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会議規則第７１条の規定に基づく合同委員会 

 

期 日 平成２８年１２月１２日（月） 

時 間 午後１時３０分 

場 所 議  場        

 

１．開 会 

 

２．町長あいさつ 

 

３．合同委員会案件の説明 

  ＊総務厚生常任委員会所管 

   議 件 １ 報 告 事 項 今金町行政組織機構改革（案）について 

 

  ＊産業教育常任委員会所管 

   議 件 ２ 議案第１号 今金町農業委員会の委員の定数に関する条例制定 

について 

   議 件 ３ 報 告 事 項 総合体育館・図書館建設に係る進捗状況について 

 

４．その他 

 

 

 

 

○出席委員（１１名） 
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 

１１番 上 村 義 雄 君   （議長） 村 瀬   廣 君 
 
 
 
 
〇欠席委員（０名） 
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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 
総務財政課長補佐            住 吉  淳  君 
教 育 長            田 中 俊 一 君 

教育委員会事務局長            杉 山 輝 希 君 

教育委員会事務局次長            津 山 泰 彦 君 

農 業 委 員 会 事 務 局 長            勝 山 英 敏 君 

     

 

 
〇出席事務局職員 
議 会 事 務 局 長            成 田 光 康 君 
議 会 事 務 局 係 長            佐 藤 直 樹 君 
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開議 １３時３０分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） こんにちは。 

  お忙しい中、理事者の皆様そして議員の皆様には、出席をいただき有難うございま

す。 

  きょうは合同委員会です。 

  早速ですので、時間の限り審議していただきたいと思います。 

  それでは始めたいと思います。 

   

    ◎町長あいさつ 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 町長が出席しておりますので、開議に先立ちご

あいさつをお願いいたします。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） こんにちは。 

  きょうは、合同委員会の開催をお願いしたところでございます。 

  前段でありますけれども、実はこの天気、きょうは大変よろしゅうございますけれ

ども、本当に不順な天候が続いています。 

  降るんだったらきちんと降っていただきたいという思いも当然あるわけでありま

すけれども、この天候の状況というのは、これからも色々降ったり止んだり、あるい

は雨だという予報もありながらも続くわけであります。 

  土曜日に会議がありまして、札幌に出張してきた際に、タクシーの運転手は、私の

ところは西岡だそうですけど、１メートル２０降ったそうです。 

  とてもじゃなないけど大変だという話を聞いておりましたが、札幌は特に今年は多

いという情報を伺っているわけであります。 

  そういう中で、不順な中での体調管理ということは、非常に危惧されるわけであり

まして、この間、常任委員会の方でも、教育長の方からも、学校関係の状況を教えて

きている経過があるわけでありますけれども、まだ、おたふくが治まりきれていない

状況にあると。 

止んだと思いましたら、また新たな方が出てきている状況にあるというわけであり

ますが、インフルエンザに関しましては、いまのところ今金中学校の生徒が３名、今

金小学校、種川小学校についてはいまのところはいないという状況で、とても有難く、

嬉しく思いを持っているわけでありまして、この間の対策、そして感染症対策と、何

よりもその全体で行った加湿器の配置なんかは、相当功を奏しているのかなと思うわ

けであります。 

  しかし一方で、私もこの３月定例会でインフルエンザに罹りまして、非常にご迷惑

をかけた経歴を持つわけでありますけれども、役場場内のインフルエンザの状況は非

常に増えておりまして、管理職、課長クラスで５名くらい罹っておりまして、１名は
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ちょっと議会は難しいのではないかという状況にあります。 

  あと何とか、本議会には対応できる状況にあるわけでありますけれども、そのほか

に補佐、主幹等も罹患しております。 

  何とか感染症対策を含めて、あるいは子ども達、多くの方々の方に伝えているとこ

ろの、そういうきちんとした対策を我々自身も役場全体も講じながら罹患、拡散防止

に向けて、取り組んでまいりたいと考えているところであります。 

  第４回の定例会に提出しているところの予算事案に係る案件につきまして、合同委

員会をお願いしました。 

  私の方から、前段ちょっと挨拶がてら経過をお話させていただきたいと思います。 

  １点目でありますが、行組織機構改革案についてであります。 

  ２７年の４月に戦略室を設置した際にも、後期総合計画と地方創生戦略を連動して

の計画策定の為に、いつまでもある戦略室ではありませんが、長くて２年から３年と

いう考えを示してまいったところであります。 

  合同委員会審議におきましても、計画の検証の重要性というご意見をいただいてお

りましたが、それまでにもまちづくり推進課の企画調整事務の中で、計画と検証を行

ってきている経過もあることから、いつまでも特化して置くことを考えていないと答

弁をしてきている経過がございます。 

  そのことを含めて、心配されることや、町長が判断することではありませんが、常

任委員会所管の係わりもあることから、固めた事案とする前にご意見をいただきたく、

議案としての取り扱いをお願いしたところでございます。 

  ２点目でありますが、農業委員会の委員定数に関する条例制定でありますが、この

法の改正に伴う今金町における条例制定になります。 

  一番大きな改正点では、委員の選任について、公選制から市町村長の任命制に変更

されたことであります。 

  任命にあたっては、認定農業者の勘案を原則とするところと、中立的な立場で公正

な判断ができるもの、女性、青年の積極的な登用などがあります。 

  また業務内容においても、農地等の利用に関する調査として利用状況調査が毎年１

回は町内全ての農地等について、現地確認調査をすることが義務付けられ、必須業務

となりました。 

  今金町においては、国営農地再編整備事業を通じての農地利用の最適化を農業者自

身が将来に向けて取り組んでいるところでありますが、実態として相当数の移動があ

り、今後においても見込まれることや、国営事業においては換地業務が本格化するこ

となどを考慮する時、農業委員の役割が重要であることから、１５人を定数として提

案しているところであります。 

  ３点目につきましては、総合体育館・図書館建設計画に係る進捗状況でありますが、

これまでの経過や現況につきましては、タウンミーティングやまちづくり調整会議に

おいて、町内会長、自治会長さんへの情報提供、防災の集いや様々な機会において周

知、広報してきているところでございます。 
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  特に改修計画から改築に向けて計画した際の重要な施設機能としての防災の部分

について、この間の新たな情報や対策の必要性を考慮して、実施設計が行われてきて

いることから、最終段階における設計確定に向けて、議会のご意見をいただきますよ

うお願い申し上げたいと思います。 

  なお、この間の状況変化等々につきまして、その他のところで、私の方から発言を

させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

    ◎開会の宣告 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） ただいまの出席委員は１１名で、定足数に達し

ておりますので、会議規則第７１条の規定による合同委員会を開会いたします。 

  それでは、総務厚生常任委員会所管から始めます。 

  議件１、今金町行政組織機構改革（案）についてを議題といたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） （総務財政課長説明、記載省略） 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。 

 ただいまの説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

 質疑ありませんか。 

 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 ここで委員長交代の為、暫時休憩いたします。 

 

休憩 １３時４５分 

開議 １３時４６分 

 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  それでは、産業教育常任委員会所管について進めます。 

  議件２、今金町農業委員会の委員の定数に関する条例制定についてを議題といたし

ます。 

  理事者の説明を求めます。 

  農業委員会事務局長、勝山君。 

〇農業委員会事務局長（勝山英敏君） （農業委員会事務局長説明、記載省略） 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  ただいまの説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  質疑ありませんか。 

  山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 農業委員会においては、いままで公選で１０名、推薦４名、

１４名でありました。 

  今回１５名ということで、定数１５の根拠、それからいままで公選と推薦に分かれ
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たものの取り扱い、今後、どうなるのかということ。 

  ここには、応募と推薦というように載っていますけど、その辺の考え方があればお

聞かせいただきたい。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 農業委員会事務局長、勝山君。 

〇農業委員会事務局長（勝山英敏君） 現在の部分につきましては、先程言いました、

公選が１０名と、団体推薦４名ということになっております。 

  今回１５名ということでご提案差し上げているところですが、前段、町長の方の説

明でもございました。 

  元々の公選の１０名の部分につきましては、今金町が皆様ご存じのとおり５地区と

いうことで地区ごとに分かれております。 

  種川から美利河までの上地区、今金地区と田代地区、それから金原・豊田地区、神

丘・鈴岡地区、八束・白石・日進地区ということで今金町を大きく５つの地区に分け

て農業の部分でやっております。 

  それらの各地区から２名を選任していただいて、推薦いただいてそれを公選の部分

でいう定数の中でなっておりました。 

  今回、定数１５名の中もやはり農業委員さんは、各地区の農業の実態に精通してい

る部分で、やはりその部分は残していきたいというふうに考えております。 

  また、いままで団体推薦ということで４つの団体から推薦をいただいておりますが、

基本的には団体推薦というものは廃止されたわけですが、やはり情報の部分につきま

しては、農協さん、改良区さん、共済さんをメインの部分でお願いをしたいというふ

うにまた考えておりますし、じゃああと２名についてはどうするのかという部分につ

きましては、新たな公平な立場でできる方というもので、農家でない方、農業者でな

い方も農業委員としてなることが可能となっておりますので、そういった方々になっ

ていただく部分を１つの枠と、それから青年あるいは女性という部分の中で、いま認

定農業者の各地区の部分につきましては、認定農業者という部分の中ではある程度、

４０代から５０代という部分で青年の部分も含まれる部分もございますが、それらも

含めてまた別に女性の枠もなんとか確保しながら定数を１５名として、納めていきた

いというふうに考えておりまして、現在１５名ということでご提案察せていただいた

わけでございますのでよろしくお願いします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 以前、公選が１０名で推薦が５名で１５名が今金町農業委員

会の定数の上限ということがありました。 

  町長、行政改革の一環ということで、委員定数の削減を謳ったことがある。 

  当時、公選を１０名そのままにして、推薦から１名減らし１５を１４にした経過が

ある。 

  確かに今金町の中では、５地区、大地区を５つに分けて２名ずつということで、こ

れまで執り進めをしてきた経過があるんですけれども、その行政改革の視点から、い

まの１４が１５になるということの整合性がとれているかどうかっていうこと、この
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辺はいかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 農業委員会事務局長、勝山君。 

〇農業委員会事務局長（勝山英敏君） いま、山崎議員の言われたとおりの部分もある

と思います。 

  以前は、議会の方の推薦の２名が１名になって、現在の１４名に確かなっていると

思います。 

  委員のそういった部分では、確かにあるわけですが、この元々の１５名をお願いし

た部分につきましては、農業委員会の中で、いまの現状という部分の中で議論をさせ

ていただきまして、新たな制度に変わりまして、今金地区、全ての地区を毎年見ると、

それから現在、国営等が進んでいる中では農業の斡旋件数といいますか、取扱件数等

も５０件前後と相当多いという状況もございます。 

  そういった部分も踏まえていただきまして、農業委員会からは何とか１５名でお願

いをできませんかということで、お願いした経緯もございます。 

  そういった内容も勘案していただきまして、町の方もご理解いただきまして、１５

名ということでいただいたわけですが、通常の農業の部分で行くと農業委員会として

も、増やすという想定はなかったわけですが、やはりいまの国営事業に絡む色々な委

員等での係わり等のことを踏まえてですね、当面、国営事業が終わるまでということ

ではないんですが、当面は１５名で何とかお願いしたいということで、お願いした結

果、１５名ということでご了解いただけたということでございますので、ご了承願い

たいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 当時は、国営まで入っていませんでしたけども、農業情勢と

いうのは、非常に難しいのはいまも変わらない中です。 

  特に、農地の流動化というのは、その定数を削減した時からも大きくありました。 

  がしかし、行政改革の一環ということで、町長の考え方を強く農業委員会に求めら

れた経過がある。 

  これは農業委員の定数を削減するということ、非常に農業委員会としても困窮した

ようでありますけれども、その中で合えて公選だけ残し議会推薦を１減らして町長の

行政改革の協力をしようというこの流れがあったわけですよ。 

  いまそれが多いかどうかというよりも、いまの説明で整合性がとれているかどうか

ということ。 

  当時は行政改革の一環だから何とか協力してくれと。 

  それを基に議会推薦、議会というのは、公益という立場でいうと、これはもうそれ

までもあったように、大変重要な位置付けだというふうに私は思っています。 

  それをあえて１減らしたというのは、町長の姿勢を受けてのことであります。 

  これがいまいう答弁の中で、整合性がとれているかっていったら、行政改革はまだ

まだ進めて行かなければならないっていう場面だって私は思うわけですよ。 

  その上に、地域のいわゆる５地区で２名ずつ、そのほかに農業者でない方も、更に
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は女性も、青年もっていう意志は分かりますけれども、その議会で１減らしたという

重みというのは、やっぱり大きいものがあると思うんです。 

  だからこの辺のところが理解できるかっていうことなんですけど、私は疑問に思う

ところがある。 

  いかがですか、町長。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 農業委員会の委員さんの定数につきましては、私が１５年に町

長に就任した段階からそういう議論があった。 

  折しも、行政改革の波が相当物凄いのもがありまして、例えば職員につきましても、

私が総務課長時代に随分行政改革の一環として職員の定数削減をしてまいりました。 

  しかしながら、そのあとにそれだけの努力をしたわけでありますけれども、国にお

いては、また新たな形の中で、そこはそこの情勢と言いますか、年度が変わりまして

ので本格的にそこから対応しますので、そこから５．６％職員を削減しなさいという

ことがあったわけであります。 

  いままでやった行政改革は何だったんだということで随分こう議論したわけであ

りますけれども、制度・政策というのは都度、都度、情勢・状況変わるわけでありま

すから、その時点から遡るんではなくて、あえてその時点からなお一層の削減をしな

さいという非常に厳しい状況があったわけであります。 

  様々な委員の定数等々含めてもそうでありますし、皆さんの係るところの議会の議

員定数なんかも随分話題に上がってきた経過があるわけであります。 

  当時は、いま言ったような形の中での流れもありましたし、是非、その辺協力お願

い申し上げたいということから、農業委員会との懇談を含めながらそういう要請を受

けつつも、その行革の方向付けをいただいて、対応してきたところでございますけれ

ども、その間、２回選挙があったわけでありますが、情勢は大きく変わりまして、今

金町、先程から何度も申し上げますけども、国営の農地再編事業、大変大きな事業、

全町全域に渡って行おうという大きな趣意の中から少しの動きが出てきたと。 

  全町全域にならない状況にあったわけでありますけれども、営農地区を大きく５つ

の地域に再編成、農協としてもしていただいて、その対応については変わりなく取り

組みとして、先程、局長の方からありましたような地域割りとは言いませんけども、

地域的な配置をする立場をこの間、取ってきたわけであります。 

  今回のこの定数、選挙制度から公選制になる段階では、農業委員会の方、事前に私

の方に要請を受けて懇談をさせていただきました。 

  町長の立場、あるいは農業委員さんの総意ということを含めて、共通認識をもちま

したのは、いまこのいつまでも続くかという状況、当然あるわけでありますけれども、

国営農地再編整備事業を契機として、相当の事案が動いているわけであります。 

  いまこそここで確定していかなければ、将来大きな流れに大きな影響を及ぼす可能

性もあるので、きちんとした斡旋等々含めた農業委員の役割は必要ではないかという

事で１を見たところであります。 
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  加えて、農業委員さんの直接の役割ではないわけでありますけれども、具体的にそ

のことと連動する中で、換地業務をどんどんどんどんと協議・検討され、進めてくる

わけですから、この辺の整合性も含めて、大きく関わる分野も増えていくのではない

かという事も、町長の方からも話をさせていただきながら、農業委員会としても農業

委員さんとしても、現在の農業委員会の中でも大きくその事を周知・理解をしていた

だいたところであります。 

  いま本当に、ほかの町村との町長との意見交換なり様々な農業委員に係る方々の意

見も聞いているわけでありますけれども、檜山管内等々含めて道南では今金町のこの

件数の多さというのはびっくりされるくらいの移動の件数があるということで、承知

されているわけでありますけれども、そのことも含めてもですね、私はそれだけの価

値はあるかなという認識と行政改革は進めて行くわけでありますけれども、都度、都

度、様々な分野において、また全てがマイナス思考という事にはならない。 

  定数に例を取れば、定数だけを下げるということだけが行革ではないという認識を

持っています。 

  止めるだけ、減らすだけ、廃止するだけが行革ではないという認識を持っておりま

すし、逆にプラス要素も含めて考えていかなければいけない。 

  そのことをメリハリ付けていくのが、私は時代にあった行政改革ではないかなとい

う認識は常に持ってきているわけであります。 

  加えて今回の法改正の大きな要素の中には、この間も色々議論があったわけであり

ますけれども、女性の参画だとか、青年の参画だとかということを大きく取りざたさ

れてきた経過があるわけでありますけれども、今金町的にはそう実現できなかった要

素もありますけれども、国的にはそのことを是非、選任にあたりましては配慮しなさ

いということを強く訴えられているわけであります。 

  この間、また違うのが、農業に係ってなくて、ここには活字的には農業に詳しくな

い方の投入もということも色濃く表明されていることから考えますと、やはり現行の

１４名体制の中では、その１４名の中から新たな形の中で選び出すということは、結

構、私は町長として非常に難しいという情勢を感じたわけであります。 

  そういう国の意向等々を踏まえて、法の精神をきちんと踏まえながらも、今回につ

いては是非、いつまでも続くという形にはなりません。 

  都度、都度、改選期が当然あるわけでありますから、今回の新たな改選期に向けて

は法の趣旨に則った形の中で、この実現をみたく、農業委員会とともに提案をさせて

おりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 行政改革との整合性では都度、時点での見直しは必要だとい

うことでは理解はできます。 

  １４名が１５名になって、少ないとか多いとかという議論はしたくないんですよ。 

  ただ、今金町にとって適正な数というのはどの位なんだっていうこと、それからい

ままで町長がおっしゃってきた行革との整合性を考えた時にはどうだっていうのは
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絶対議論としては出てくる話です。 

  ですから、新しい事業、新しい考え方で前に向かうといのであれば、これはほかの

政策にも繋がることですから、それは了とします。 

  １点だけ、例えば、先程言った団体推薦の部分が、いままでは団体に推薦依頼が出

ていた。 

  ２名×５地区、１０名は公選ですよと。 

  ほかは推薦依頼を出していた。 

  今後においては、その団体に対して推薦依頼というものは出せるのかどうか。 

  そのことがいまの法律の中で我々が議論できる話なのかどうかっていうこと。 

  この辺いかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） まずは定数をきちんと定めていただきながら、次のステップに

入るわけでありますけれども、思いとしては先程言ったように、新たな法の指定にあ

るとおり、青年・女性の農業委員の参画というものは非常にウエイト高く考えていけ

ればなと思っていました。 

  本音を言いますと、中々檜山であれば厚沢部のように女性２名の農業委員がいるだ

とか、そういう複数の委員さんの配置も当然ありますし、私としては複数の配置とい

うのは望ましいなという思いを持っているわけでありますけれども、その辺どう実現

に向けて対応できるとかということについては、非常に難しいかと思いますが、今後、

１５名という枠をいただいた段階では、いま言ったような形の中の経過もありますの

で、特に農業に詳しい方という分野からすると、従前のお願いしている分野からお願

いするということを前提にしながらですね、進めていくことが私は望ましいのではな

いかという考えを現段階でもっているところであります。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） 選考委員だとか決めるにあたって、どのような方を選考委員に

することを考えているんですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 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） 現段階では、いまこの条例を提出し、そのごの

作業等の部分では、先程も言いました選考委員的なものも当然必要であろうと言うよ

うなことでは、内部の方ではある程度整理をさせていただいております。 

  その中では、役場の場内のメンバーで選考をするということで考えております。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） 農協の理事さん方の選任については、各地区からある程度選考

委員を出してその中で協議をすると、いま選考する人方って全部職員で対応するとい

うことなんですか、したら。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 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） 推薦であったり、公募が出てきたメンバーにつ
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いての、その方々についてをやるということでございます。 

 あと５地区については、５地区に既存の色々そういういままでのがありますが、選考

委員会的な何か、何々委員会ですとか協議会があるということを聞いておりますので、

そちらの方については、そちらの方から上げてもらいますし、それ以外の地区割り以

外の部分についての団体の方については、そちらの方から上がってきたものについて、

定数１５名以内でありますが、１５名以内であってもこの方はこういうような選考す

る中で、評価ではないですが、こういうのにあたってこういった部分でこの人が妥当

ではないかというような部分のもの、作るものも検討しております。 

  それの検討する部分の評価委員会の部分につきましては、いま現在、副町長を座長

とする総務課、産業振興課、農業委員会あるいは関係があればそれ以外の方々も入れ

てということで、最終的な方々を決定する前段のものとして、そういうものを考えて

おります。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） よろしいですか。 

  他にございますか。 

  他にないようでございますので、農業委員会の質疑を終わります。 

  ３５分まで暫時休憩いたします。 

 

休憩 １４時２４分 

開議 １４時３３分 

 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  次に議件３、今金町総合体育館・図書館建設計画に係る進捗状況についてを議題と

いたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  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） （教育委員会事務局長説明、記載省略） 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  ただいまの説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  ありませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 体育館・図書館については、これまで説明をいただきながら

事業が進んでいるようでありますけれども、ここにある１番最初にある災害避難場所

としての総合体育館・図書館ということで、それぞれ色んな対応を考えているようで

ありますけれども、これは具体的にどのような災害が考えられるのか、いまこの災害

避難場所としては。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 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） まず今金町として想定しなければならないのは、

水害の部分かと思っております。 
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  水害も内容によっては色々あるかもしれませんけれども、危険な状態になった時に、

１次避難としてまずは避難する場所、そういった形で使われると思っておりますし、

地震等で家屋等に被害があった場合にもこれは避難所として使えるだろうと思って

います。 

  それからこの計画の中にも強く盛り込んでいるところが、停電も災害という認識と

もってございます。 

  特に、冬期間の停電については、様々なお宅で暖房が使えないという大きなものが

ありますので、そういったものも災害の１つとして含んでございます。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 色んな災害は想定されるとは思うんですが、例えば冬期間、

渇水期のおける水害は想定できないだろうと思う。 

  その中で先日、防災ハザードマップが公表された。 

  新しいものだということ。 

  このマップを見ると、このエリアというのは浸水が想定される区域にあたるように

思えるんですよ。 

  この図面を見ると。 

  避難地区は、いま建てようとしている、高美町界隈、あの辺の方々が避難するとす

れば、高さ的にいうと避難される方の高さと避難場所の高さが一緒だとすれば、これ

は避難場所としては想定しづらいと思うんですよ。 

  もう既に浸水の想定がここでされているとすれば、この辺はどうなんですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 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） 先日公表されたものについては、更にスパンを

伸ばして１０００年に１回といいますか、相当大きなスパンでの災害を見込んで作り

直しがされていると。 

  １０００年に１回の見込みに変わってございます。 

  １００年を想定した場合には、いまあるものと変わりませんので、１００年に１回

起きるだろう大規模水害であれば、この地域は水没しないとなってございますので、

その程度まではここは十分避難所となり得ると思っております。 

  それを超える水害が発生した場合には、当然避難場所を変えなければならない、そ

れは行政として様々な指示をしながら、計画的な避難を呼びかけていく事になろうか

と思っています。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 話を振出しに戻すわけではないんですよ。 

  ただいまの時点で新しい情報が出てきたら、想定を変更しなければいけない。 

  １０００年に１回がいつ来るかっていうのは誰にも分からない話ですよ。 

  来ないだろうといって、１０００年に１回のハザードマップを作ってすぐ来たら大

変なことになります。 

  ですから、果たしてこの場所が避難場所として最適なのかという疑問が新たに湧い
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てきた。 

  これはいままでの話の中では出てこなかったことです。 

  ですから、この地域の方が８０４名の方がここに一斉に非難するんだけれども、避

難をしたけれどもそれ以上のものが想定されるとまた避難しなければならない。 

  総合体育館の次の避難場所は町民センターになっております。 

  こういうことを考えていった時に、どうなのかなって疑問がいま出てきたんですよ。 

  ですから、１０００年に１回だから大丈夫だっていう話には私はならない。 

  いった以上は、これは何とか考えなければならないと思うが、それはいかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 先般、情報提供いただきました。想定が１０００年に１回と

いうことで、そのマップの中はほとんど水没をするというようなことになっています。 

  高美町といいますか、国道から下の方はですね。 

  うちの方が想定をしなければならないのは、近隣の利別川沿線の２町でいま、国、

それから開発局が入りまして全体でいまその為の計画づくりを一方で進めます。 

  それからもう１つは、町としてどういうふうに備えていくかということになります

ので、ただ私達がいま想定をしているのは、当然ながら河川の氾濫、雨量ということ

になりますので、海岸の町と違って地震のあとにすぐ何分かごに突然襲ってくるとい

うことではありませんので、ただ想定されるためのタイムラインと呼ばれていますが、

避難の為のガイドラインというものをきちんと作ろうということで、いま進めようと

思っています。 

  というのは、いまあるところが例えば１０００年に１度来るということで想定をし

て、市街地をどっかに移動するとか、いまあるものをどこかに持っていくという話に

は中々なっていきませんので、一番大切なのは避難手順だとか、それからこれは内部

でも一番話をしておりますけれども、一番問題になってくるのは周知方法だろうと。 

  どうしてもいま、町の広報車で回ったりですね、それから災害用のスピーカーでは

中々サイレンも聞こえない時ありますよね、お家によってはびっしり閉めていると何

をいったか分からないなんていうことも想定をされますので、その伝達をどうしてい

くかということと、仮にそういうことが想定をされた時の避難計画、どこにどういう

ふうに避難をしていくかという計画づくりが一番大切だろうと思っております。 

  ですから、元々想定をしている全てのそこの場所にあるものをどこかに移転をして

いくというのは、中々考えづらいというふうに考えておりますので、想定しないんで

はなくて、今金町の災害防災にあったタイムラインづくりを国の段階、国と近隣町と

やって行く段階、もう１つは今金町の実態に合わせた計画づくりをやっていきたいと

いうふうにいまの段階では考えております。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） １０００年に１度というのはいつ来るか誰も分からないとい

うのは、明日来るかも分からないし、１０００年後かも分からないっていう全く不確

実な話ですよ。 
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  ただ、私たちは防災マップをこう示されて、こういう状況ですよってことを見た以

上は、じゃあどうするんだってことは絶対話、議論をしておかなければならない話で

す。 

  しかもそこにいまこういう避難場所を作るっていう時に、ここで良いと思ってずっ

と思い込んできたけれども、もしかしたらっていう話がいま思いがあるっていう事こ

とですよ。 

  これは皆さん一緒だと思うんですよ。 

  伝達の方法はこれから考えるとしても、実際に１０００年に１回っていう可能性が

あるのであれば、可能性のあるものをじゃあここで良いのかという議論はクリアしな

ければならない。 

  これはもう仕方のない話です。 

  それからまだこれから時間をかけながら本当にどうなのかっていうこと、それから

いまの伝達方法をどうとられるかっていうこと。 

  これは早急に取りまとめて、我々議会に示していただくっていうことをしていただ

きたい。 

  それが、一つ安心と安全に繋がっていく気がするんです。 

  ですから、何にもなくて良いですということには私はならないと思うので、これか

らまた議論になると思いますので、その時には情報提供いただきながら、より良いも

のを作るのか、それから考えるのか、そういう場面を作っていただきたいと思います

けど、いかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 議員、本当にこれから、いままでもそうですけどね。 

  これからもより一層の防災機能を減災・防災含めた強化をしていかなければいけな

いということでありますけれども、それについては思うところでございます。 

  この間、私、町長になってからもそうでありますけれども、これからの時代背景の

中でも是非必要な視点として考えていかなければいけないのは、例えば、各学校が閉

校になった段階で地域の方と相談しながら、地域の集会施設、会館、コミュニティー

センターとういう機能、役割が必要だということを投げかけさせていただいたり、防

災ということも含めて、当然、従前は学校が避難所の機能を持っていましたので、そ

れをどう確保するかということで相談をさせていただきながら、学校を残しながらい

ざという時の防災機能も高めていこう。 

  まずは避難をして行こうという事の機能をさせていただく整理をこの間、してきた

と思っています。 

  この動きはこれからも当然加速をしていかなければいけませんし、何よりもそれぞ

れの地域、身近な避難所をどう設置するかということが、最優先でこんにちまで来た

わけであります。 

  この体育館を例にとってもそうでありますけれども、去年のタウンミーティングで

もなぜあそこに体育館だっていう場所の設定のタウンミーティングで縷々説明をさ
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せていただきました。 

  資料に基づいてあそこは適地だということの地盤の関係様々含めて話をさせたい

ただいた部分もあるわけでありますけれども、そこにはきょうの私の挨拶にもありま

したように、当初改修という部分の中では、そんなに色濃く防災というものは中々持

ちいれないなという思いを持ちながらも、防災の避難所という位置付けがありました

から、その辺は強化をしなければいけない思いを持ってきたわけでありますけれども、

改めて改築といった場合については、いま言ったように、これからの防災機能を高め

る為には全ての公共施設はその辺に目を向けていかなければいけないかなと思って

いました。 

  いま現在、様々なところで施設を持っているわけですけれども、この間の１０００

年の数字が出てきた中では、今金であれば国道から下の方が水が付くだろうという想

定であるわけでありますけれども、国道から下にあるところの大和町だとか、あるい

は南栄町だとか、あるいは今金中学校だってそうでありますけれども、全て機能をは

たせなくなる可能性は当然あるわけであります。 

  その方々の、その周辺の方々をどうするかっていったら、次のステップとして当然

望ましいところに避難をするという事を考えますと、いまいうエリアから外れている

町民センターなり、今金小学校なりということになりますし、ほかの地域ついても同

じような視点で物事を考えていかなければ次のステップ、次により安全を確保する為

の避難所、待避所としてどこが望ましいかということは、シミュレーションとしてい

ま議員がおっしゃるような形の中で、いまの施設の在り方でなくて、今後、大規模に

なった場合には次の段階としてどういう方向性を持たなければならないんだという

ことは、きちんと整理をしていかなければいけないという思いを持っているわけであ

ります。 

  何よりも、水ということを考えた場合には、先程、副町長が言いましたように、ど

の位の時間を想定しながら避難・誘導を図るのか、そして誘導を図る前に町としてど

こに避難をという方針を出さなければならないわけでありますから、その為の様々な

情報収集し、そこに誘導する為の環境づくりというものを重点的に考えていきたいと

思っていました。 

  なお、今回は総合体育館、先程、杉山局長の方からも色々この間の当初計画、ある

いは基本計画、実施計画の面積だとか数値の話をさせていただきましたけれども、こ

ういう経過を踏まえて防災機能等々含めてですね、もっともっとあるべき姿を検討し

た中では、もう少しく努力して経費を落とそうという努力をしてきたわけであります

けれども、１つには大きく国の流れもあるわけであります。 

  今金小学校も建ててすぐでありますけども、お金をかけさせていただいて一部改修

をした経過もありますけれども、いま総合体育館、上の方に吊天井っていう、天井の

方には物を置いてはいけないという国の縛りができましたので、いまの総合体育館で

やれるような上からの暖房はありえないということから、そういうものを消去しなが

ら、したら壁が良いかどうかという議論もした部分の中では、色々私の提案も含めて
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そうでありますけれども、いざとなった場合の災害拠点となったとすればどうなのか。 

  この寒い時に、例を挙げますと、下の床に冷たいところにいつまでもという話にな

るかどうか。 

  いずれにしても防災上もそうでありますけれども、運動もそうでありますけれども、

施設機能として暖房というものの整備をする場合にどういう在り方が良いかという

ことに随分時間をかけて議論をさせていただきました。 

  少しく高上りについたわけでありますけれども、天井は駄目、壁は駄目、最終的に

は床暖房をすることによって、いまの防災機能をより一層高まるという部分も計画に

打ち出したわけでありまして、その辺では少しく金額が上がったっていうことは、あ

るいは様々防災機能の設備をすることによって、想定されなかった部分の整備をする

ことによって予算的なものについては、ちょっと上がった部分はありますけれども、

相当努力した数字として抑えられるかなと、いずれにいたしましてもメインとする規

模の防災機能を持った施設でありますけれども、今後、整備をしようとしている公共

施設については同じような視点で物事考えていかなければいけないのかなと思って

います。 

  次に打ち出しております、今金中学校についてもそういう様々な経過を含めると、

堤防が決壊するといの一番に危ないところでありますから、そこが望ましいかという

これからの議論があるわけであります。 

  果たして高台の方に新設中学校が移転できる可能性があるかどうかっていうこと

も探りながら物事考えていかなければならない。 

  常々、施設はそこで全て完結するものではないという認識を持っています。 

  そのために、数多くの避難所と避難場所というものを設定というものを含めて連動

性をとれるような対策を、これからも議員、色々ご提案をいただいたり、助言をいた

だきましたので、そのことを踏まえてこれからも努力してまいりたいと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 体育館・図書館については、いまいわれる災害避難場所、そ

れから体育施設としての役割、更にいうと今回改めて建設に向かっての自主計画の予

算が出てきました。 

  こういうものっていうのはやっぱり町財政と大きく関わるところですけれども、財

政シミュレーションもいただいて、９月にいただいておりますし、これらを勘案しな

がらまたの機会に是非議論、きょうはちょっとまだ見たばっかりですので、もう少し

機会をいただきながら、たまたま今金町議会、防災と財政の特別委員会を作っていま

すから、そういうところでまた議論ができればと思います、私は。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 説明漏れがありましたのでよろしいでしょうか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 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） 大変申し訳ございません。 

  私の中で説明漏れがありました。 



- 17 - 

 

  今回提示しました、建設費用につきましてはあくまでも自主設計の途中の概算とい

うことでありますので、当然これから更に詳細を詰めたところでは、若干の動きがあ

ると思いますし、いま基礎にしているのは平成２８年度における建築単価であります。 

  実施にあたっては平成２９年度以降になっていきますので、その年度、年度の建築

単価を使っていきますので、資材費だとか労務費の高騰等がありましたら当然それは

反映されていくので、予めご認識をいただければと思います。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） 体育館・図書館の部分で同僚議員が洪水のハザードマップの

新たな分が、国土庁から３５１ミリの２４時間に降った場合のこういうことになりま

すよというシミュレーションを出したっていうことで、これが図書館を現在使用して

いる図書館の中でもってその被災者の部分のそういうことであればわかるけども、新

築するということで考えた時に、こういう要するに３メートルから５メートルの水没

地域にありますよというこれは、先日いただいた資料ですけれども。 

  そういう中に作るのが、いかがなものかなというふうに思うわけです。 

  先程、同僚議員が言ったような部分がありますけれども、新築するのであればこう

いう想定のないところ、要するに安全・安心の体育館を作り、避難場所を作るという

ことが、私は当然考えられうることだろうかなというふうに思うわけです。 

  いまの体育館をそのまま避難場所として利用し充実していくということであれば、

それはいまのこの説明でも可能だし、その通りで良いのかなと思うけど、これから新

しく２０何億、その周辺を含めれば膨大な金額が新たに公共施設として作られるわけ

ですから、その部分について私はいかがなものかなというふうな疑念を抱くところで

す。 

  そこで町長にお伺いしたいです。 

  これだけ自主設計の図案がアトリエブンクから出されてきてあれしていますけど

も、私は当初から体育館新築するんでなく復旧でどうですか、復旧した方が良いんじ

ゃないですか、そういう話をしたら町長から反問権でもってこれだけ説明しているの

になぜ上村議員は反対なんだ、こうやっていままでも説明しているでしょ。 

  いままでは全員協議会で色んなことで説明しており、しかしこの議会での議論して

いるのは体育館・図書館の構想委員会の特別委員会での時のそういう話を町長から言

われました。 

  どうですか町長、一歩立ち止まってそしてもう一度見直しをかけるそういう勇気あ

りますか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 上村議員さん、町長からのお願いなんですけど、もうそういう

議論やめていただけませんでしょうか。 

  こんにちまで、この間、流れの中では、いまの質問でありますけれども、私はもと

より総合体育館は改修したいということで動いてきた経過あるわけであります。 

  それが耐震の中で、倒壊の恐れがある、危険な建物だからそれを使うことは難しい
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よということがあったわけですから、その危ないものをこれからも使っていくという

ことにならない。 

  それにプラスして経費をかけて、改修できるということにならない、国の指導も受

けてやってきて、残念ながら体育館の機能が必要だということから新たに改めて改築

にさせていただきたいということで、ご理解をいただきながら進めてきた経過あるわ

けであります。 

  私の進めは、全員協議会、合同委員会や様々な場所があったわけでありますけども、

そこは決定機関でないわけでありますから、あくまでも提案説明をしたり、内容なり、

経過説明をする場所でありますけれども、議会もそこを通じて議会の本議会の中でき

ちんとその為の予算付けをしていただきながら、調査をし基本設計を作っていただき、

そして基本設計に向けてきていると。 

  これは、やるということを前提できているわけですよ。 

  いまこの時点に来て、見直せだとか、改めてという話ありますでしょうか。 

  それこそ大変な私は状況に陥るという認識を持っているんですけどね。 

  その辺については、是非、私の方から逆にその辺の議論ではなくて、いま山崎議員

ではないですけど、これから施設の在り方として作ろうとしている施設をどういう機

能を持って、どう役割を果たしていくんだという方向に向かっていかなければいけな

い、その為にいま事前に経過を含めて図面等々含めて考え方を示しているわけですか

ら、そこにどんどんと上村議員が心配される要素のものを入れ込んでですね、本当に

素晴らしい施設づくりに向かっていくという、私は時期ではないのかなと思っていま

すので、是非、その辺の議論について、建物の場所につきましても先程来申し上げて

おりましたように、その辺の経過を踏まえて、この間の流れの経過については、現況

の外観図でありますけれども、きょうのお示しする以前の資料については、町民の方

にも公表し、こういう方向で行っております。 

  ご意見がありましたらということでやっている部分もありますので、改めてなしに

して考え直すという話には決して私はならないと思っていますので、いま言ったよう

なことの中で、今後に向けてどういう施設の在り方が望ましいかということにシフト

していただいて、ご理解とご協力をいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願

いしたいと思います。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） ここまで来たんだから引き返すことはできないという結論で

すね。 

  物事、それは行政として当然進めて行かなければならないわけですから、その足場

を固めながら進めてきていることは当然でしょうし、そのとおりだとは思うんですけ

ども、ただ先程言ったように、いまの体育館が修復はできないという町長の話ですね。 

  修復できないはずはないです、いまの技術で。 

  あれがそのまま耐震化なりして構造を、要するに修復した耐震構造の体育館に作る

ことが私は可能だと思うんだけど、いまの技術では町長は駄目なんだ、できないんだ
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という結論付けているけれども、そこらあたりの違いから改築という形に進んで行っ

ているわけですよね。 

  私は、それこそ札幌のテレビ塔にしても、東京タワーにしても年数かなり経ってい

ます。 

  しかし、きちんと直して使っているわけですよね。 

  ヨーロッパの方では何百年という建物が修復して使われている。 

  私はこの体育館も修復不可能なんだということは、それは町長の言葉であって修復

はできると私は思うわけです。 

  ですから、一歩止まって、この水害地域の中に３メートルから５メートルの水害に

なりますよ、最大規模こうなりますよ。 

  こういうことが出されて、更に、新しいのをそういうとこに作って、そこに同じよ

うに作る、何でもなければ良いわけですけども。 

  しかし、十勝のように今年の１０月の水害でもって想定外、想定外という部分がど

んどんどんどん増えてきています。 

  これは、開発局でもって想定に入れましたよということですから。 

  想定に入れたやつをそういうところに避難場所として、体育館を新たに作るという

ことは、私はいまのあるところを直して使ってあれするんであれば、それはいまの建

っているところを、だから話は分かるんですよ。 

  新しく作るというところにはそういう作るのかっていうふうな思いがあるわけで

す。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 上村議員さん、引き返すとか、引き戻すだとかということにな

りますでしょうか。 

  引き返すだとか引き戻す話になりますでしょうか。 

  いまいったご意見なんかも、以前から様々議員さんを含めて色んな方々から構想委

員会も含めて心配の要素もあったわけであります。 

  私がいっているのは、私が考えている決断は私がしましたけれども、改修に２億な

いしは３億の予算で改修をしたいと構想を持って進めてきました。 

  そういう耐震の問題を含めて改修をするとすれば耐震化はできないわけではない

とその都度言っています。 

  しかしそれには改めて３億から４億のお金がかかりますと。 

  そうすると総計、改修をするだけで、耐震を改修するだけで８億なり何億なりのお

金がかかりますと。 

  新しく作った場合はどうでしょうか。 

  国の様々な補助だとか、様々な機関、国交省の担当者にも色々相談をしました。 

  そこに８億もかけて耐震化をするという形よりも、それにもう少しプラスすると新

しくできるという構想も生み出せますよね。 

  私としては、中々難しい判断なんですけど色々アドバイスを伺いました。 
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  その時に、私はここでも色んなところでも議会に向けてもいいましたけれども、改

修したとしても、耐震したとしても、その後はあと何年もつんだという話もさせても

らいました。 

  そこにいくらのプラス要素があるかとすれば、これは設計してみないと分からない

数字もあるといいながらも、構想を持たしていただいて、こんにちまできて、結果的

には改築という方向性を議会からもいただいて、私は進めてきているわけであります。 

  ないがしろにして無視してこの間、検討なり調査なり基本設計なり自主設計に向け

ているわけではない。 

  議会でそのことを進めてよろしいでしょうか、改築に向けて新たに作ってよろしい

でしょうかということを議決をいただきながら進めてきている経過があるわけであ

ります。 

  議員さんはそうおっしゃいますけれども、ほかの議員さんも同じだとすれば、大き

な課題だと思いますが、決してそういう声は私は聞いておりませんし、このまま進む

ことが望ましいという部分を持っています。 

  いくら１つの考え方として整合性が取れないのは、それだけ議員さんがあそこの場

所が水害で心配だっていうのであれば、いまある体育館が何億も手をかけても心配の

要素は変わらないわけですよ。 

  全く違ったところに建てるというのならば、また展開も違うでしょうけれども、あ

そこの建物にそこが心配だから新しく建てるならわかるけどもと言いますけれども、

古くてもあそこは心配だという、皆さん私も含めて心配しているんですよ。 

  でもそこだけに頼るわけにはいかないので、色んな要素も考えましょう。 

  ですから議員さんおっしゃるのは、いま体育館に何億かけて改修するにしても、あ

そこ避難所、１０００年に１度の大災害を想定した場合に避難所として相応しいかっ

ていったら決してそうだといえる部分は私はなりえないし、その為に山崎議員さんも

その心配を含めてですね、様々なこともこれから考えていきましょうという形になる

のではないかなと。 

  私はそういう思いを持ちながら、これからも議会の同意を得ながら予算を確保しな

がらですね、こんにちまで来ておりますので、この方針は変わっておりませんので、

今後につきましてもこの件についての私は答弁は最後にさせていただきたいと思い

ますけれども、これについてはこれからお答えするつもりはございません。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） よろしいですか。 

  他にございませんか。 

  無いようですので、以上で質疑を終わります。 

 

    ◎その他 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 次に、その他を議題といたします。 

  委員の皆さんから、何かございませんか。 

  無いようですので、以上でその他を終わります。 
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  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） その他で２件報告をさせていただきたいと思います。 

  １点目でありますが、美利河観光施設の指定管理に向けた状況報告であります。 

  平成２９年４月からの新たな指定管理者の候補として、ＴＴＮコーポレーションに

要請してきていることにつきましては、既に報告をしてきているところでありますが、

１２月中における受託の有無に向けて現地確認をしていただき、様々な資料提示をし

てきているところであります。 

  先週から具体的な調整に入り本日の午前の段階でありますが、スキー場については

会社自体での管理運営の経験もないことから困難として、スキー場の運営管理を除い

た運営と管理体制等の精査を行ってきているという報告を受けていますが、この相互

に様々な調整を図りながら現在２，５００万円前後の指定管理料基本額で最終調整を

図ってまいりたいと考えているところであります。 

  この事から１月中には計画書等の提出をいただき、庁内審査を経て３月定例会に提

案し、指定管理業の指定により正式に決定されてからの契約行為ということになるわ

けでありますけども、そのことに向けての様々な手続きが必要となります。 

  しかしですね、現在の会社から新たな会社になりますので、更新ではなく新たな指

定管理者となることから、議決後、４月１日までに諸手続きの関係で早い段階での指

定管理の指定が必要があるとすれば、臨時議会を要請することも含めてこれから対応

してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  ２点目でありますが、１２月の９日に商工会の会長をはじめとする幹部の方々が来

庁されまして、まちづくり会社設立の検討状況と方向性についての報告をいただきま

した。 

  商工会はこの間、いまある働く場の確保及び働き手の確保と福祉的障がい者雇用と

いう視点を持って様々な調査・検討をしてきているところでありますが、行き着くと

ころはその受け皿づくりが重要であり、そのことをまちづくり会社として解決の糸口

を見出したいと、この間、何回も勉強会を開催し、更には、会社設立に向けた準備に

向けた検討会も行ってきていることの報告をいただきました。 

  これらの勉強会にも町職員も加わって意見交換もしてきており、その顛末について

も町長も十分に承知しているわけでありますが、何よりも町長としても、そのまちづ

くり株式会社の存在ということは、一緒に必要性を強く思っているところであります。 

  構想当時は、出資を募り株式会社化としての立ち上げを目指していましたが、具体

的な業務や業務量の推計、職員等の体制づくりに向けて解決しなければならない課題

もあるが、この４月に高等養護学校卒業生の受け入れを行う為にも、一般社団法人と

して立ち上げて、様々な業務等を積み上げながら将来的には株式会社化を目指してま

いりたいとの考えを示していただいたところであります。 

  今後も勉強会や将来に向けた検討にも町長として、そして町として参画したり、あ

るいはいずれにしても障がい者雇用ということでは、福祉面でのサポートは行政の大

きな役割でもありますので、連携を図ってまいりたいと考えておりますのでよろしく
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お願い申し上げたいと思います。 

  このように様々な事案についての経過報告については、今後とも綿密な連携体制を

取りながら議会にも情報提供してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） ただいまの説明に対し、質疑があればお受けい

たします。 

  ありませんか。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） ちょっと聞き洩らしたんですけれども、２，５００万で指定管

理をお願いしたいというのか、それともＴＴＮの方から２，５００万で引き受けたい

というのか、ちょっとその辺をもう一度詳しくお願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 基本的な数字のやり取りというのはこの間、行ったり来たり

と言いますか、会社として現在の経営状況を算出しての金額を出してきたりもしてい

ただいています。 

  うちの方としては、基本的な指定管理は２，５００万というのが通常いままでやっ

てきております。 

  今年の場合、たまたまもう１年スキー場の運営をお願いしたいということで、議会

の皆さんにもご理解いただいてプラス１，５００万という数字を追加支援をした経過

はありますけれども、うちの方としては２，５００万前後でお願いをしたいというこ

とでここの数字の中での最終の調整をしているということであります。 

  具体的にその細かな数字まで行っていないんですが、基本的にはうちの方は２，５

００万を超える大きな数字というのはちょっと想定できませんので、そのやり取りの

中で最終の調整をしている段階ということで、町長の方からいまお話をさせていただ

きました。 

  それで、きょう町長からもお話がありましたけれども、正式にきょういただきまし

たが、スキー場についてはですね、検討はしていただきました。 

  スキー場の経営の金額なんかもマックアースの方に数字を直接聞いていただいた

りしてですね、検討はしていただきましたけれども、スキー場については中々ＴＴＮ

としては運営を指定管理の中に含めてやっていくというのは無理だということでの

きょうはご返事をいただいたのが、町長のいまの経過の報告であります。 

  よろしくお願いいたします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） マックアースは２，５００万でスキー場含めて指定管理をやっ

ていて、スキー場を除く施設、２，５００万でＴＴＮが受ける話にこれからなろうと

しているんだけども、ちょっと何かこうスキー場を除いて２，５００万っていったら、

いままでやっているのが何かちょっと私としては理解できないんですけども、もう少

しスキー場の部分についてはこれからどうするかという考え方はどうなんでしょう
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か。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） ２，５００万でマックアース全部やり切れたわけではないん

ですよね。 

  マックアース自体はスキー場がプロのスキー場経営のプロでありますから、スキー

場をメインとして指定管理の中で経営をして行くということでお願いをしていた経

過がありますよね。 

  それで現実には１，０００万程の赤字があったわけでありますから、それで要は継

続できないというのが今年の当初のあれでしたよね、雪不足もあってということであ

りましたので、それでうちの方としては追加の支援ということでありますから、その

マックアース自体が２，５００万でもしやれるのであればそのままやっていただくの

がうちの方では１番でありましたけれども、それができないということでありました

ので、追加支援のお願いをしたという経過であるということで、１つ押さえていただ

ければと思います。 

  ただ、スキー場のそのものの、色んな金額についてはですね、指定管理の有無の時

にまた改めて提示をしたいと思いますけれども、２，５００万では中々運営上プラス

にはなっていかないというのも事実なんですよね。 

  それから、スキー場のことをどうするかという話だと思うんですが、スキー場その

ものについてはまずは、きょうまでのスタンスはできれば私がＴＴＮに伺った時もス

キー場を含めてということで一応お願いをしてきました。 

  というのはスキー関係者からの声もありましたし、要望もいただきましたので、前

もお話しましたけれども、その文章も直接社長さん、常務の方にですね渡しました。 

  検討させていただきました。 

  それから今回も３日間来られた時に、時間を作っていただいて、直接ですねスキー

場の関係者の皆さんにも思いだとか色々託していただきました。 

  それを踏まえてＴＴＮの方はスキー場の方は中々難しいということで、きょう返事

をいただいたというのが現状でありますから、いまの時点でスキー場どうするんだと

言われれば、町長の方からあると思いますけれども、スキー場については取り止めと

いうことが、タウンミーティングでもお話をしていますけれども、ただタウンミーテ

ィングの時にはまだお返事をいただいておりませんでしたので、そういう経過での直

接的なお話をしておりませんけれども、いまの状況の中で指定管理を受けていただく

ところがないということになれば、自ずとスキー場については廃止の方向が強いとい

うふうに私の段階ではそう考えておりますけれども、答弁としてはそういうふうにな

るかと思います。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  ないようですので、質疑を終わります。 

 

    ◎閉会の宣告 
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〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 以上で、本日の合同委員会を閉会いたします。 

  ご苦労様でした。 

 

閉会 １５時３８分 
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