加藤三明君） どちらにしましても、そのようにかなり縛りがあるというよ

うなことです。それで、中には一般的な話をされますのは、数年前に申し込んでい

ても、なかなか入所の許可が出ないとかというような話はよく聞いているんですけ

れども、そこで、どうしても欠員が出なければ入所できないというような施設です

から、それは無理もないんでしょうけれども、ある程度その辺の稼働率を上げる、

一番いま問題になっているのは、聞いているのが、どうしても高齢者が多いために、

病院におりている方が多いために、稼働率がどうしても悪いというように聞いてい

ます。病院に行かれても、３カ月の間は猶予期間というのはあるようでございます

けれども、その３カ月はその方に入所の権利がございますので、たとえどうであろ

うとそのベッドをあけておかなければいけないというようなことがあるようです

ので、非常に厳しい中で運営されているように聞いております。 

  そこで、いろいろと今後のことになると思いますけれども、施設も相当老朽化も

しているような話でございますので、今後、いままでどおり今金でもかなり福祉に

はその都度都度いろいろやって取り組んではおりますけれども、今後必要に応じ

て、いままでどおりその辺の必要に応じて、その状況によっては再度町としまして

も、その件についてのてこ入れというか、その辺のことを考えてもらいたいんです

けれども、その辺いかがなものでしょうかね。 

  いろいろと福祉は、何かといえば国は福祉の問題については、今朝ほどの新聞に

もいろいろと締めつけが多いような記事が出ておりましたけれども、何かどうして

も苦しくなると福祉の方に締めつけが多いようでございますので、それでせめて今

金としては、いろいろと今後そういう問題が出たときに、いままでどおり福祉の面

についてのてこ入れをお願いできないか、その辺のことをちょっとお聞きしたいん

ですけれども。 

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） まず、満床状態解消の３カ月、要するに入院期間中

の３カ月ベッドをあけておかなければいけないという絡みは、これやはり制度上の

問題でございまして、やはり退院してくる可能性がある方について、やはりそこを

一回切ってしまいますと、次の入所先がなかなか決まらないという状況もあります

ので、そういうことで３カ月というのは各施設等でも理解をしていただいている事

項かなと思っております。 

  多分加藤議員がおっしゃる話は、老朽化している施設を建て直す場合のてこ入れ

という話かなと想像いたしますけれども、今金町にとって必要な福祉行政全般を考
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えて、特別養護老人ホームが必要不可欠な施設であるということは、私も認識して

おります。七、八年前に増築をいたしまして、多床室解消ということを図って、６

人部屋から４人部屋に解消するときも、町といたしましては、ある一定程度の支援

はしていると。 

  配食サービス実施のときにおきましても、配食サービスをお願いする時点で、そ

この施設整備で、いま現在も補助的に人的支援をしているという状況にはなってご

ざいます。ただ、いま私の段階でどのようなてこ入れという話にはなりません。ま

ず、私的には、青写真をつくって、施設の例えば改築するのであればどれくらいの

施設規模を考え、どれくらいの補助を見込んで、その福祉法人さんがどれくらいの

自己財源をお持ちなのかということを含めて相談していただくのが、ベストな方法

かなと考えております。 

  以上でございます。 

〇議長（村瀬 広君） あの。 

○３番（加藤三明君） もう終わります。ご丁寧な説明ありがとうございました。 

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。 

  ２款保険給付費の質疑を行います。４２ページから４７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 保険給付費の質疑を終わります。 

  ３款基金積立金の質疑を行います。４８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 基金積立金の質疑を終わります。 

  ４款地域支援事業費の質疑を行います。４９ページから６１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 地域支援事業費の質疑を終わります。 

  ５款公債費の質疑を行います。６２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。 

  ６款諸支出金の質疑を行います。６３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 諸支出金の質疑を終わります。 

  以上で、歳出の質疑を終わります。 

  次に、保険事業勘定、歳入の質疑を款ごとに行います。 

  １款保険料の質疑を行います。１７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 保険料の質疑を終わります。 

  ２款分担金及び負担金の質疑を行います。１８ページです。 



- 175 - 
 

（「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。 

  ３款使用料及び手数料の質疑を行います。１９ページから２０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。 

  ４款国庫支出金の質疑を行います。２１ページから２２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。 

  ５款支払基金交付金の質疑を行います。２３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 支払基金交付金の質疑を終わります。 

  ６款道支出金の質疑を行います。２４ページから２６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。 

  ７款財産収入の質疑を行います。２７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。 

  ８款繰入金の質疑を行います。２８ページから２９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。 

  ９款繰越金の質疑を行います。３０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。 

  １０款諸収入の質疑を行います。３１ページから３３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。 

  以上で、歳入の質疑を終わります。 

  保険事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。 

（「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、サービス事業勘定についての質疑を行います。 

  始めに、歳出全般について行います。７３ページから７４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。 

  次に、歳入全般について質疑を行います。６７ページから７１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。 



- 176 - 
 

  サービス事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。 

（「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５、議案第２８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２８号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎日程第６ 議案第２９号 

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、議案第２９号を議題といたします。 

  平成３０年度今金町介護老人保健施設特別会計予算について、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２９号 平成３０年度今金町介護老人保健施設特別

会計予算について、提案理由を申し上げます。 

  本会計の予算編成に当たりましては、業務の予定量を、入所・通所者定員で入所

８０人、通所１０人と見込み、療養介護者数で、入所１日平均７５人、延べ２万７，

３７５人、通所１日平均７．０人、延べ１，７１５人と見込んでおります。 

  以上を予定し編成を行ったところでありますが、予算額につきましては、収益的

収支の額を４億２３６万円とし、資本的支出の額を３，５６１万２，０００円とし、

その総額は４億３，７９７万２，０００円となり１４．１％、５，４０９万７，０

００円の増額と試算したところであります。 

  予算の概要について、収益的収支より申し上げます。１ページです。 

  予算の第３条であります。 

  収入。第１款施設運営事業収益において４億２１２万円は、第１項事業収益にお

いて３億６３万６，０００円、第２項事業外収益において１億１４８万４，０００

円であります。 

  ２款訪問看護事業収益においては２４万円であり、事業外収益であります。 

  次に、支出です。２ページです。 

  第１款施設運営事業費用において４億２１２万円は、第１項事業費用において３

億９，５３１万８，０００円、第２項事業外費用において６８０万２，０００円で

あります。 

  第２款訪問看護事業費用において２４万円は、第１項事業費用で１３万４，００
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０円、第２項事業外費用で１０万６，０００円であります。 

  次に、資本的収入及び支出、第４条であります。 

  収入はございません。 

  支出。第１款資本的支出３，５６１万２，０００円は、第１項資産購入費で１，

０５４万１，０００円、第２項企業債償還金で２，５０７万１，０００円でありま

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、始めに収益的支出全般について行います。７ページから１５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的支出全般についての質疑を終わります。 

  次に、収益的収入全般についての質疑を行います。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） 収益的収入全般についての質疑を終わります。 

  次に、資本的支出及び収入全般について質疑を行います。１７ページから１８ペ

ージです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 以上で、資本的支出及び収入全般についての質疑を終わりま

す。 

  収益的支出及び収入、資本的支出及び収入全般について、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、収益的支出及び収入、資本的支出及び収入全般につ

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６、議案第２９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２９号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎日程第７ 議案第３０号 

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、議案第３０号を議題といたします。 

  平成３０年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定予算について、理事者の説明
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を求めます。 

  副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 議案第３０号 平成３０年度今金町国民健康保険特別会計

施設勘定予算について、提案理由を申し上げます。 

  本会計の予算編成に当たりましては、業務の予定量を、病床数３３床、入院１日

平均患者数を１５人、年間患者数を５，４７５人を予定し、外来１日平均患者数に

ついては９６人、年間患者数を２万３，３２８人を予定し、予算の編成を行ったと

ころであります。 

  また、主要な建設改良事業については、医療器械器具購入で４６９万９，０００

円、リース資産購入で６３３万３，０００円を予定しているものであります。 

  以上を予定し編成を行ったところでありますが、予算額につきましては、収益的

収支の額を７億１，８４３万６，０００円とし、資本的支出の額を２，１５７万９，

０００円とし、その総額は７億４，００１万５，０００円となり、２．２％、前年

比１，５７３万５，０００円の増額となったところであります。 

  予算の概要について、収益的収支より申し上げます。 

  収益的収入及び支出、第３条であります。 

  収入。第１款病院事業収益において７億１，８４３万６，０００円は、第１項医

業収益において３億２，１９６万１，０００円、第２項医業外収益で３億９，６４

７万５，０００円であります。 

  支出。第１款病院事業費用において７億１，８４３万６，０００円は、第１項医

業費用で７億１，５７０万４，０００円、第２項医業外費用で２４３万２，０００

円、第３項特別損失で３０万円であります。 

  次に、資本的収入及び支出、第４条であります。２ページです。 

  収入。１款資本的収入において８６万４，０００円は、返還金であります。 

  支出。第１款資本的支出において２，１５７万９，０００円は、第１項建設改良

費において１，１０３万２，０００円、第２項企業債償還金で９８２万７，０００

円、第３項奨学金貸付金で７２万円であります。 

  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、始めに収益的支出全般について行います。８ページから１９ページです。 

  向井君。 

○４番（向井孝一君） 直接議案書の部分と関係ないところもありますけれども、実

は昨年の３月定例におきまして、こういうプランが出されました。これは２９年か

ら平成３２年までの４カ年間でこういうものを是正したいということのプランで

ございます。 

  そして、このプランの重要点には、四つの大きな項目がございます。 
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  それは地域医療構想を踏まえてた役割の明確化、経営の効率化、再編ネットワー

ク化、経営形態の見直しというふうになっておりますけれども、いずれもポイント

というところを見ますと、いろんな疑問詞を投げかけているんですね、現状に対し

て。そこで、１年経過した中で、どの程度その検証ができているのか。事務長にお

聞きしたいと思いますけれども。 

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） 新公立病院改革プランにつきましては、２９年度

から３２年度までということで作成をしております。この中で、経営の見直しとい

う中では、療養病床の１９床を３月３１日で閉鎖をいたしまして、いま一般病床３

３床で規模を縮小しているところであります。 

  また、地域医療構想を踏まえたという部分でありますが、これは非常に難しい部

分がございまして、地域医療構想自体この病院で行うことが、本来であればもう少

し大きな器の中でやるべきところなんですが、うちの管内的には非常に難しい部分

があるということであります。 

  また、ネットワーク化、それと再編ということでありますけれども、実は昨年の

６月でありますけれども、せたな町と今金町の町長、両町長、病院長含めまして第

１回目の打ち合わせをした経緯の中では、この医療圏の中での病院のあり方という

ものも協議をしたところでありますが、具体的に今後どうしていこうかというの

は、まだ全然結論が見えていないという状況であります。 

  現状の中では、今後３２年の改革プランの終了年度までには、この部分について

は何らかの方向を示さなければならない。ただ、うちの病院につきましては、いろ

いろ病院という位置づけということを非常に大事にしておりまして、高等養護学校

の誘致のときの問題もございますし、それぞれの福祉施設の問題もあります。いず

れどんな結論が出る出ないにかかわらず、今後両町の中では、そういう部分で少し

踏み込んで話をする機会をつくっていかなければならないということで、いまのと

ころは進んでおります。 

  以上であります。 

〇議長（村瀬 広君） 向井君。 

○４番（向井孝一君） 私も毎月国保病院にはかかっております。曜日を変えながら

やっていたんですが、残念ながら１週間のうちに休診の数がものすごく目立ってい

る。これはやはりお客さんを減らすという原因にもなりますし、また、医師の手当

てができない部分も確かにあると思いますけれども、本当にこのことは地域が目指

した病院のやることなのかと、非常に私も町民の皆さんからも怒られます。 

  そうしたときに、たまたま今年の新年の広報に、院長のコメントとして、人口減

少はこれから進んでいく中で、１町で国保病院の運営はかなり厳しくなるっていう

コメントがありました。これは院長として非常に重い言葉だと思うんですね。 

  そして、やはりこのコメントの中にあるように、いいですか、ちょっと二、三行

だけ読ませていただきます。役割は明らかになっているかだとか、それから、一般
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会計の負担の算定基準というのは記載されているのかとかといういろんな疑問符

でこうやって１、２、３、４、５、６、７、８、と１０項目が並んでいるんですよ。

やはり１年経過した中で、その中の一つでもこうしましたというものがなければ、

私はだめだと思うんです。そして、私も個人的には、病院を、町民のための病院で

すから、これは私はいろんな方法をとってもなくすべきではないというのは、自分

としての考えなんです。 

  そこで、病院に対する苦情箱が、事務長になってから何年かぶりに復活しました。

ところが、玄関のみんなが見ている前で書くんですよ。あそこの場所は、私は非常

に問題があると思う。いままで、過去何件あって、どういう処理をしたのか、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） 国保病院事務長、柏田君。 

○国保病院事務長（柏田泰明君） まず１点目でありますけれども、病院の休診につ

いてであります。これは当然医師の数が少ないということもありますけれども、現

在２名の常勤医がおりまして、ほとんどが院長の部分で、保健業務、これ予防接種

だとかいろんなことがありますので、外来診療をしていることだけの業務じゃない

ものですから、当然医師が不足する中では、休診ということはやむを得ずとってい

ることであります。 

  私も非常に休診ということでは、好ましくないだろうなと思いながらも、現状の

体制の中ではやむを得ない措置というふうに理解をしております。 

  また、意見箱でございますけれども、私に入って４件くらいと思っていますけれ

ども、入っておりました。それは診療時間、匿名のものがありますので、匿名のも

のについての部分は別といたしまして、名前を記されて記名されている部分では、

当然本人の方にもその部分の説明をしながら、診療時間が遅いだとか、あるいは手

指消毒の薬が、液体が入っていないだとか、そういう苦情に関しては、ご本人の方

におわびをしながら改善するようにしております。 

  あとにつきましては、お褒めの言葉も当然入っていたものもあります。看護師の

対応がよくなっただとか、そういう部分は当然職員の方にも周知をしているところ

であります。 

  以上であります。 

〇議長（村瀬 広君） 向井君。 

○４番（向井孝一君） この問題については、余りしつこくやりたくはないんですけ

れども、最後の質問といいますか、要望なんですね。この改革案が出て、３カ月く

らいはね、本当に職員の人たちの態度はすばらしくなったなと感心しましたよ。と

ころが３カ月過ぎてからは、もとのさやに戻ってしまったと。これは私は非常に情

けないないなというふうに思うんですよね。やはり常日ごろから、外部の看護師さ

んの要請がなかったらなかなか難しいというのはわかるんだけれども、もう少し職

員の教育をきちっとして、患者さんに対応するようにしていただきたい。このこと

をお願いをしながら、私の質問を終わります。 
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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） 病院の接遇については、かねがね町長の方からも

指摘というか、指示をされて、これまで職員教育ということで接遇研修をやってき

た経過があります。 

  昨年やって３回目、なかなかすぐ、私的にはすぐ変われるんじゃないかなという

ふうに思うんですけれども、長い間の染まったものというものもあるのでしょう

か、地元という何か心の緩みもあるのでしょうか、おっしゃるとおり研修が終わっ

て二、三ヶ月くらいはもつのですが、またもとに戻ってしまうということで、これ

につきましては、当然今回の指摘もありますけれども、それぞれ管理職会議等々に

おきまして、それぞれ指示をしながら、できる限り改善を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） 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的支出全般についての質疑を終わります。 

  次に、収益的収入全般について質疑を行います。３ページから７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 収益的収入全般についての質疑を終わります。 

  次に、資本的支出及び収入全般について質疑を行います。２１ページから２４ペ

ージです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 資本的支出及び収入全般についての質疑を終わります。 

  収益的支出及び収入、資本的支出及び収入全般について、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、収益的支出及び収入、資本的支出及び収入全般につ

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７、議案第３０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３０号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎日程第８ 議案第３１号 

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第３１号を議題といたします。 

  平成３０年度今金町簡易水道事業特別会計予算について、理事者の説明を求めま
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す。 

  副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 議案第３１号 平成３０年度今金町簡易水道事業特別会計

予算について、提案理由を申し上げます。 

  本会計の予算につきましては、歳入歳出予算の総額を１億２，８２８万２，００

０円とし、前年比ではマイナス９３万円、０．７％の減として編成を行ったところ

であります。 

  予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。２ページをご覧ください。 

  歳入。１款使用料及び手数料において１億５７６万６，０００円は、１項使用料

で１億５６８万６，０００円、２項手数料で８万円であります。 

  ２款財産収入において８万２，０００円は、財産運用収入であります。 

  ３款繰入金において２，１４１万９，０００円は、１項一般会計繰入金で１，１

４１万９，０００円、２項基金繰入金で１，０００万円であります。 

  ４款繰越金では１万円であります。 

  ５款諸収入において１００万５，０００円は、１項町預金利子で３，０００円、

２項雑入では１００万２，０００円であります。 

  次に、歳出であります。４ページをご覧ください。 

  １款総務費において５，１１１万５，０００円は、総務管理費であります。 

  ２款維持費において５，６２３万６，０００円は、維持管理費であります。 

  ３款公債費で２，０９３万１，０００円であります。 

  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。 

  １款総務費の質疑を行います。１７ページから２０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。 

  ２款維持費の質疑を行います。２１ページから２２ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 維持費の質疑を終わります。 

  ３款公債費の質疑を行います。２３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。 

  以上で、歳出の質疑を終わります。 

  次に、歳入の質疑を款ごとに行います。 

  １款使用料及び手数料の質疑を行います。９ページから１０ページです。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。 

  ２款財産収入の質疑を行います。１１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。 

  ３款繰入金の質疑を行います。１２ページから１３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。 

  ４款繰越金の質疑を行います。１４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。 

  ５款諸収入の質疑を行います。１５ページから１６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。 

  以上で、歳入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８、議案第３１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３１号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎日程第９ 議案第３２号 

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第３２号を議題とします。 

  平成３０年度今金町公共下水道事業特別会計予算について、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３２号 平成３０年度今金町公共下水道事業特別会

計予算について、提案理由を申し上げます。 

  本会計の予算につきましては、歳入歳出予算の総額を２億２，５６３万７，００

０円とし、前年対比では２，８７２万２，０００円、１４．６％の増として編成を

行ったところであります。 

  予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。２ページをご覧ください。 

  歳入。１款分担金及び負担金において９６０万円は負担金であります。 
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  ２款使用料及び手数料において４，２８６万４，０００円は、１項使用料におい

て４，２８２万７，０００円で、２項手数料で３万７，０００円であります。 

  ３款国庫支出金において２，２８０万円は、国庫補助金であります。 

  ４款繰入金において１億２，９３６万１，０００円は、一般会計繰入金でありま

す。 

  ５款繰越金は１万円であります。 

  ６款諸収入において２，０００円は、１項町預金利子１，０００円、２項雑入で

１，０００円であります。 

  ７款町債において２，１００万円であります。 

  次に、歳出をお願いいたします。６ページをご覧ください。 

  歳出。１款総務費において１，６１７万８，０００円は、総務管理費であります。 

  ２款維持費において５，７９７万９，０００円は、維持管理費であります。 

  ３款建設費において５，０１３万９，０００円は、工事費であります。 

  ４款公債費において１億１３４万１，０００円であります。 

  次に、第２表地方債について申し上げます。８ページをご覧ください。 

  起債の目的、公共下水道事業債、限度額２，１００万円、起債の方法、普通貸借

または証券発行、利率、年５％以内、償還の方法、政府資金については、その融資

条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 

  ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還も

しくは低利に借り換えすることができる。 

  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、始めに歳出より款ごとに行います。 

  １款総務費の質疑を行います。２１ページから２３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。 

  ２款維持費の質疑を行います。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） 維持費の質疑を終わります。 

  ３款建設費の質疑を行います。２６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 建設費の質疑を終わります。 

  ４款公債費の質疑を行います。２７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。 

  以上で、歳出の質疑を終わります。 
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  次に、歳入の質疑を款ごとに行います。 

  １款分担金及び負担金の質疑を行います。１１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。 

  ２款使用料及び手数料の質疑を行います。１２ページから１３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。 

  ３款国庫支出金の質疑を行います。１４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。 

  ４款繰入金の質疑を行います。１５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。 

  ５款繰越金の質疑を行います。１６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。 

  ６款諸収入の質疑を行います。１７ページから１８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。 

  ７款町債の質疑を行います。１９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（村瀬 広君） 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９、議案第３２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３２号は原案のとおり可決いたし

ます。 

 

    ◎議長発議  今金中学校改築に係る調査特別委員会の設置について 

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。 

  早期整備に向け、優先度が高いと判断される今金中学校改築（給食センター併設
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も検討事項）については、国庫補助等の財源獲得の面からも、用地選定を始めとし

て建設構想が急がれるとの理由により、外崎町長から議会に対して特別委員会設置

の要請がなされたことから、今金中学校改築に係る調査特別委員会を設置し、これ

に付託の上、調査研究が終了するまで、閉会中の継続調査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。 

  したがって、今金町中学校改築（給食センター併設を含む）に係る用地選定を始

めとし、建設構想全般について調査研究を行うため、議長を除く全員で構成する今

金中学校改築に係る調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査研究が終了す

るまで、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

  委員会条例第７条第３項の規定に基づき、委員会を開催し、正副委員長の互選を

行ってください。 

  正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。 

  １６時１０分まで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ３時５１分 

再開 午後 ４時１０分 

 

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

  休憩中の委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果が議長の

手元にまいりました。 

  委員長には向井君、副委員長には川上君、以上のとおり互選されましたので報告

いたします。 

 

    ◎日程第１０ 発議案第１号 

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、発議案第１号を議題といたします。 

  委員会の閉会中の継続調査について。 

  お諮りいたします。 

  各常任委員会の閉会中の継続調査、議会運営委員会の地方自治法第１０９条第３

項に掲げる事項については、会議規則第７５条の規定により、各委員長からの申し

出のとおり、調査が終了するまで閉会中の継続調査と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） 異議なしと認めます。 

  したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定いたします。 

  お諮りいたします。 
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  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） 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３０年第１回今金町議会定例会を閉会いたします。 

  大変ご苦労さまでございました。 

閉会 午後 ４時１１分 
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