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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２９年３月３日（金） 

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 議案第１号 今金町課設置条例の一部を改正する条例制定について 

   議 件 ２ 議案第７号 今金町観光施設に係る指定管理者の指定について 

   議 件 ３  報 告 事 項 今金町公共施設等総合管理計画について 

  議 件 ４  報 告 事 項 新公立病院改革プランについて 

 

  ＊産業教育常任委員会所管 

   議 件 ５ 報 告 事 項 今金中学校耐力度調査結果について 

   議 件 ６ そ の 他 総合体育館・図書館建設事業について 

 

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     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 
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〇欠席委員 ６番 徳 田 栄 邦 君 
 

〇出席説明員 

町 長            外 崎 秀 人 君 
副 町 長            中 島 光 弘 君 
教   育   長            田 中 俊 一 君 
総 務 財 政 課 長            森   朋 彦 君 
総務財政課長補佐            住 吉  淳  君 
まちづくり推進課長            寺 崎 康 史 君 
まちづくり推進課長補佐            山 田 哲 也 君 
まちづくり推進課主幹                        田 中  崇  君 
教育委員会事務局長            杉 山 輝 希 君 

国 保 病 院 事 務 長             柏 田 泰 明 君 

国保病院事務次長            立 島  剛  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） 皆さんこんにちは。 

  何かとお忙しい中、理事者の皆様そして議員の皆様にはご出席をいただきありがと

うございます。 

  早速ですが、会議に入りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

     

    ◎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。 

  第４回議会定例会、提出議案につきましては各常任委員会においてご審議していた

だいているところでございますが、全議員に説明し、ご審議していただきたく合同委

員会の開催をお願いしたところであります。 

  本合同委員会案件につきましては、各所管課より説明等を行いますが、町長より提

出議案と報告事項の趣意を述べさせていただきます。 

  １点目でありますが、課の設置条例であります。 

  行政執行の体制としては、事務事業ごとの課設置とすることが基本的な望ましいこ

とになります。 

  しかし、行政の事務事業は他の業務、課との係わりが必ずあり、協力連携が重要で

あります。 

  この間、業務量もありましたが、関連があるとして商工振興、観光振興をまちづく

り推進課に位置付けてきたところであります。 

  人口減少対策を含めた喫緊の課題である雇用、仕事おこしをより一層推し進めるた

めに、専掌課を設けることにしました。 

  このことにあたりましては、人口を増やすには働く人並びに家族の定着が基本とな

ることから、雇用の拡大を目指すこと、新たな職場づくりをするのと、いまある職場

における雇用の拡大を目指すこと、更には雇用に結び付く新しい事業の創設や、新た

な産業を作り出していくこと、そして公衆浴場の管理運営と今後における新たな交流

施設としての取り組みを模索していくことを含めて、観光振興と連動した交流等の業

務を担うことになります。 

  このことから、実際に業務を担う職員５６名からの提案を受けて、業務内容が分か

りやすく、国をはじめとする情勢の流れに合うような、聞きやすく言いやすい名称と

して、まち・ひと交流課とするものであります。 

  また、産業振興課の分野に含まれていた商工観光分野を更に明確に切り離した方向

付けができることから、この間、ご意見をいただいていたことを受け止めて、農林業
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に特化した課名に変更するところであります。 

  なお、国の総合戦略担当として特化してきた、まちづくり総合戦略室につきまして

は、戦略策定を終え実施段階に入っており、事業推進と検証等は町の企画調整と財政

分野において対応していくことが可能となることから、まちづくり推進課でその事務

を担うことで発展的な廃止といたします。 

  ２点目でありますが、美利河地区の観光施設の指定管理につきましては、この間、

予定会社とは現況の管理業務を基本に協議をしてまいりました。 

  なお、スキー場施設は国からの借用地であり、今後、リフトの扱いや国有地の利用

計画の協議をしていくことになりますので、その間、敷地の草刈りやリフトの管理は

引き続き行うことになりますが、リフト運行を外した内容で受けていただける環境が

整ったことから提案するものであります。 

  報告事項となりますが、報告事項の１点目でありますけれども、公共施設等の総合

管理計画は国が示す１０年を見据えた計画でありますが、前期５年間のシミュレーシ

ョンは総合計画後期計画と連動することから、精度の高い予測値で整理することがで

きました。 

  しかし、その後の５年間は、第６次総合計画期間となることから、根拠となる総合

計画の策定が行われていないこともあり、３３年度以降は予測となるわけであります。 

  このことから、経年劣化や耐用年数で対策が必要とされる建設事業をピックアップ

して整理をしたところであります。 

  なお、その中での今金中学校につきましては、いまの第５次総合計画で老朽化の進

む中学校、給食センターの改築が求められていますという記述で、第６次計画に繋ぐ

前振りをしているところでありますことから、改築を前倒しした形での、より現実的

な計画としたところであります。 

  ２点目は、新公立病院改革プランについては、国からの指示があろうとなかろうと

策定しなければならないことであります。 

  しかし、ガイドラインの中で示されている自分の病院の改善改革は基より、今金町

に当てはめますと、第２次医療圏の地域医療構想を見据えたものとするという、重い

整理があることから、現段階での結論付けも行えることにはならないところでありま

す。 

  経営改善にできるだけの努力と工夫をしていくことで、国保病院運営委員会にお諮

りをし、まとめたところであります。 

  ３点目でありますが、今金中学校の耐力度調査結果につきましては、今後、北海道

教育委員会等との協議や様々な手続きを得ながら、取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  ４点目でありますが、総合体育館・図書館建設事業につきましては、実施計画に取

り組んだ段階で、既に事業着手していることになりますことから、その財源調整など

並行して様々な手続きをしてきているところであります。 

  今後においては、工事に向けた対応や完成後の施設の管理運営面について、しっか
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りと対応をしてまいらなければなりませんので、議会におかれましても提案、助言、

ご指導等を賜りたく、お願い申し上げるところでございます。 

  こののち、それぞれの所管から説明、報告をいたさせますのでご審議をお願い申し

上げます。 

 

    ◎開会の宣告 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 徳田君より欠席の届け出があります。 

ただいまの出席委員は１０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、議案第１号、今金町課設置条例の一部を改正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。 

  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。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） それぞれの課、それからグループにおいての定員といいます

か、人員配置はどういうふうになっていますか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） いまの現状の配置の人数を勘案しながらというふうに

考えておりますけれども、このあと業務量ですとか様々精査をされますが、そこに多

寡がないように配置の方は考えていきたいと思っております。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） ４月１日からですよね、それぞれ業務って決まっているわけ

だから、この課設置条例を提案する段階でもう既に定員というのは決まってないんで

すか。 

  これから考えるんですか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 決まってないわけではありませんが、基本的には先程、担当

課長が申し上げた通り、現状の課の体制を基本としておりますけれども、４月採用分、

それから今後の色んな業務の内容を含めて再調整が必要な部分がありますので、確定

はしておりませんけれども、一定程度の数や配置については考えております。 

○１０番（山崎 仁君） いま出るの。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 先程申し上げた通り、新しい課についても、いまの総合戦略

室をベースとした人数配置を基本としておりますけれども、各課の人数については、
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各課のこれから色んな情報があります。 

  業務量の問題だとかありますので、それから今期採用をする分も踏まえて確定をし

て、町長の人事の中で発令をして行くということでありますので、いまの段階でどこ

の課が何人増えるだとかということについては、まだ確定はしておりません。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他に質問ありませんか。 

  向井君。 

○４番（向井孝一君） ２７年に１度、組織改革をやって、今回、見直して、また元に

戻ったり新しい課を新設するということなんでが、それによって所管の部分の名称が

変わるということはないということで捉えて良いんですか。 

  というのは、例えば産業教育常任委員会であれば、その中に今度入ってくる部分も

あると思うんだけど、それはいままでのような名前の中で別に問題はないという捉え

方で良いのかな。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） いまのは議会の中で話し合うべきことではない

ので、ちょっと。 

○４番（向井孝一君） はい、わかりました。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他に質問ありませんか。 

  質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  次に議件２、議案第７号、今金町観光施設に係る指定管理者の指定についてを議題

といたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  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）（まちづくり推進課長説明、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。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） まずいま、議件が今金町観光施設ってことなんだけども、こ

こに載っているのはクアプラザピリカの指定管理者についてってことなんです。 

  ここのところはどっちが正しいのか。 

  観光施設ということでの提案なんだけれども、説明はクアプラザピリカの指定管理

者、これがまず１つ。 

  それから、５ページの人件費なんですけれども、人件費、人員、職員数ですね、平

成２７年度実績でいうと何人になりますか。 

  予定では８の５、給料と雑給で８の５となっているけども、現状いままで何人でや

ってきたか。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 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） 今回の説明につきましては、今金町観光施設に

係る指定管理者の指定についてという説明をさせていただいております。 

  条例で観光施設に係る、条例上、今金町観光施設という項目がございまして、それ
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にレストハウスとスキー場のこれと同じものが載っておりますので、総務厚生常任委

員会資料のクアプラザピリカ指定管理者についてというのは間違いでございますの

で、お詫びして訂正させていただきたいと思います。 

  ２点目の人件費についてですが、２７年度実績での人員は給料手当が出ている職員

数は１１、雑給が出ている職員数は４でございました。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 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） 今金町観光施設、条例上と言いましたが条例上

に掲載されているのは、クアプラザピリカのセンターハウス、スキー場、奥美利河温

泉山の家、この３つの施設を総合してクアプラザピリカという形で、今金町観光施設

というふうに位置付けております。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他に質問ありますか。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） これで行くと、２９年、３０年は赤字が出ることになっている

んですけども、この赤字の部分はどちらが負担するということになっていますか。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 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） 今回の指定管理につきましては、前回のマック

アースもそうでしたが、協定を結ぶ際、基本協定書と年度協定書という２つの協定を

結んでおります。 

  基本協定書には、年度ごとの指定管理料を、これは謳っておりませんが、年度協定

書においてそれぞれの指定管理料を定めております。 

  それで２９年度の計画なんですが、クアプラザピリカというのは光熱水費等におい

てスキー場と本体のレストハウス、これが明確に分かれない部分もございまして、い

ままで一括して、まとめて収支計画を作っていたんですが、今回これを作るにあたり

まして、そこの部分を按分と言いますか、算出を分けていまのマックアースにお願い

をして数字を出してもらいました。 

  実績というのが、平成２９年をもってでないとはっきり分かれてこないものですか

ら、その辺の不明確な部分もございまして、２９年度計画を立てておりますので、そ

れを踏まえながら３０年及び３１年それぞれの年度ごとについて指定管理料を、赤字

が出た場合には経営改善計画を一緒に立てながら、そのようにして協議を行いながら

年度ごとの基本協定に指定管理料を謳っていきたいというふうに考えております。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 日置君。 

○７番（日置紳一君） 赤字が出たら次の年には出ないように増やすとかっていうふう

にとれるんですけど、そういうやり方なんですか。 

  そんな決め方っていうのはどうなんだろうね、それ。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 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） いま現在、年度協定書をまだこれは案の段階で

すが、議決されましたなら年度協定書を正式に交わすわけですが、この中で黒字にな

った場合、利益の還元については年度末において一定程度の収益が見込まれる時にな
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った時には、営業利益の２０％相当を今金町の方に納付するというふうになっており

まして、赤字については、先程も言いましたように、その原因を分析しまして、それ

を経営改善につなげるような形で、赤字の分を補填するという考えではなくてですね、

どのようにしたら営業改善ができるかということも踏まえながら、年度協定を結んで

いきたいというふうに考えております。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 日置君。 

○７番（日置紳一君） 黒字になったら２０％還元するから、それまでの間は赤字にな

ったら出してくれと言わんばかりの協定ですよね。 

  はっきり言って。 

  それ何十年も黒字にならなかったら、ずっと出さなければならい。 

  そんなような形になっていくような気もするんで、もうちょっと何かきちんとした

協定を結べないんですかね。 

  向こうもやる気があって受けた以上、やはり赤字が出たら大きな会社がバックにあ

るわけですから、その辺は責任を持ってやってもらえるような協定を結べないもので

すか。 

  どうですか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 現状についてはいま、担当課長から説明いたしましたけれど

も、当然ながら数字が明確でない按分の部分というのはありますので、言い方として

はいま、そういう担当課長が言い方をしましたけれども、私達もですね、大きな黒字

が出るとは思っておりませんし、それから大きな赤字が出ない程度のいま考え方をし

ておりますので、基本的には赤字の補填ということでの対応をしようというふうには

思っておりません。 

  ただ、現状皆さんもご存じだと思いますけれども、例えばホテルについては部屋数

がもう限定されております。 

  その１部屋に、大人数がたくさん毎回入れば良いんですけれども、中々そういうこ

とは考えづらいものですから、町としては夏場の集客ということに関しては、ホテル

の収容っていうのはいま、プールの部分の改修も計画しておりますけれども、中々そ

れが今年の多分秋口に補助決定をしてからということになると思いますので、夏場に

例えばいま元のパークゴルフ場だとか、色んな部分のアクティビティーが全く動いて

いませんので、そういう意味ではその他の収入もきちんと上げられるような、そうい

う体制の支援もしていきながらやって行きたいというふうに思っています。 

  ただ、基本的には赤字を補填するという考え方の全体には立たないつもりでおりま

すので、その部分については、私達も協議を進めておりますのでよろしくお願いいた

します。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） ただいまの説明でよろしいですか。 

  他に質問ありませんか。 

  上村君。 
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○１１番（上村義雄君） この資料の中で、指定管理という説明をしながら観光施設運

営計画ということで載っております。 

  これは今金町の観光施設の運営計画、今金町の運営計画でしょうから、これは指定

管理をＴＴＮに指定管理をして、こういう地域に根差した概略的な部分でこうやる形

で進めますという、これは考え方を出されたものだろうというふうに理解するわけで

すけれども、１つは、このＴＴＮと２９年４月１日から３２年３月３１日までの指定

管理をしますよということになっておりますね。 

  それでその指定管理の、いままでにもマックアースとの指定管理を交わしながらや

ってきて、当初は３年という計画でした。 

  それは１年、１年の全体の３年間という計画は計画で１年、１年の経過を見ながら

再度しますという、その見直しをかけるというもとで進めていた。 

  今回の部分でＴＴＮとの３２年３月３１日までの指定管理の全体の中での管理は

契約しました。 

しかし１年、１年の状況によっては、その内容的なものこれはこれからしますよと

いう感覚なんでしょうけれども、その当然、指定管理をするからには契約書を交わす

わけですし、条約もそれぞれのどういう条件で、どういう形でやるかというものはも

う既に決まっているんでしょうから、そこらあたりの内容的なもの、それは観光施設

の概略的な考え方っていうのは、私も理解できますし、そういう部分で何とか地域の

振興になり、そしてまた雇用者の部分になっていけば良いなとは感じます。 

ただ、この部分でＴＴＮの方にすれば、今後、これからこのセンターハウスだけじ

ゃなくて、町の町有地を調査費で策略が見えて、結果の部分が今後の形で出てくるん

でしょうけれども、そういうＴＴＮが実際に今金に、そして美利河に根をおろしてや

って行こうという意志を持って進めてくれているんであれば、逆にこのセンターハウ

スからそれらの部分についても、もっと理事者の方で、この指定管理、そしてまた他

の町村でも、私は前にも申し上げたことがあります。 

八雲町の例を申し上げて言いました。 

指定管理、指定管理で毎年そういう形を取るのか、またいまこの今年の予算の中で

総額にすると１億からのこのセンターハウスの施設の直す部分の予算を見る形にな

っているようでございますけれども、それらの部分が結局は町の持ち出しになるわけ

ですね。 

そういったところも含めて、もっと理事者でそういう基本的な考え方と、腰を据え

た考え方、ＴＴＮにしても腰を据えた進め方をして行こうという形でしょうから、同

じように今金町に腰を据えて、美利河に腰を据えてやろうというのであれば、理事者

の方もそういう腰を据えた管理運営にしても、そういう考え方というのはできないも

のかどうかということを１つ伺っておきたいと思います。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 上村議員の方から色々質問がありました。 

  将来的な構想も含めてそうでありますけれども、１つは大きな壁はあくまでも町有
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施設なんですね。 

  いま同僚議員の方からも色々質問があったように、町の公共施設をどう管理するか

ということについては、大きな当然課題であるわけでありまして、町が単独で管理す

ることは非常に困難であるということと、もっと民間の発想を持ちながら効率的に運

営するとすれば、民の力をいただこうということから、指定管理者制度、これは国の

方でもそういう方向付けをされているわけでありますから、全てではないですけれど

も、そういう道筋を作ってきていると。 

  ただ、この部分の中は町はあくまでも、クアもそうでありますけれども、この施設

を設立した経過というのは、長くやっている議員さんはご存じだと思いますけれども、

地域振興の為にあるいは雇用促進の為に、ダムの開発を含めた地域振興ということで

設立された施設であるわけでありまして、初めから黒字化を狙っているという要素で

はなかったわけであります。 

  いまこそ観光施設という言葉を使っているわけでありますが、センターハウスを含

めた施設はあくまでも、林業とか農業とか振興の補助金をもらった、その政策として

研修所という形の中で造ってきた経過があるわけであります。 

  いつの間にか、観光施設あるいは宿泊施設という形になっているわけでありますけ

れども、基本はそういうベースになっていると。 

  ですから建物が大きく、町長になってからよく言いますけれども、建物そのものが

先程、副町長が言ったように、いわばホテル的なもの本当の意味の旅行客、観光客を

中心とした宿泊できる機能かといったら、決してそうではない。 

  そこに大きなネックがあるわけであります。 

  部屋数はありますけれども、そこにいまのところは満杯状態が続いておりますけれ

ども、１人なんですね。 

  家族なり、何人か泊まるとそれだけの収入も増えるわけでありますけれども、ただ

その辺の壁がある。 

  さて、この施設をどういう管理、維持をするかということにつきましては、町長は

基本的にはこういう施設全ての基本は、かかるものはかかっていくわけであります。 

  それをいかにしてより効率的にコストを落として管理、運営していくかということ

については重要な課題があります。 

  もう１点は、いま上村議員おっしゃっていただいたように、将来的にもいつまでも

公共施設、公共施設という形でもって行くのかということでありますが、その道筋は

町長になってから随分色々と道筋を考えてまいりました。 

  これは事例をあげますといくつかあるわけでありますけれども、あと１点目指した

ものがありました。 

  このクアプラザピリカについてもマックアースリゾートと初め、町長はもう運営を

しない、スキー場も廃止しますという方向性を持ちながら進めてきた経過があるわけ

でありますけれども、非常に条件の良い、受ける会社がありましたので、そこと交渉

を重ねてきたわけであります。 
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  そことは、まずは３年間の計画を持ちながら将来に向けてマックアースリゾートの

考えにしたい、願わくばこれからの施設を含めてスキー場の新たな施設整備含めて考

えようということの基本的な考えをいただいて、私としては将来に望みをつけて、そ

の２９年のしめの年であったわけでありますけれども、残念ながらその計画を見るこ

とができませんでした。 

  であればこの施設、廃止することをできませんので、何とか最低限の施設を補助す

るためにということから、今回の色々提案になりまして、様々な調整を図ってきたと

いうことを是非ご理解いただければなと。 

  いままで、私も随分検討したり、様々声をかけてきた部分もあるわけでありますけ

れども、議員がおっしゃったように、本来であれば私はこの施設を民間の方に譲渡し

たい気持ちも持っているくらいです。 

  そして、あそこの地域振興、観光振興、加えて雇用と、町の観光振興に役立てる施

設ということで供してくれるのであれば、そういう最も望ましい方向はないだろうと

いう事を考えても来ておりますし、いまもそれはないわけではないんですが、ただ大

きなネックがあります。 

  あの施設を仮に安く売買しても、ごく普通の入札で売買しても、買う方に税金がか

かるんですよ。 

  莫大な税金がかかるんです。 

  これも町長になってから１つの事例を申し上げますと、ほこほこ台地の広域連の方

にお貸ししているわけでありますけれども、それを譲渡しますということで話を進め

ました。 

  せたな町の農協の組合長と今金町の組合長、そこで譲渡の基本的な合意をいただい

たわけでありますけれども、結果的には断念させられました。 

  何かと言いますと、譲渡税が莫大、６，０００万とか７，０００万かかってしまう

ということから、断念をした経過がありまして、いま上村さんが言うように将来的に

はそういう方向性も考えたいんですけども、相手方にどういうようなあまり負担にな

らないような、やっぱり運営の仕方あるいは譲渡の仕方をこれから考えていくことは

町長としては当然やっていかなければいけない重要な要素ではないかなと思ってい

ます。 

  いますぐにという形にはなりません。 

  ただ、先程言ったように、あくまでも公共施設の１つでありますけれども、かかる

経費はかかるわけでありますから、それを値切ってどうするかと、結果的には受ける

方も収益を上げる努力をして受けるわけでありますから、初めから赤字で受けるなん

て言う業者は私ははっきり言ってこの世に存在しないと思っておりますので、その辺

はうちの方もだからと言って言いなりになっている数字は作っているつもりはあり

ませんし、その辺の調整を図りながらこれからも進めているわけであります。 

  ただ、残念ながら細かい数字、かかる数字、これは営業努力は関係なくして、先程、

うちの課長が申しましたように、光熱水費とか何かというのは、その辺の状況によっ
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て変わるわけでありますから、その辺に大きく負担がかかる、あるいは軽減されるの

であれば、その辺は可能性が有るという含みを持たせていただいているわけでありま

すけれども、基本はこの数字で受けていただいて、副町長が言ったように、いままで

の経過も含めてそうでありますけれども、この中でやっていただきたいと。 

  あとは黒字化に向けた努力をしていただきたい。 

  赤字についても受けるということで受けていただく覚悟をいただきながら、お願い

しますということで進めるということになっておりますので、ご理解いただければと

思います。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他に質疑ありますか。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） 色々説明されたんですけど、もう少し分かりやすく言ってもら

うということなんですけど、要するに基本協定をまず３年間やると、して年度協定の

中でのやり取りは指定管理の部分だけということなんですか。 

  して指定管理の２，５００万というのは、固定でやるということなのか、その辺お

願いいたします。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 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） 指定管理者制度につきましては、委託契約では

ございませんので、契約書を締結するということはございません。 

  一般的に指定管理、３年から５年のもっと長いところもありますけれども、３年か

ら５年を目途に指定管理を行っているところが多いかと思うんですが、３年間につい

ては基本協定書というものはありまして、これは基本総則、総合的なところから始ま

りまして、業務の内容ですとか、備品等の扱い、確認事項、事業報告書をいつまでに

提出するとかそういうようなことを謳った細かい部分がございます。 

  それに基づきまして、年度協定というのを締結するんですが、これについては指定

管理料がそこで明確に謳われてきておりまして、これをいつの時期に何回に分けて払

うかという取り決めを行います。 

  それでまずは、平成２９年度は先程も言いましたように、不明確の部分もあるんで

すが、先程の試算で行きますと２，５００万が妥当であろうということで、２９年度

についてはその額になりますが、これにつきましてはその年の黒字、赤字と言います

か、収支が違ってくるとは思うんです。 

  町長の方からもありましたように、いま現在クアプラザピリカというのは１１月ま

では満室状態が７月から１１月までは、ほぼ満室状態が続いておりまして、これは観

光客というよりはビジネス客が多いんですが、新幹線の拡張ですとかそういったもの

に係るものも少ながらずあるのかなというふうに思っております。 

  この傾向というのは多分、今後数年は続くのではないか、あと工事関係者の長期宿

泊もございまして、これは美利河ダムの工事、あと今金橋の架け替えに関する工事、

それと北電の送電線工事ということがありまして、工事関係者もコンスタントに泊ま

っていることがございますので、この傾向というのは少なからず続くだろうと思って
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おりまして、ご説明をしたホテル部門の売り上げというのは、平成２７年度実績を踏

まえて客室の問題はございますが、このように着実に伸びるかという確約はございま

せんが、５２０万程度のこれ以上の収益というのは上がるだろうと予測しております

ので、２，５００万この指定管理料もそれほど大きくかけ離れたものではないという

ふうに考えておりますので、これにつきましては毎年度見直しをして行くということ

で、年度協定を締結していきたいと考えております。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） とういうことは要するに、さっき同僚議員の方からも話があっ

たように、赤字が出た時にはそれなりの協議をして、指定管理の上げ下げをするとい

う判断なんですか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 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） 先程も述べましたように、その年の赤字分を補

填するという考えではございません。 

  収支の分析を行いまして、何に問題があったのかということを分析させて、これは

お互いに分析しまして、それを協議の上、それでは指定管理料をいくらにすればその

収支が釣り合うのかということを協議しながら、次の年の指定管理料を定めていくと

いうことを考えております。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） ホテル事業で５，２００万から５，７００万の収益を見込まれ

ているんですけれども、いまの状態で行くと満室状態で１人ずつの泊りだと１４人し

か泊まれないということなんですけれども、これは要するに満杯状態、収容人数を多

くするためにはホテルの中も改装しなければならないということも考えられますよ

ね。 

  そこら辺についての、改装だとかそういったものについてのさっきの話というのは

どのように考えられているんでしょうか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 基本的に指定管理を受けている側が改装するという話にはな

りませんので、じゃあ町の方がいまの各部屋の改装を考えているかというと、いま現

実には考えておりません。 

  それだけの投資をするという状況にないというふうに思っております。 

  ただ、先程言いましたとおり、プールはこれからどういう形にして、例えば合宿型

にするのか、色んなパターンを少し工夫をして収益を上げるような形を取りたいなと

思っていますし、それから宿泊部門以外の夏場のフィールドワークというか、そうい

うものの収益も上がるように、それは指定管理者側だけがやるんではなくて、それは

町の方もしっかりやっていかなければならないことでありますので、私どもについて

はいまの改修ということは考えておりません。 

  ただ、部分的にバリアフリーというのはやっています。 

  というのは、いま高齢者だとか障がい者の皆さんに宿泊をしていただいたり、利用
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してもらうような管内７町の取り組みをしておりますので、そういう一連の動きはあ

りますけれども、客室を改修するだとか、部屋にトイレがないとかありますけれども、

トイレを付けるだとか、そういうような考え方は持っておりませんので、よろしくお

願いします。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他にありますか、質疑。 

  もし質疑がなければ、これで質疑を終わりたいと思います。 

  議件３、報告事項、今金町公共施設等総合管理計画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） 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） それでは暫時休憩をいたします。 

 

休憩 １４：３９ 

開議 １４：５０ 

 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  先程、説明が終わりました議件３、報告事項について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。 

○１０番（山崎 仁君） 何点か、お願いをいたします。 

  この公共施設等総合管理計画、これはこの目的にあるように、２６年の４月に発出

されたもので、全ての地方公共団体がこれを策定しなければならないという、要する

に長寿命化を図れと、使えるものは使えということだと思うんですよ。 

  新しく作ることから、賢く使うことへの転換ということで、私も以前から早く作っ

て示して欲しいとは言っていたんですけれども、２６年の４月に発出され、その後、

２年間かかりました。 

  他町においてはもう既に策定、提出をされているところもあるんですけれども、２

年間かかった理由っていうのは何ですか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 様々理由はあるかと思いますけれども、今年度に至っ

た経過というのは、この計画を作るためには固定資産台帳ですとか、こういう財産台

帳のようなものを整備が必要だということもありますし、それから２８年度決算から

該当になる公会計制度、こちらの方との関連性も非常に深いものになっておりますの

で、そういったものと一体となって整備をしてきた経過が２７年度から２８年度にこ

の策定をしてきた経過の１つかというふうに私どもは考えております。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 他の町についても同じような取り組みをしているとすれば、
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もう少し早く頑張って欲しかったなということです。 

  それから４ページなんですけれども、この計画の位置付け、これは総合計画の下位、

総合計画を上位計画とする最上位計画の次の計画だということなんですけども、財政

健全化プログラムも同じように総合計画が上位計画という、この整合性というか並び

方というのはどういうふうになっているんですか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） ここでは、総合管理計画に特化した標記をしておりま

すけれども、全ての町にある計画の最上位計画は総合計画であります。 

  その次に、あるものは様々な計画がありますけれども、特に関連性ということで、

はやはり財政的なこの管理計画を進めるにあたっては、財政的な課題も多きいですか

ら、財政推進プランの方とどちらが上とか下とか言うよりも、並列で見ていただくの

が１番良い形かなと思っております。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） ちょっと中身に入らしてもらいたいんですけども、１５ペー

ジ、今金町人口ビジョンより抜粋をされた資料が載っています。 

  これについては、年齢３区分に分けて将来どうなるってことが書いてあるんですけ

れども、平成７２年、２０６０年には３，８８０人、これが人口ビジョン、いわゆる

社人研で出された２，８００よりも１，０００名減りが少ないだろうという予想がこ

こに出ているんですよね。 

  社人研では２，８００を何とか抑えようということなんだけれども、ここに出てい

る合計特殊出生率の向上と、社会減から社会増への転換、出生率がいまの状況よりも

良くなるという前提だ。 

  それから、先日も新聞に報道で出ていましたけど、道南においては七飯町だけは増

になっているけども、ほかは軒並み減っている。 

  この出生率の向上と社会減から社会増になるというこの要因って何ですか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） この計画については、ご存じのように２７年度、国の

総合戦略の考え方に基づいて地方版でというところであります。 

  その基で、将来の地域の人口動態、これを推計をし、かつ地方版の総合戦略を進め

て行く中で、改善をしていきましょうということの見通しで表したものかというふう

に思っておりますので、ここでいわれている出生率の増加ですとか、そういう好転す

る要因については、２７年度に策定をした今金町バージョンの総合戦略、これを着実

に行うことで改善がされるということを目標として進めていくという考えかと思い

ます。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 以前にはそういう説明もいただいていますから、確認の意味

で聞いているんで、難しい話ではないと思うんですよ。 

  これが実現できれば、これは２，８００が３，８００でおさまるということですか
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ら、これはこのように頑張ってもらうというのは確かに大事だとは思うんですけれど

も、次のページ、１６ページ、更新必要額が１３５億で年平均３．４億円大きなお金

ですよね。 

  耐用年数が到来したものから順次建て替えをして行くという考え方でいうと、耐用

年数が到来しているのが、何％あるんだっけ、この中でいうと。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 個々の施設の状況を見なければいけませんけれども、

９ページの方に老朽化、減価償却率から見た状況が出ていたりしますので、それから

７ページの方には老朽化の状況、耐用年数から状況を見ておりますので、この中の平

均値ということで見ていただければなというふうに思っております。 

  １６ページの表で４０年ということで押さえておりますけれども、建築物、公共施

設の平均的なところが４０年ということの捉えで試算をしておりまして、ものによっ

ては３０年とか、もう少し５０年とか長いものもありまして、建物によってバラつき

があるというところでご理解をお願いしたいと思います。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） １３５億かかって、年で３．４億円というのは大変なお金で

さあ次どうするかという時にお金があるかどうかという話だと思うんですよ。 

  １９ページ、いまは財政健全化の中で行くと、公債費比率も素晴らしい数字ですし、

良いなというふうに思うわけです。 

  地方債残高で４７億の基金残高５４億、これがこののち年３．４億ずつ使って行く

とどうなるんだろうっていう話になってくる。 

  ２１ページ、健全財政維持のための対応ということでここに書かれています。 

  公共施設等の管理の為に、着実な財源確保が必要になるという。 

  これは具体的に何を指しているのか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） まず先程の更新必要額でありますが、これは本当に根

拠としている数字が新築したものであれば、その時に取得した額であったり、それか

ら初期の価格が分からないものについては、共済の価格を参考にした再取得価格だっ

たりということで、例えば物価上昇ですとかそういう社会的な変動要因というのは一

切考慮されない中での、あくまでも参考となる数字だというところでありますので、

そこのところは押さえていただきたいと思いますし、先程、議員の方からもありまし

たけれども、対応年数が来たからといって全て更新をするということにはならないと

思うんですよね。 

  先程、人口動態の話もありましたけれども、当然そういったような社会変動があっ

たり、それから町民の人達のニーズも変化をして行く中では、施設そのものの必要性

だったり、あるいは統廃合ですとか色んな要素で財政的なところをいえば平準化させ

たり、低減化を図って行くということは当然必要な作業だと思いますので、ここで出

ている１３５億円、年平均の３．４億円はそのまま毎年かかっていくということでは



- 17 - 

 

ないということは、お分かりいただけるかなというふうに思っております。 

  財源的なところにつきましては、当然、国や道やそのほかの色々な民間団体の補助

金ですとか、交付金ですとかそういうものもあるでしょうし、場合によっては優位な

町債といいますか起債ですとか、そういったものも当然あります。 

  それから、町の方は非常にいままでの議員の皆さんのご理解もあり、それから諸先

輩方のご努力もあり、目的基金的なものの蓄えもありますので、そういったものをト

ータルで組み合わせた中で、１番良い方向性の財政運営をしてまいりたいというとこ

ろで考えております。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 施設もそうですし、インフラも含めるとここに載っているよ

うに、特に水道等については単年度で整備をされたものであるから、改修等について

も単年度で多額な費用が必要だろうという表現をしています。 

  要するに建物だけではなくて、インフラ系という道路、橋りょう、そのほか公共下

水道、上下水道ですか、非常にお金がかかるんだなとこれを見れば良くわかります。 

  以前いただいた財政シミュレーションも併せて読んでみると非常に難しい。 

  いまは、基金が他町よりも基金の保有というのは大きいかもしれません。 

  同規模の町から比べると。 

  がしかし、今後の運営を考えていった時に、財政シミュレーションを見ると平成３

２年では基金残高が３０億に下がる。 

  それから、３３年には２８億に基金残高が下がっていく。 

  要するにこれは体育館と図書館、それと今金中学校の改築事業を視野に入れている。 

  今後、考えられるものが役場もそうです、中学校それから給食センター、消防、そ

の他、色々あるっていう中で考えると、この建物だけで６０数億の予定がされている。 

  そこで、私はこの公共施設の管理計画を立てる時に２６年の４月に発出をされてい

るとすれば、今金町も当然長寿命化を考えていかなければならないと思っている。 

  それぞれの施設、インフラ系も含めて下水道何かは長寿命化計画をこれから作って

やって行くようなんだけれども、これは私は駄目だといっているわけではないですよ。 

  いまこの計画が出てきたからお尋ねをするんだけれども、体育館と図書館、これは

ここまで着実に進んできている、これは事実です。 

  しかし、いまお聞きをした部分でいうと、今後に負担がかかるんではないかという

気がする。 

  いま２４億ですか、この体育館と図書館にこれから２年、３年でかかるということ

を聞かされている私達が、この管理計画を見て全ての事業をやった時に、これ果たし

て全部改築やっていけるのかという気がする。 

  資料の中では全て改築になっています。 

  中学校も、役場庁舎も、国の方針は改築でなくて改修に方向転換をしたというのは

一番最初に言った話です。 

  賢く使うようにすると、この体育館・図書館の話、計画を我々議会が聞かされたの
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は平成２６年の６月議会です。 

  ６月の合同委員会、実は６月の合同委員会の前にこれがもう既に国から発出をされ

ていたということ。 

  取り組みの経過もここにあるんですけれども、これらを含めて体育館・図書館は当

初の計画のとおり改修でいけなかったのかどうかということをまずお聞きをしたい。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） この計画に基本的な考え方として盛られている長寿命

化ということについては、２６年に発出をされていますけれども、少し時間は空きま

したが、いままでの公共施設それからインフラ施設の様々な維持管理の中で適切にそ

ういう視点を持ってしてきていることは、先ずご理解をいただきたいというふうに思

います。 

  この計画あるいは国からの発出があったから改めてその考え方を認識をしたとい

うことではなくて、以前からそういうことを進めてきた、更に国から示されたことで、

改めて再認識を促されたというところで是非、押さえていただきたいというふうに思

っております。 

  ただ、全ての施設が長寿命化、維持修繕、大規模改修で済むかというと施設によっ

ては多分そうではないものもあるというふうに思います。 

  いま話題に乗っかっている、総合体育館、役場の庁舎ですとか、今金中学校ですと

か、これは老朽化度合いということも勿論そうですけれども、耐震化といいましょう

か、耐震に対する備えですね、そういうものが十分にできないというところの建物で

ありますので、そういったものまで基本的に長寿命化で大改修で済める、済ますこと

ができる性質のものかというと、決してそうではないのではないのかなというふうに

思っています。 

  いままでも様々、総体の関係については、当初は当然、大規模改修ということで進

んできましたが、やはり耐震化というところが大きな要因となりまして、更新、建て

替えの方に舵を切ったという経過が皆さんの方も十分ご存じかと思いますので、全て

の建物が長寿命化という観点で進められるものではないというふうに押さえており

ます。 

  この計画自体もそれぞれの建物、インフラ施設のその現状だとか、いま言った耐震

化の状況だとか、そういったものを踏まえて通常の維持管理、修繕、それから長寿命

化で行けるかどうか、建て替えしなければいけないかどうか、大規模改修で済むのか

どうか、そういったような複数の目線を持った中で進めて行くということの計画内容

だということでご理解いただきたいと思います。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） あの課長、私が言っているのは、長寿命化はいままでも考え

を持ってやってきた。 

  しかし、この公共施設整備に関する計画を２６年の４月に国が発出をし、全ての自

治体がこれを、管理計画を作ることになった。 
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  いわゆる長寿命化を図れということの中で、当然、新しく更新しなければならない

ものというのは町によって全部違うと思うんですよ。 

  いま、ここでいままで示された資料というのは、全て改築なんですよ、示されたも

のは。 

  改築という表現をされたものを全てやっていったら最後にお金があるのかという

話です。 

  改築だけではなくて、これは今後、運営費がかかる、維持費がかかり、運営費がか

かる。 

  その中で、さっき言った人口が減っていく、今度は生産人口が減っていくから扶助

費がかかってくる。 

  町はそっちの方に支出がかかってくるから、今度はどうするかっていったら、本来

改築をしなければならないものまで改修で我慢すれっていうことになるかもしれな

い。 

  財政状況というのはやっぱり時々動くわけですから内容は、節約するっていうこと

は必要じゃないですかっていうことを思うわけですよ、これを見て改めて。 

  その時に、いままさに工事にかかろうとしている、これは町民みんな楽しみにして

いますよ。 

  これはわかります。 

  それも節約の内には入らないんですか。 

  これはこれでやりました。 

  このごのものは管理計画に従って、管理計画を基に改築なのか、改修なのか振り分

けをして行くというやり方で理解をもらえるんですかと思うわけです。 

  そこはどうですか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） ちょっと少し前を振り返った時に、今金小学校の改築

があって、その時の例えばですけど、財政出動の仕方を考えた時に、当然、基金から

もありましたし、国のそういう補助金、助成金そういうものも活用しました。 

  それから重要な財源ですけれども、有利な起債も活用させていただいた。 

  平成１９年が多分償還のピークだったと思いますけれども、当時で６０億を少し超

えたくらいの、起債残高ですね、だったというふうに思います。 

  その２年後、３年後ですか、償還が終わって町としての償還額トータルも下がって

きている状況であります。 

  そういう中を踏まえて、総体・図書館それから中学校のいまの流れがあるというと

ころでありますので、そこのところは財政全体を見渡した中ではその事が直接将来に

負担感を強く残すということにはならないという判断をしております。 

  ただ、このあと出てきている役場庁舎ですとか、諸々新しいもの、そう遠くない時

に更新、建て替えが必要とされるものは、間違いなくありますから、いまは全然その

ものの目途が立っておりませんので、総体・図書館、今金中学校というものの更新を
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踏まえた上で、そのごにいつの時期にどのような性格の建物でどういった配置計画を

持ってというような、次の総合計画に繋がるようなことになると思いますので、そこ

の総合計画策定の基礎資料となるようなものを、２９年度に改めて庁内の検討組織を、

営繕検討委員会ですか、そういったところを活用しながら、少し具体性を持った検討

に入っていきたいということで、町長の方からも指示を受けておりますので、私達も

そういうようなつもりで、この計画の振興、それから公共施設等々のマネージメント

を進めて行きたいというふうに考えています。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） ７ページに、７ページと９ページに老朽化の状況というのが

出ているんですよね。 

  築４０年以上っていう中には行政関連機関が載っている。 

  おそらくこれは役場なのかなという気がするんですよ。 

  次の９ページに老朽化比率、こういう比率があったというのは私も初めて見たんだ

けども、この中でいうと１番が教職員住宅、２番が消防施設、消防も老朽化している。 

  ３番に行政関連施設、４番に社会体育施設、こういうデータ、数字が出てきて、さ

っきも言いました。 

あとになってから予算がないからできないとか、基金がもう確かにさっきも言いま

した、同規模の町村よりも多めに基金はあるかもしれない。 

  それも１０年前は町村合併の話があった時には、基金残高が約４０億、起債が６０

億、これは１０年たって５０数億に４０億、順調に償還をして行った。 

  順調に償還をしたのは皆さん頑張ったからですよ。 

  職員の皆さんが頑張って財政改革をしようということでは、良くやってくれた。 

  それともう１つは交付税が減らなかった。 

  この表を見ても交付税は２９億、３０億、この辺をずっと保ってきている。 

  だから毎年基金に繰り入れができた。 

  これからどうだと考えた時に、２０２０年にオリンピックがあるとか、まだ震災の

復興をやっているとか、色んなことを考えたら、補助金はどっから出るんだって心配

になるんですよ。 

  だからいま持っている基金は大事に使って、まだまだこれから節約していかなけれ

ばならないんだなと、そう思ったこの資料の中で、この中では社会体育施設がいまの

ままの状況の数字が出ている。 

  しかし、この３月に実施の予算が上程をされる予定だ。 

  だからこの辺のところというのは、議会にしてみると駄目だって言うのではなくて、

ちゃんと説明責任を果たしてもらわなければいけない。 

  大丈夫かどうかも含めて、将来こうなりますということを、その上でこれを作って

いると私は思っているから、是非、この辺のところを色んなことがあると思うんだけ

ども、ここで答弁をいただきたいと思います。 

  これは課長が答弁するのか、町長、副長がするのか分かりませんけれども、非常に
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難しい問題だと思う。 

  節約できないのかということを含めて答弁をお願いします。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） やらなければならないことはやらなければなりませんし、そ

れから節約をしなければならないものも当然、節約をしなければなりません。 

  予算編成にあたっても、単費で全額を負担するようなものは極力避けようというこ

とで、全職員がそれぞれの省庁に関係の予算がないかということでやっております。 

  その結果が多分、この数年間色んな事業を実施しながら、基金もきちんと積立なが

らっていうふうに来たというふうに思っております。 

  経過のあるものについて、それから全部が見直しではないですよね、長寿命化それ

から修繕に変えるもの、それから新規になるもの、それから改修をするものというこ

とですから、これはそれぞれの町の財政状況と、それから今後の見通しと、それから

財政計画に委ねられているというところだと思います。 

  それから先程の人口ビジョンの話もありましたけれども、多分何もやらなければも

っと減っていくでしょうし、現実にいま、ほかの町より凄く進んでいるというのは私

も財政的に聞いているのは、いま人口の割合でいうと、子育て支援、これは凄く今金

町としては進めていると、勿論、子育て層の皆さんが就労する場所もいまはあるとい

うことになっております。 

  私たちは、この色んなシミュレーションを作る中で、私も教育長をしていた時に、

小学校を造る時に、住民の人に言われました。 

  小学校に１０億費やしたら、もう３０数億しか基金がなくなって町潰れるんじゃな

いかって言われました。 

  危険なのは事業費だけで町民の皆さん、議員の皆さんは理解をしていただいている

というふうに思いますが、これは交付金だったり、補助金だったり、起債だったりと

いうことでの財政の見通しを立ててやっていることでありますから、基金を１００％

そのまま投入するなんてことになると２年、もたないでしょうね、そのまんまやって

行くと。 

  その見通しっていうのは、肝に銘じなければならないのは、いま先程、課長が言い

ました、もう今後やらなければならない事業っていうのは目に見えているわけです。 

  これは第６次総合計画の範疇に入りますけれども、この４月から町長からも指示受

けていますが、今後、懸案となっている特に箱物、箱物についての財政計画とゾーニ

ング等の綿密な計画づくりをしようということでいわれております。 

  しかし、これはその時の議会であったり、その時の首長さんだったり、その時の住

民の皆様の決定をすることでありますので、第６次の総合計画にできるだけ現実味の

あるような基礎資料を早めに作ろうと、そのことによっていま、山崎さんが言われた

ようにですね、これだけの色んな事業を本当にやれるのか、やった時にどの位の財政

力がまだ保てるのか、そういうものを早めに提示をしなければ、多分、山崎議員は影

響力のある議員さんですから、言い方を間違えると聞いた住民の皆さん非常に不安に
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なるというふうに思いますし、私どもも同じ思いです。 

  この町は残したいですし、無駄なものを建てようという気もありません。 

  それから、財政シミュレーションも絵に描いた餅だなんて思っておりません。 

  きちんとしたものを作ってというふうに思っておりますので、できるだけ見通しの

立てたもので、踏み込む時は多分場所は勿論でありますけれども、規模にも踏み込み

たいなと思っています。 

  いま仮立てをしているものというのは、基本的にはいまの規模のものを全部の予算

でありますので、そういうこともできるだけ実情に応じたものの基礎資料を作ろうと

思っています。 

  あくまで基礎資料です。 

  踏み込めない部分もありますので、そういう基礎資料を作りたいというふうに思っ

ておりますので、是非、ご理解をいただきたいと思います。 

  ただ、都度、都度、議員の皆さんから、適宜ご指導やらご助言をいただくのは非常

に有難いことであります。 

  そのことによって、あえて私達も突っ込んだ計画作りというのは、もう１回見直し

をしたりということもできますので、そういう意味では今回、管理計画って言うのが

出ましたけれども、数年前まではこういうものなしに各自治体動いていたのも事実で

あります。 

  間違いなく見通しを持ってということが、いま現実に突き付けられていますので、

早めに見通しの持った計画作りの提示をしたいというふうに思っております。 

  ただ、あくまでも基礎資料の範疇でということで、いまのメンバーでできるのはそ

の範疇だと思いますので、きちんと引き継げるような、そういう資料を議会の皆さん

にも提供できるようにしたいなというふうに思っております。 

  あまり時間をかけるつもりはありません。 

  町長から指示を受けているのは、私は１年以内に作り上げたいなというふうに思っ

ております。 

  想定される規模、想定される場所、想定をされる年次、想定をされる予算、基金を

どういうふうに使って行くのか、そこまで必要でないかと思っておりますので、ご理

解をお願いしたいと思います。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 小学校を建てた時に、すべて自己負担ではないということは

みんな分かっています。 

  ですから総額１５億の内、いくら起債なのか、今回のも新しい建物もこれから負担

割合も出てくるだろうし、そういうことはどうなのかということは、これからの議論

になると思う。 

  老朽化をしているということを考えたら、さっきちょっと言ったんですけど役場で

すよ。 

  この役場を、役場って言うのは一番の防災拠点ですよ。 
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  いま言われているのは、避難場所なんです、新しく建てようとしているのは。 

  防災の拠点をこのままにしていて良いのかというのは常々思っている、私は。 

  理事者も職員の皆さんも役場をすぐ手をかけるとは言えないと思う。 

  しかし、これは指摘をしておきます。 

  防災の拠点、それから今金町で１番人が入って仕事をしている場所だと思うんです

よ。 

  ここのところは、私、個人的な感想で言うと、話を遡らせるわけではないけれども、

いま建てようとしているものよりも、私はこっちの方が先だと思う。 

  その位切羽詰まっていると思いますよ。 

  ですから、そのことも十分肝に銘じ、頭に入れながら当然やっていただけると思う

んだけども、そこのところを考えていただきたい。 

  それから、今回、さっきの繰り返しになりますけれども、今回建てるものにしても、

これからやるものにしても、できるだけの節約、その上で費用対効果を考えたらケチ

れということではないけれども、節約をしながらどうすれば安価で最高のパフォーマ

ンスができるか、新しい建物にしてもそうです、まだこれからできないかと考えてい

ただきたい。 

  そのことが次に繋がるって気がするんですよ。 

  ですから十分協議いただきたいなというふうに、予算はまだ見ておりませんから。 

  この管理計画を見ただけではそう思います、いかがですか。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） いま住民の皆さんからも届く声が数年前から変わったのはで

すね、やっぱり役場という声は確かにお聞きします。 

  それはやっぱり昨今の色々な災害時で、拠点となるべき庁舎が潰れてしまっただと

か、そういう報道がたくさん目にしますし、ただ数年前はうちは役場を新しくしない

から基金もちゃんと残っているんだねとか、そういう話の時代もありました。 

  ただ、いまおっしゃる通り、待てるものと待てないものというのもあるかというふ

うに思います。 

  それから、建て方の工夫というのも必要になってくるかなというふうに思います。 

  これを建てる、これを建てるという計画だけの発想なのか、必要なものの合築的な

要素はないだろうか、多分、その辺というのが節約にも繋がってくるものだなと思い

ますし、それから庁舎もやっぱり職員が同じところ、いまの規模のもの全部考えると

大きなものになってしまいますから、分散型という考え方もあるというふうに思いま

す。 

  色んな方向があると思いますので、４月にいま立ち上げる営繕検討委員会の中では、

そういうようなことも含めた発想もしたいなというふうに思っています。 

  町長の方にまだ決裁は受けておりませんけれども、その計画づくりをするのは是非、

若手も入れたいなと、うちの方の多分いまの係長だとかそういう年代がですね、まさ

しく建てる頃、そういう頃に課長だとか管理職になっていくわけですから、その時に
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全く関わってなくて、色んな計画が前任者が立てたもんだということではなくて、よ

り現実に近い、それから自分達がその年代を背負う時になった時に、この町を守る為

にどうしていったら良いのかっていう発想はきちんと入れていきたいなと、それが職

員の育成にもなるでしょうし、職員の意識啓発にもなるというふうに思っております

ので、この１年は是非ご覧をいただきたいと思います。 

  中間もしくは機会があればお話を皆さんから伺う場面も作りたいなというふうに

思っておりますし、是非、私達の作る計画を見るという観点ではなくて、中間に色ん

な皆さんからの発想も聞きたいなというふうに思っておりますので、是非、お力をお

貸ししていただければなと思います。 

  目指すところは同じだというふうに思っておりますので、是非、よろしくお願いを

いたします。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他によろしいですか。 

  それでは質疑を終わります。 

  議件４、報告事項、新公立病院改革プランについてを議題といたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  国保病院事務長、柏田君。 

○国保病院事務長（柏田泰明君） ご苦労様です。 

  それでは新公立病院改革プランについて、のちに次長の方から詳しく説明をいたし

ますが、私の方から病院としての方向性について説明をいたします。 

  この計画につきまして、総務省において平成２６年に成立いたしました医療介護総

合保険推進法の施行によりまして、都道府県は地域医療構想を作成をして、各公立病

院には医療構想を踏まえた病院改革プランの作成が求められたところであります。 

  その中で、当該プランの策定時期については、平成２７年度末または平成２８年度

中に策定することとなっており、当院につきましては２９年度から３２年度までの４

カ年のプランを策定いたしました。 

  その内容につきましては、１つ目として経営の効率化、２つ目として再編ネットワ

ーク化、３つ目として経営形態の見直しということで、今回新たに地域医療構想を踏

まえた役割の明確化では、２次医療圏域において不足する病床機能についての転換や、

ダウンサイジングについての検討を行い、当院が果たすべき役割を明らかにする４つ

の視点に立ち病院改革を推進することを目的としております。 

  経営形態の見直しによる方向性でありますけれども、医療施設の方向性として民間

への経営移譲や指定管理は行わず、町立国保病院として維持をして一定期間ののちに

おいても改善が見られない場合は、有床病床等への転換も視野に検討を行うとしてお

ります。 

  また、療養病床につきましては、現在休止中でありますけれども、再開する為には

看護師の専属配置のための確保が困難であり、３月３１日をもって廃止をする手続き

を取ろうとしているところであります。 

  一般病床については、これまで新たな病床変更届には患者１人当たりの許可面積が
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満たないとの保健所からの指導がありましたが、この度、再度確認をした結果、これ

は道の方にも確認をしておりまして、その結果、基準面積で可能という回答があった

ところであり、一般病床を減らすということは、再度増やすことは困難であるため、

慎重な対応が必要であるとしたことから、３３床、現状維持とすることといたしまし

た。 

  更に、救急体制を維持するとともに医師については、最低３名を確保したいという

ことであります。 

  詳しい説明については、立島次長より説明いたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 国保病院事務次長、立島君。 

○国保病院事務次長（立島 剛君） （国保病院事務次長説明、記載省略） 

○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。 

  なければ質疑を終わります。 

 ここで委員長交代の為、暫時休憩いたします。 

 

休憩 １５時５７分 

開議 １６時１０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５、報告事項、今金中学校耐力度調査結果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。 

〇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。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 耐力度調査ということで、速報値ですから道の方のあれがま

だ終わってない状況でしょうから、ここでこれは耐力度ですけれども、耐震の方では

どうだったんでしたっけ、前に発表があったと思うんだけれどもちょっと失念してい

ますので、教えていただきたいと思います。 

○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） いまちょっと細かな数字は持ってきておりませ

んので、正確なものはお時間をいただければ後程とは思うんですけども、総合体育館

の場合には耐震化率がＩｓ値が０．３を下回る０．２８、アリーナの部分ですけれど

も０．２８、段階的には１番危険だと示されているような、倒壊の恐れが高いという

ような結果が出ておりました。 
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  今金中学校につきましては、Ｉｓ値が例えば生徒達の教室にあたるところで言うと

薄緑色で塗った部分でありますけれども、ここの部分のＩｓ値が０．３７４という数

字になっております。 

  それから今回の結果で１番良い数字が出ている玄関・食堂部分につきましては耐震

化の数値でいきますとＩｓ値が０．７２７ということで、ここのところは耐震調査の

ところでもやはり良い数字が出ているという結果になってございます。 

  ＮＧになっていたのが、そのほかにいま言った普通教室の部分と、いまお示しして

いる図面の中では機械室、特別教室となっているところが０．５という数字です。 

  それから、職員室のあるところ、これは０．５２９という数字、それから体育館が

０．５５２という数字であります。 

  ただし、この中に不動沈下、建物が地盤の関係で歪みがある、そういったところも

含んでのＮＧということでありますので、ご理解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） よろしいですか。 

  他にございませんか。ありませんか。 

  無いようですので、以上で質疑を終わります。 

  議件６、その他、総合体育館・図書館建設事業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） 

○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。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） いまの自主設計の総体の体育館の平米数が３，４００という

平米数になるということ、先程も公共施設の管理の部分なんかで人口ビジョンとかそ

ういうところから見ても、当初、構想の時からこの規模が３，２００から３，５００

という規模の状況だということで構想から始まって、いま実施の段階でいま設計の中

で３，４００という話です。 

  いま人口ビジョンということから考えて現在、これは現実なのかどうかわかりませ

んけれども、話を聞くところによるといまの中学校の中でバレー部でもって、要する

にチームが人数が足りなくてバレー部のあれが単独で今金町単独でできないか、らせ

たな町から合同で作らないとならないような話を耳にするんですけれども、現実はど

うかわかりません。 

  そういう話が耳に入っています。 

  ですから、これから段々益々人口減少になり、特定出生率の部分の下がっていく形

になれば、当初、私が申し上げた時はそんなに大きいのいらないんじゃないかと、話

をしたらそのバレーのネットをあれする２つの２面コートが必要なんだという説明

からこの規模の話になったわけですけれども、その人口ビジョンからとそれからこの
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建物の部分、ＭＡＸの状態でずっとその構想から計画、基本設計、そして実施の設計

等もＭＡＸの状態がずっときているわけです。 

  それはあのもっと安くできないかと言ったら、やってみなければ分からないという

その話からずっときているんですね。 

  なぜそれだけ大きい施設がいまの人口ビジョンンの中からもこれだけの大きいも

のが、いま体育館で必要なのかということだけ、その考え方を教えていただきたいと

思います。 

○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） 施設規模の必要性についてのご質問だと思いま

すのでお答えをしたいと思います。 

  従前からのご説明申し上げておりますけれども、いまの体育館につきまして、通常

ですね、大会等のない時につきましてはコートを２つに分けて、２面にして半分は

様々な団体利用、バトミントンクラブであったり、バスケットのクラブであったり、

少年団の活動であったり、場合によっては中学校の部活あるいは高校の部活等の団体

的な利用として開放しております。 

  もう半面については、誰もが自由に使えるスペース、気軽にそういった団体として

予約までしなくても体育館に遊びにいった時には子ども達が集まって使えるような

コートということで２面割りをしています。 

  団体利用につきましても、学校等の利用等という言葉もありましたが、学校開放も

相当十分やっておりまして、今金小学校は特にそうですけども、本当に毎日夜遅くま

で、あるいは必要に応じた土日まで開放していただきながら、目一杯使っております

し、種川の小学校まで使わせていただいているような状況にございます。 

  そういった中では、人口が減っている中であっても子ども達も含めた今金町内のス

ポーツ活動というものはチーム内での人口は減っているかもしれませんけれども、ま

だまだ活発なものがあるというふうに考えてございますし、各種町民大会についても

毎年、毎年、多くの競技で行われております。 

  そういった場合には、バレーであれば２面必要となりますし、バトミントンがあれ

ば６面を使ったり、町内の町民向けの大会だけでも相当の面積を必要としているとこ

ろもございます。 

  また、３０年先にはこれくらいの人口になるんだからと言いながらも、ここ当面は

いまの競技人口というのがある程度予測されておりますので、いまやりたいのにもう

使えないというようなことも中々町民の方からの意見の中でもそれはイエスと言い

ますか、それで良いよというような言葉には中々ならなかったもんですから、構想の

当初から最低限、いまのコート面積は確保していきたい、そういった声も強かったと

いうことでございます。 

  尚且つ、いまのコート面積についてはそれぞれ多くの競技をやっておりますけれど

も、規定コート面積ですか、基準に満たすような面積がとれている競技というのはほ

とんどありません。 



- 28 - 

 

  そもそもが本当に節約をしたアリーナ面積となってございますので、これをこれ以

上きっていくと本当に何もできないといいますか、１競技成り立たないようなことに

なってしまいますので、こういったところについては動かせられない数字であったと

いうことで、ご理解をいただきたいと思います。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） それぞれの理由があって、この規模で落ち着いてやっている

んでしょうけれど、要するに今金の町の中に体育館としての利用できる、今金小学校、

種川小学校そして今金中学校、そのほかにいま廃校になっているところで、それは地

域の人らが使う形になっていますけれども、例えば金原の体育館のような空いている

時にそういうのを使えるような方向性は考えていなかったのかどうか。 

○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） お答えをいたします。 

  廃校舎の体育館、いま具体的には金原とかという例があげられましたけれども、こ

ちらについても相当実は傷みが激しいですし、中々維持管理のところでも難しいもの

があるのかと思いますし、子ども達が歩いて行けるような距離ではありませんし、高

齢者の方にとっても非常に便利が悪いところではあります。 

  何とか利用はできないとは言いませんけども、やはり現実的なものを考えると難し

いものもありますし、そういったところがあるからということでやっていきますと、

いまあるスポーツの振興をされている状況が衰退していくような場面もあってはな

らないと思っておりますので、必要な時には体育館の利用というものもあるかと思い

ますけども、基本的にはいまの総合体育館、新しい総合体育館を拠点としたスポーツ

振興というものを図ってまいりたいと思っております。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） たにございませんか。 

  ないようですので、以上で質疑を終わります。 

  最後に、その他を議題といたします。 

  委員の皆様から何かございませんか。 

  ないようですので、理事者から何かありませんか。 

  副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） お疲れ様です。 

  貴重なお時間をお借りしまして、追加議案のお願いを申し上げたいと思います。 

  昨日、議会運営委員会においてもお願いを申し上げましたが、本定例会の追加議案

としてご配慮お願いしたい案件についてご説明を申し上げます。 

  １点目は、３月６日に入札予定の工事請負契約の締結案件が２件であります。 

  １つは、今金小学校教員住宅建設工事の請負契約、もう１つが今金中学校教員住宅

工事請負契約の締結であります。 

  両事業とも、国の平成２８年度の補正予算の事業内定を受けまして、繰越明許とし

て実施をするため関連の一般会計予算と併せて追加議案として提出を予定するもの

であります。 
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  ２点目は、産業教育常任委員会でもご説明申し上げましたが、強い農業づくり事業

補助金について、全額国庫補助金で町負担はありませんけれども、３月の１日に国か

らの繰越明許での内定通知があったことから、追加議案、一般会計補正案として補正

議案として提出をさせていただきたく、ご配慮方よろしくお願いを申し上げます。 

○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て、何かございませんか。 

  ただいま理事者から説明のあった通りで進めたいと思います。 

  ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

    ◎閉会の宣告 

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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