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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４月６日（木） 

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 

  ＊産業教育常任委員会所管 

   議 件 １ 総合体育館・図書館建設について 

 

４．その他 

 

 

 

 

○出席委員（１２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人） 
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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 
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            早 坂  靖  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            宮 崎 吉 広 君 

 公 営 施 設 課 長            安 達 雄 一 君 

 農林振興課長補佐            中 里 英 明 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 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） こんにちは。 

  本日の合同委員会にお忙しい中、出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

  実は本日の合同委員会につきましては、理事者側から３月定例におきまして、総合

体育館・図書館建設に係る修正動議が出されまして、その修正動議の内容について理

事者側から細かに説明をしていきたいということでの要請の基、こんにちの合同委員

会の開催となった次第でございます。 

  できれば皆様方から活発な質疑をいただきながら、理解を深めることを念じながら

開会の挨拶にかえる次第でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

     

    ◎町長あいさつ 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 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。 

  本日の合同委員会、前段の挨拶をさせていただきたいと思います。 

  本日は、合同委員会開催にご配慮いただきまして誠にありがとうございます。 

  先般、議会運営委員会開催をお願いし、２９年第１回町議会定例会の一般会計予算

審議においての修正動議要旨においては、更なる議論を必要とする疑念事項３点が示

されました。 

  この事は、議案提出者である理事者に投げかけられた申し出であると受け止めまし

たことから、疑念と思われる３点について誠意を持って答えたく、その機会をいただ

きましたことに感謝を申し上げます。 

  更にこの機会におきまして、本件に対する議員各位の考えや、今後における議論も

お願いしたいと考えております。 

  町長としても、本件の事業推進においては都度、説明をして議会の議決をいただい

てきて、北海道、国等に係る手続きをしてきたところであります。 

  しかしながら、この度の修正動議提出ということが生じたということでは、事業の

説明及び必要な資料を含めて議員からの質問や意見をもっともっと引き出させてい

ただき、審議を深められるような努力が足りなかったのではないかと思うところでも

ございます。 

  改めまして、この度の修正動議における議論を尽くすという部分の疑念を持たれて

いることを含めて議論をお願いいたしたいと思います。 

  最初に町長の方から３点について見解と改めての考え方について説明を行い、教育

長、関係所管から補足説明をさせていただいたのちに、議員の皆様からの思いやご意
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見をお聞かせ下さいますようお願いをいたします。 

 

    ◎開会の宣告 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 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、初めに議件１、総合体育館・図書館建設についてを議題といたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） それでは私の方から、前段お話をさせていただきたいと思いま

す。 

  前提でありますけども、総合体育館は昭和５１年に完成をし、経年劣化から改修計

画を持ってきましたが、耐震診断の結果を受けて改築整備ということで事務を進めて

おります。 

  更に昭和５９年の社会教育委員会答申から施設整備要望を受けて以来、文化センタ

ー構想、複合文化施設、２１いまかね交流センター構想等の中において図書館整備が

再三にわたり計画されてきました。 

  言わば河端町長、村本町長、そして外崎町長３代に及ぶ町民切望の計画であり、そ

の声を受け継ぎ、現在の総合計画にも位置づけ、私の４期目の公約にも掲げてきた長

きに及ぶ構想の実現を図ろうとするものであります。 

  しかしながら、時代の背景を踏まえても単独設置ということにはならず、認定こど

も園構想の関連でも施設の有効活用なども考えました。 

  この間、複合型の整備の視点を持ってきましたが、平成２６年１２月に当時の徳田

議長に村本産業教育常任委員会委員長からの実態調査報告で体育館建替えの検討と

併せて図書館の複合型も検討されたいとする議会での報告は、複合型の構想を強く後

押ししていただいたものと、その意向を踏まえて規模的なこと、財政的なことを含め

て、町長として取り組んできたことでありますことを前段申し上げます。 

  さて、これから疑念とされる心配な事項について、その見解と考えをお示しいたし

ます。 

  １点目でありますが、洪水浸水想定区域図について防災拠点として望ましくなく、

計画予定地の変更が必要ではないかということについてであります。 

  この間、体育館は改修から改築への方針を持ったこと、そして図書館の併設の可能

性が生じたことから新たな建設費が必要になりました。 

  このことに対して、施設の機能から市街地及び市街地周辺の利便性の良い地域、地

区という考えに基づき、３候補地に絞り込み様々な要件を検討して、平成２７年３月

議会において今金町都市計画マスタープラン見直しの議決を受けて、今金町都市計画

審議会での４回の協議同意と檜山振興局、北海道建設部との協議を経て、昨年の１２

月１３日付けで建設場所である高美公園と用途地域の都市計画変更の決定を受けた
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ところであります。 

  国が示すハザードマップの意義は、洪水浸水地域における施設などのハード面の整

備を主たる目的とした指針ではなく、あくまでも想定される雨量が生じる場合は速や

かに避難をするようにとの危険回避への警鐘のレベルを上げたものであるというこ

とであることをこの間、国、道の河川管理者にも確認をしてきているところでありま

す。 

  従来の想定最大雨量２３０ミリ、そしてこの度の３５１ミリに変更されたことに対

しての、それぞれの関係する機関の対応は改めてタイムラインによる水防災害意識を

高めていくものだろうという共通理解を図ることで、先般開催した今金町防災会議に

おいても確認をしたところであります。 

  今後、タイムラインという防災行動計画を作成し、様々な災害に応じて状況を判断

し、どこに避難するかということで、避難に対応する避難場所の強化を図ってまいり

たいと考えております。 

  このことから、建設場所に伴う都市計画変更の手続きについて、十分に関係機関と

の協議を経て決定したということにつきまして、改めてご理解をお願い申し上げます。 

  ２点目に、人口減少が避けられない中での建設規模が大きいのではないかというこ

とでありますが、まずは外崎町政が掲げる政策の根底にはその全てが人口減少対策に

結びつく事務事業を通じて少子高齢化社会の取り組みを目指しております。 

  このことは、確実に人口が減少している、していくことを認識して、それでも必要

とされる政策や事業を行わなければなりません。 

  この度の総合体育館の規模も、構想委員会の検討と審議にあたり町長からも現有施

設の３，１００平米なにがしかの以内、３，０００以内に収まる等の考え方も要請し

たところであります。 

  しかしながら、主たる施設の目的は様々なスポーツを行うことが前提であり、最高

値ではなく許容されるコートの面積の確保を優先していただきました。 

  その結果は、建物全体は小さくなっていることは明らかでありますが、面積という

ことでは２階の施設管理上必要なギャラリー部分をランニングデッキとして面積加

算することで５０２平米、そして防災を兼ねての部屋や児童館的な要素もというキッ

ズスペース等の関係で約１２５平米が増えたことから、現在の３，１７０平米から約

６２７くらい圧縮してきており、広くなってきていることにはならないと認識をして

いるところであります。 

  器は小さくなっておりますが、器の中の２階部分の空間スペースがプラスされたと

いうことで、規模縮小に構想委員会が努力していただいたと受け止めて、町長として

感謝をしているところであります。 

  ３点目の地方債の急増と財政硬直化の危険性ということでの建設についてであり

ますが、これまで会計年度ごとにも起債や基金を含めた財政数値を逐次議会にも報告

してきております。 

  第３次財政健全化推進プログラムは、総合計画における搭載事業を基本としてまと
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めているものであり、将来予測は総合計画の策定をもって策定されるものであります。 

  現在の総合計画において、文言として今金中学校建設は頭出しが行われていること

から、そのことを含めての平成３７年度までのシミュレーションをしております。 

  そのことによる起債も、３２年度は高い数値になっておりますが、そのあとは低く

推移し、基金においても３３年度は少なくなっていますが、そのあとは回復するとい

うシミュレーションとなっております。 

  健全財政は町政運営の最重要政策であり、財源確保に安定的な根拠を見出して対応

していくことに心掛けているところであります。 

  特に起債の枠が狭まっていることから、早い段階での頭出しや、計画の示しをして

いかなければならないことから、今後におきましても十分に留意してまいります。 

  このことについては、こののち担当職員から分かりやすく説明いたしますが、議員

各位におかれましては、この機会に懸念、心配されていることについて、また施設整

備に係ることについて、忌憚のないご意見をお聞かせいただきますようお願いを申し

上げます。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 次に教育長、田中君。 

○教育長（田中俊一君） それではお話しする時間を若干いただきます。 

  ありがとうございます。 

  私から、説明についてはいままで色々と説明してまいったつもりですけれども、説

明の部分で至らない点があったことは、まずもってお詫びをさせていただきたいと思

います。 

  なお今回、体育館・図書館建設に係って、幾つか補足等も含めて説明をさせていた

だきたいと思っています。 

  まず、場所についてでございます。 

  高美公園に建設することについてでありますが、近隣に老人福祉センター、認定こ

ども園、学童保育所があります。 

  ということで、それぞれの施設と一体化した利用が可能になると考えます。 

  例えば、議員の皆さんもご存じのところでありますが、学童保育所は昨年度も定員

ギリギリの状況が続いてございます。 

  ７０名に近い子ども達が生活する空間としてはかなり狭苦しいものがあり、近くに

体育館・図書館が建つことは、その解消策として職員、子ども達は心待ちをしている

ところでございます。 

  こども園につきましても同様に年中さん、年長さんの子ども達の図書館の利用が見

込まれます。 

  また、小学校、中学校の中間点に位置しており小学生、中学生の放課後利用が大い

に見込まれます。 

  安心で安全な放課後を過ごせる場と考えます。 

  子ども達のアンケートにありましたが図書館の利用は勿論ですが、居場所が欲しい

という声も聞こえてまいりました。 
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  また、現在の図書室において小学生、中学生、高校生が勉強している状況もありま

す。 

  広く明るい学習スペースを利用して読書は勿論、勉学に励んでいただける場に成ろ

うかと思っております。 

  ２つの施設が併設されることのメリットについてです。 

  町民の健やかな暮らしを支える活動ができます。 

  町全体に行き渡るサービス機能を発揮し、図書館を拠点とした地域巡回支援事業、

移動図書館車、街頭文庫、地域支援読み聞かせ事業等を展開できます。 

  また、スポーツメニューと組み合わせた健康づくり教室なども展開が可能でありま

す。 

  拠点施設があることで、町全体の活性化にも繋がります。 

  認定こども園に子ども達を送ってきたお母さん達が車の側で立ち話をしている光

景を目にしております。 

  併設施設はそんな子育て世代の交流を支える場になりましょう。 

  一方、図書館に設けたキッズコーナーは小さな子ども達がお母さんとゆったりと楽

しい時間を共有できる場になると期待されております。 

  図書館のメリットについてお話をさせて下さい。 

  現図書室は、町民センター２階にあります。 

  これはお年寄りや体の不自由な方には極めて利用しづらい状況にあり、誰でもが気

楽に利用できるということにはなっておりません。 

  また、現在の１４３平米という狭いスペースでは、通常の図書館の３分の１のスペ

ースしかなく、基本的な図書サービスの提供に支障をきたしている状況がございます。 

  ご存じのように、年々図書利用は増加しており町民のニーズが高まっているのに対

し、現状の図書室では提供できるサービスに限界がございます。 

  図書館のメリットとしては、まず生涯学習、知的創造の施設となるということがで

きます。 

  今金町は社会教育が地域振興の一端を担ってきた町であります。 

  図書館を生涯学習の拠点として整備することで、町として社会教育を推進すること

の意思表示ができると考えます。 

  ２つ目は、情報発信の施設であるということです。 

  何か楽しいことをやっているところが、町にあるということの意義は大きいもので

す。 

  町の活性化だけではなく、こんな町に住み続けたい、移り住みたいと思わせる魅力

を発信し続けることで、町の人口減少のスピードを大きく遅らせることができると考

えています。 

  町全体に行き渡るサービス機能を発揮できるということです。 

  図書館を拠点とした地域巡回支援事業、これを展開、スポーツメニューと組み合わ

せた、先程もちょっとお話をしましたけども、健康教室等も展開できるかと思います。 
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  情報の集積、郷土を知る拠点施設になり得ます。 

  郷土資料や行政資料、広報紙や議事録等です。 

  いつでも、誰もが閲覧、活用できるように整備することの意義は、大きく町民の心

のよりどころを担うと同時に、町に愛着と誇りをもてる町民を育むことで、次世代の

育成に大きな効果があると思います。 

  教育現場にいた立場から学校との係わりで図書館が担う役割についてお話をいた

します。 

  学校の図書担当の先生と図書館にいる司書の連携が密になることによりまして、図

書館利用案内が統一され、子ども達が図書館、図書室をより利用しやすくなると考え

ます。 

  各種展示物や掲示物、より専門的かつ魅力的な図書室環境を整えることが可能とな

ります。 

  また、学校教育の中での読書に関する指導の増加が可能となり、読書教育の充実が

図られます。 

  読書は心の栄養と言われております。 

  読書と学力の関係は色々な場面で話題となってございますが、図書館が充実し学校

との連携が進み、読書好きの子ども達が増えることは、読書を位置づけた生活リズム

の確立と習慣作り、学力の定着においても大きな影響を与えるものと考えます。 

  学校に係る話をしていましたが、前段に申し上げた通り、学童の子ども達やこども

園の子ども達にとって、近くにある効果は計り知れません。 

  １つ紹介させていただきますが、中学校文化祭の折り、体育館・図書館に係る展示

とアンケートボックスを用意いたしました。 

  そのアンケートの中に図書館ができたら勉強しにいきたいという内容が含まれて

おりましたので、紹介させていただきます。 

  次、管理運営事項についてです。 

  図書室や体育館には本来専門職が常駐し、専門的な指導や各種発信事業を展開すべ

きですが、役場３階に常駐していることからそれが十分できていない状況にございま

す。 

  施設の維持管理面では教育委員会職員が常駐することにより、何より素早い対応が

できますし、準備等についても効率化が図られると考えます。 

  先程少し触れましたが、関連施設、学童保育所、こども園、各学校、老人福祉セン

ター等との連携が図られ施設の利活用が促進され、これもまた町の活性化に繋がると

考えているところです。 

  最後に紹介したいことがございます。 

  島根県の沖ノ島にある海士町なんですが、図書館が町興しの１つの起爆剤、移住し

たい、人口が増えて良い、こんな羨ましい島の町でございます。 

  図書館が町の発展に大きく貢献しているということをご紹介し、私の説明を終わら

せていただきます。 
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  ありがとうございました。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 次に副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） ご苦労様です。 

  合同委員会の機会を賜りましたことに改めて感謝を申し上げます。 

  町長から３点についての見解とお願いがありました。 

  教育長からは教育からの側面からの総合体育館・図書館の意義と期待される機能に

ついて説明の機会をいただきました。 

  こののちは所管課長から補足説明を申し上げます。 

  １点目の洪水浸水想定区域への対応については、まちづくり推進課長より、２点目

の総合体育館及び図書館の建設規模については、教育委員会事務局長より、３点目の

財政推計につきましては、総務財政課長より説明を申し上げますが、これまでの説明

と重複する点も若干あると思いますが、この機会にご確認をいただき、共通理解をい

ただき、忌憚のないご意見を賜ればというふうに思っております。 

  どうぞ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） それでは各担当による説明に移ります。 

  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） 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 次に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） 次に総務財政課長、森君 

○総務財政課長（森 朋彦君） （総務財政課長説明、記載省略） 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） これで理事者側からの説明が全て終わりました。 

  ただいまの説明に対し皆さんの方から質疑をお受けいたします。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） ただいま、３月の動議に対しての疑念という部分で、理事者側

からの説明がありました。 

その疑念に対して３点担当の方から説明があったんですけども、基本的には問題は

ないという内容だと思うんですね。 

それに対して原案をそのまま認めてもらいたいという内容なのだと思いますが、そ

の辺りは少し、きょう初めてその動議を出したあとにこの資料、この資料に関しては

何度も目にしているものも中には入っているんですけども、初めて説明を受けたとい

う部分もありますので、何点か質問をしたいと思うんですけども、まず１点目の防災

の部分で、その部分に関して私もいま初めて聞いたんですけども、ハード的にそこま

で大きな想定のものではなくて、意識を高めるための、そういった浸水区域図なんだ

というような話があったのですけども、その辺りの意味がちょっとよくわからなかっ

たので、もう１回説明してもらってもいいですか。実際にそれは起こり得ないという

ことなのですか。 

そういうことではない。 
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○産業教育常任委員長（向井孝一君） 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） これは最大降雨量ですね、１日あたりの降雨量

というのは日本全国を１５のブロックに分けまして、北海道は２ブロックに分かれて

いるんですが、道南部のこれまでの降水量を参考に、利別川の全流域で割り出して、

この３５１ミリという数字が割り出されたというふうに聞いておりまして、これは１

０００年に１度の確率になるのか、それ以上の確率だと聞いていますが、これは起こ

り得るいままでの、昨年の台風ですとか、その前の鬼怒川の氾濫ですとか、そういっ

たことを想定して起こり得るものだということで出されたものですので、この浸水区

域におきましても実際に起こり得るということなんです。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） 起こり得るということなのでしょうから、確率としてはかなり

低いものなのだと思うのですけども、それであればあの辺り一帯も水に浸かる可能性

が０％ではないのかなというふうに考えるんですね。 

いまの説明だと、様々避難経路を含めてタイムラインの整備も含めて準備をすると

いうお話もありましたけども、実際に１０００年に１度というものが可能性として近

付いてきたときに、あの場所で避難場所という形で指定もされているんですけども、

あの場所であの地域の方々がどのように避難をするタイムラインをつくる、これは夏

までに整備をするという話もありましたけども、その辺はいち早く整備するというお

考えはないのでしょうか。 

その辺をお聞かせください。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 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） 一昨日も今金河川事務所の方ともお話しました

が、いま現在の計画では、６月にせたな町と関係団体が入りまして減災対策協議会を

開いておりまして、その開催が６月というふうに聞いておりますので、その前に何回

かの会議を重ねますが、６月には作成されるというふうに聞いております。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） ６月に整備されると、それは近隣の町村の関係もありますから、

そういうスケジュールであれば仕方ない部分もあるのでしょうけども、１０月末にそ

の情報が提示されているわけなので、私はいち早くこういうものは整備をすべきだろ

うという考えではおったのですけども、６月に出されるということですので、その中

には例えばそういう災害があった場合には避難をするとか、例えばあの場所一帯が水

に浸かるという話ですから、自分で移動できる方は問題ないのですけども、足の悪い

方なんかもいると思いますしね、その辺りの細かい、例えばバスで移動するなりとか、

もしくは防災の無線というのですか、連絡体制なんかも、連絡と言っても防災車です

か、役場の車でスピーカーで流しながらになるのかなと思うのですけども、その辺り

具体的な話があるのであれば聞かせていただきたいのですけども。 

○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） お答えをしたいと思います。 
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  基本的にいま６月にって言ったのは、せたな町も含めた開発当局も含めた中での一

定のものが出されると。 

  せたなもうちもそれを受けて、各町がいま言われたようなタイムラインが必要にな

ってくると思います。 

  それで１番ポイントに置きたいのは当然その地区、１０００年に１度の雨量が来た

場合には、浸水が想定されますけれども、雨量だけではない災害の拠点に体育館は位

置づけておりますので、ただ雨量によっての発令が出てきます、当局から。 

  避難命令だとか、その時にいままだ細かくは詰めておりませんが、例えばいま建設

を予定されている体育館については、明日の何時位までにそれが想定されるようにな

ると、当然いま言われていた周知が非常に鍵になると。 

もう１点は、例えば体育館の次の避難というと道路を挟んだ小学校が次ということ

になりますし、もっと想定される場合には移動の手段が出てきますよね。 

それから、利別川そのものの氾濫の可能性もありますけども、支流といいますか同

期河川も増えてきて、水が流れない状況になりますので、それも想定しなければなり

ませんし、もっというと田代地区も同じ様なことを想定すると、例えば青木の高台に

２次的にはどこに避難をして、どういうふうにしていくかというのが出てくるという

ふうに思っています。 

  それで、いまおっしゃったとおり１番は周知なんですよね。 

  これまでも広報車を使って避難訓練とかやっておりますけれども、中々聞こえづら

いですよね。 

  それから、時間帯によって色んなものが活動している時間帯ですと、非常に聞こえ

にくいこともありまして、防災無線なるもの色々検討はしております。 

  ただ、いまの時点では膨大な予算がかかります。 

  全国に同じ様な状況の中で、みんな頭を悩ましている地区がありますので、それら

の情報も得ながら、情報の伝達というのは全てのものの中心になっていくというふう

に思っておりますので、この計画の策定色々できるとは思うんですけど、一時的にど

う知らせていくか、それから先程言われていた自分で避難できない理由の方、当然居

ると思いますので、それらの配慮についても細かく計画を立てて、まずこの計画が皆

さんの手元にいってですね、先程当初言われた１０００年に１度とは来ないものでは

なくて、日頃からそういうことを想定した、自分達も色んな物を備えなければならな

いし、町ではこういうプランを立ててますけどもというような、お互いにまちづくり

と防災を一緒に動いていくという観点に立つというのが、先般も開発の方で言われま

したけども、ただ開発の出されたシミュレーションというのは、非常にインパクトが

大きかったですから、１０００年に１度と言われますと、全てのまちづくりを構成し

ているものの場所を移せるかということは、現実にそういうことは無理ですので、や

はりそのことに備えたタイムラインをきちんと作っていくと。 

  また、これを同時に伝達する手段をどう考えていくのか、それからそれを町民の皆

さんにどういう形で提供して、情報を共有できるかというあたりが、このタイムライ
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ンの鍵を握っているところだと思いますし、それから１回できたものが、それで完成

っていうことは多分ないと思います。 

  常に見直しをかけたりということも必要になるかなということで、現時点ではそう

いうことでの着眼点を持ってやっているということで、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） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） いまの副町長の話でだいぶ理解する部分は多かったと思うので

すけども、もう１点だけ防災の部分で、役場のこのデータというのでしょうか、その

バックアップという部分も、総合体育館をその場所にバックアップのサーバーを置く

という話も聞いているのですけども、この辺りの例えば水に付くとかその辺りの対処

とか策があれば聞かせていただければ。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 重要データのバックアップの体制についてということ

でのご質問でありますのでお答えいたしますが、役場の方に置いてあるサーバーもそ

うなんですけども、基本的にはメールサーバーですとか、ファイルサーバーですとか、

インターネット接続用のサーバーが地元にありまして、住基情報ですとか、諸々の税

情報ですとか、そういった重要情報については町外のサーバーに保管をさせていただ

いております。 

  且つ、それも１ヶ所ということでは、そこが何らかの災害に見舞われますと大変バ

ックアップが取れない状況もありますので、更に違った異なった場所に複数のバック

アップが取れるようなことをいま、専門の業者の方も考えていただいて実行される手

はずになっております。 

  総合体育館の方に置かれるサーバーにつきましても、役場庁舎にあるものと同じで

ありまして、データサーバーではなくて、先程言いましたメールサーバーですとか、

パソコンの端末を動かすためのサーバーというふうに考えていただければ良いなと

いうふうに思いますので、体育館の方には重要データはバックアップされないという

ことでご理解をお願いいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） 万が一そういった災害があったとき、そのサーバーが水に浸か

って機能しないとなったときにも、他の部分でもバックアップは取れているという理

解でいいということですね。 

  それでは、財政の部分でお聞きしたいのですけども、いただいている資料の一番最

後のページになりますね。これも財政健全化プログラムの方に載っているものと同じ

ものだと思うのですけども、総合計画に関連してそれに則ってこういう数値的なもの

を入れるんだということになるのだと思うのですが、私が懸念しているのはその３４

年度以降のものなんですよね。 

ここはこのグラフだけ見ていれば数値が載っていないという部分で、右肩下がりに

なっているのかなと単純に解釈するんですけども、それでも３４年度以降には様々な
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箱物の予定が下には載っていると。 

この辺りの財政健全化比率も含めて、先ほどから、いまで大体８％くらいですから、

それ以上１０％、何％くらいを目途にするとか、何かそういったもののお話、もしく

はシミュレーション的な数値の部分も含めて、それは暫定なものですから総合計画に

もないものですので難しいとは思いますけども、その部分は大変心配している部分で

ありますので、お話できるものがあれば是非、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） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） ３３、３４年度以降ということで、先程も申し上げま

したが、基本的には次期の総合計画の策定を待たなければなりませんが、特にここに

記載のあるもの、それから実施予定として記載がされている建物、それから現総合計

画の中に謳われている普通建設事業でローリングされていくものもあると思うんで

すね。 

  こういったものの優先順位については、特に公共施設につきましては、本年度改め

て公共施設等営繕検討委員会、役場の中で組織されている委員会がありますが、その

中で次期の総合計画策定の参考になり得るような順序付けだったり、あるいは規模的

なものであったり、あるいは場所的なものだったり、そういったものを少し深堀して

検討していきたいということで、いま考えているところであります。 

  この計画につきまして、いまおっしゃったとおり、まだまだ順序付けができており

ませんので、３４年度以降は基金は増額に転じる、起債残高は減額していくようなス

タイルになっておりますが、これもいま暫定で入れておりますので、いま言った少し

具体性が出てくれば、また変更は出てくるということもあるかと思います。 

  前のページ、９ページでもお知らせをしておりましたが、いままでもそうでありま

したが、起債の残高それから基金の残高、両方をにらみながら、山、谷がありながら

も、大規模事業の実施に繋がってくるというふうに考えますので、そのあたりも含め

て検討していかなければいけないというふうに思います。 

  それから支出的なところにつきましては、いま健全化判断比率も公債費比率も問題

のないレベルで推移をしておりますが、こういう事業が重なってきますとどうしても

数字的には若干ではありますが、あがったという言い方が相応しくないと思いますが、

いまよりも少し財政的に負担が増えるということは考えられると思いますけれども、

赤字で示されたような危険なレベルには当然到達しない中で、事業計画を組んでいか

なければいけない考えがありますので、そういったところでご理解をお願いしたいと

おもいます。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 岸君。 

○１番（岸 徹也君） ３４年度以降というものは、庁内での検討会があって、そのご

に出されるということなのでしょうけども、暫定的なものですし、総合計画の策定も

含めてのことでしょうから、大変ご苦労もあると思うのですけども、できればそうい

うものは早急に提示をいただきたい。 

いつまでにそういうものが提示できるというような、何かそういった日にちとかは
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言えますか。 

○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） 直ぐにでもと言いたいところなんですが、前にも各議員の方

から今後の大型事業を踏まえて、当然ながら基金があるからと言っても、当然かかる

ものはかかるだろうということで、ご心配の声もいただきました。 

  いま総務財政課長が答弁したとおり、普通は総合計画に搭載になっていないものを、

例えば規模だとか、場所だとか、予算に触れていくのは少し行政の筋としては違うん

ですが、前にもお答えいたしました、今後の色んなことに対する基礎資料としてはそ

ういうものを持たないとやっぱり不安ですよね、当然ながら。 

  それから、いま総務財政課長が言った中でポイントがあるのは、１番は場所が決ま

っていないというのが非常に色んなものをイメージするのに大きな要素になります

ので、いま動きだそうとしている営繕検討委員会については、望ましいゾーニングと

言いますか、そこまで踏み込むのと、それからもう１つはできれば健全な規模ですね、

ある程度実態に合った規模まで少し明示ができればなと、それから個別の色んなもの

については、将来的な課題色々持っています。 

  例えば、国保病院も当然ながら時期が来れば建て替えということが考えられますけ

ども、いまの実情で言うと老健との連動性ということが必ず出てこなければならない

ということで、おのずと置く場所もどの辺かということが想定されたり、それから庁

舎を建設する時にも、この庁舎を壊しながら建てるという話になりませんよね。 

  庁舎についてはそのまま動かしながら、新たな場所で建設をしてくかということも

ありますし、そういう意味では単純には中々いかない要素がありますけれども、でき

るだけ次の総合計画の期間の基礎資料になったりですね、それからこのことについて

は、できれば中間的なものを議会の皆さんに相談をしたいというふうに思っています

し、これで決まりということではない資料になると思っていますので、できるだけ多

くの要素を含めたもので、営繕検討委員会の中で原案を叩いていきたいと思っており

ますので、時期の方は少しお約束できませんが、早い時期、早ければ早いほど見通し

も立ちますので、そういうつもりで対応して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。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 暫時休憩します。 

  この時計で５０分まで休憩いたします。 

 

休憩 １４：３７ 

開議 １４：５０ 

 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  たにご質疑ありませんか。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 委員長、まず資料要求をしたいと思いますが、よろしいでし
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ょうか。 

  総合体育館の耐震診断をやって、その耐震診断の結果の部分と修復する場合の見積

り等があるはずだと思うので、それの両方を時系列で、この書類を要求したいと思い

ますので、委員長取り計らいをお願いします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） ちょっと待って下さい。 

  いまの資料請求に対して、できます。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 １４：５１ 

開議 １４：５２ 

 

○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。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） いま休憩中に耐震診断はあれしたけども、その耐震診断に対

する改修見積りのあれはやっていないのだという休憩中の話のようでしたけども、こ

れは休憩中の話ではなくて現実のものとして、その耐震診断に基づいて改修の見積り

をやっているはずですよね。 

よく私たちが聞いているのは５億円かかるとか、６億円かかるとかという話を聞き

ました。そのあとからの話では８億円だの９億円だのという話も出ました。 

その５億円だの６億円だという金額の根拠がどこから出てきているのか。耐震診断

をやってそれに基づいた改修見積りを立てているからその数字が出ているはずです

よね。そこら辺りはどうなんですか。 

○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） ご質問にお答えをしようと思っていますが、ちょっと整理を

していただきたいと思いますけれども、いま上村さんおっしゃった通り、何故、改修

の場合の見積もり予算がないんだということですけれども、当初、町長の方から改修

をということで言った時は、いまの町の財政状況の中から３億程度の改修に済ませた

いという、財政の見込みで当初言っていました。 

  それではですね、いま今後耐震だとか色んなものの補助が付かないということもあ

りましたので、耐震の調査をやってみようということで、耐震の調査をやらせていた

だきたいということで説明を申し上げました。 

  出てきた結果が、危険度が高いということで、改築にという流れでやっております

ので、８億とかそういう数字はこちらの方から提示した覚えはないです。 

  ただ、当初３億程度で１０年から１５年くらいの、その程度の延びるようなもので

何とかしたいというのは、当初話をさせていただいたと思いますが、これもですね町

長の方で答弁していたと思いますけども、調査をさせて下さいということで、調査費

を付けてですね、耐震の調査をして、それで改修ではもたないという判断での改築と

いう事でありますので、経過から言うとそういうことでありますので、よろしくお願
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いいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） 最初から改修に向けた診断は何も見積りは出していない、こ

ういうことですね。 

私たちがよく聞くのは３億円かかるとか５億円かかるとか６億円かかるとかと言

う話。金額だけが先に走っている。そんなにかかるのであれば改築したらいいかとい

う形になって向かっていったということで思っております。 

  それから事務長にちょっとお伺いしたいのですけども、日本の国民の三大義務と権

利がありますよね。 

ちょっと教えていただけますか。 

○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） 日本国民の三大義務ということでありました。 

  納税の義務と教育を受ける義務、裏返しの教育を受けさせる義務というものと、大

変申し訳ありません、度忘れをしておりました、勤労の義務ということであります。 

  １つ先程言った義務と権利両方兼ねるということで、教育のところを触れさせてい

ただきました。 

  それから人間としての最低限の生活を受けるための権利、３つ目が、申し訳ござい

ません。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 上村君。 

○１１番（上村義雄君） 突然に事務長にいじわるな質問をして申し訳なかったと思い

ます。 

  いま事務長が言われたように、教育というのは義務であり権利である。 

それから権利では生存権、生きる権利、それから参政権、政治に参加する。 

これが権利の３つ。 

１番大事な生きる権利をあれするのが防災であり、いろいろな避難するところとい

う部分になってくる。 

いま、東日本の大震災とか大きな震災があるものですから、生命と財産を守るとい

う言い方をしておりましたけども、まず第１に命を守ろうと。 

財産はその次。生きていればまた再興できるということから、義務と権利。 

当然、納税の義務、勤労の義務、これは私たちの義務です。 

そして親として教育を受けさせる義務ですから、きょうの小学校の入学式、あすの

中学校の入学式、これは義務教育ですよね。いま体育館・図書館を建てようという先

ほどの説明では素晴らしいバラ色の説明をしていただきました。 

財政的には何ら問題ないと。それからマックスの水が３５１ミリの雨が降ったとき

にも、それ以上であればあれだけど、それまでは大丈夫なんだという、これは道の開

発庁の部分では、去年の台風によってそういう危険がありますよということを周知し

て、あとはそれをどうするかは地方の自治体の考え方次第ということです。 

それから最近では、過去のデータに基づいた雨量の計算ではなくて、科学的根拠に
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基づいた、ですから雨のレーダーだかよく天気予報に出てくるレーダーの最新式のも

のを利用した中で、いまはそういう過去の最大マックスを想定しながら数字を出すの

ではなくて、科学的根拠に基づいたやり方で検討しなければならないという話が先日

ニュースで発表されていました。 

そういうことを考えるときには、やはり１番先に、なぜその義務と権利の話をした

か、体育館・図書館というのは社会体育施設ですね。義務ではないですね。１番大事

なのは小学校であり、中学校であり、またそれに携わる給食センターであり、そうい

ったものが基本的にそれをやっていかなければならないというふうなのが第一に考

えなければならないのかなというふうに思っております。 

  私の孫もいま中学生で、先日、家族の中で話している中で、体育館よりも中学校の

雨漏りをなんとかしてほしいよねという話でした。切実な率直な話だと思う。 

きょう聞いたらなんか工事をあれする足場組んであれしているからやっているの

かもしれないという話をしておりましたけども、いずれにしてもそういう義務教育を

受けている子ども達に不安を覚えさせるようなことは、これは当然、体育館・図書館

で最高素晴らしい説明を受けましたけども、それよりもいま三大義務と権利の話をさ

せてもらっているけども、そういうところにきちんとやっていくことが地方自治のあ

れで役割でないのか。私はそう思うんです。 

  それから財政の方で一言いわさせてもらうと、１９年に今金小学校が完成しまして、

素晴らしい体育館を中にして、素晴らしい環境の中で小学校の教育ができるという。 

近隣の見本となるという感じの部分で行われているわけですけども、その当時の国

の財政的な部分での基準がまだ私の感覚では補助金等にも余裕があった。しかし先ほ

ど先日の定例会でもあったように、２６年４月から財政的なものから、これからのイ

ンフラ整備に向けた部分できちんとシミュレーションをつくりなさい。 

そういうつくったところから財政を考えますと国の方から出ているわけですよね。

そういったことを考えていくと、これからの部分で、いまの２７年を、もらった資料

の３７年までの、１６年から１９年のときの数値の財政赤字とグラフでの違いが似通

っているから、今後の部分でこれが可能なんだというふうな認識を取れる財政のお話

がありました。 

しかし、いま私たちが心配するのは、当然、いまこれから出てくるであろう箱物、

全部ここにも書いてある。 

その箱物だけではなくて。特会の方の部分で先日、道の方に報告すると議会の理解

を得るということで情報をもらいましたけども、大きな下水道の維持管理、それを長

寿化するためにはどれだけこれからかかっていくかということを、全部シミュレーシ

ョンをつくって、それに対応していかなければならない。 

これは当然のことなんです。行政というのは継続ですから。 

いきなり夕張のように破たんというわけにはいかないわけですから。 

夕張にしてもようやく国の方の財政の見通しのシミュレーションが許可されて、市

長の給料が４０万円になるとかという話ですけども、それまでは２５万円で市長がや
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っていたわけです。 

これは何を言わんとするかと言うと、当然いまの段階、２７年度の段階では財政的

には何ら問題ないですよ、しかし、ここに出ている３３年以降の部分で国の情勢も変

わってきているということ。 

昨年度末の３月でもって国の借金が１，１１３兆円という財政赤字です。国債でも

って。これは何を意味するかと言ったら、国民に全部借金しているということです。 

国民に借金しているということは、先ほどの５０％からの交付金で財政処置がある

でしょうという、いままでの部分ではそういうふうなことが考えられたでしょうけど

も、これからはそういうシミュレーションをきちんとつくりなさい。 

それに基づいた財政措置の部分を考えますよというふうになってきている。 

これは私が言うまでもない、町長、副町長、それから財政を預かっている人方は全

部それを知っていることだから。 

そういうことを踏まえていくと、先程これの説明をしていただいたのは、いままで

説明していただいたのと何も変わりはないと。 

同じものを同じふうに言っているというふうに私は捉えております。 

そういう基本的なところ。そして今金町のこれからおかれる部分、そういうところ

を考えるときにもう少し具体的に、私たちが出した修正動議に対する回答３点につい

ては何ら変わりない、いままでのことをずっと言っているということにしか私は受け

取れなかったわけです。 

その点について事務長の答弁をまず聞いてみたいと思います。 

○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） いま上村議員のご質問のあった中で、教育委員

会に関わる部分について、まずご説明を申し上げたいと思います。 

  義務教育の中で優先すべき学校施設の整備という言葉があったと思いますが、今金

中学校の改築に向けては、既に事務を進めていると認識を持ってございます。 

  平成２８年度におきましても、耐力度調査を実施し、いま現在、道の方にそれを提

出し、審査をいただいているところでございますし、昨年度の内に事業要望について

も５年計画、国の方に示す５年計画の計画を搭載していただくべく提出をしていると

ころでございます。 

  でありますので、何ら先において事務を進めているのではなくて、最優先課題の１

つとして既に事務を進めているということで、ご理解をいただきたいと思っておりま

す。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １５：１０ 

開議 １５：１３ 

 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 
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  総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 財政面で将来の見通しをもう少し具体的なところとい

うことで、ご質問いただいていたというふうに思っておりますので、私の方でもう少

しお話をさせていただきたいと思います。 

  おおっしゃるように、先の見通しは中々見通せないというのが現実であります。 

  これは国の動向もそうでありますし、それから社会経済全体の情勢というのもその

通りであります。 

  ですので、いまは私達が知り得る限りの情報をですね、例えば地方の財政面で言え

ば地方財政計画ですとか、そういうものを参考にしつつ、それから先程申し上げまし

た財政の現状、良いのか悪いのか、そういう判断については、先程申し上げました指

標がありますので、その指標を見比べた中で、いまどういう状況にあるかということ

を把握したうえで、将来推計を立てるところであります。 

  決していま預かっている財政というのは、総合体育館・図書館、今金中学校だけで

はありません。 

  おおっしゃる通り、上下水道もあります、病院事業もあります、老健もあります、

それから様々な住民サービスもあります、そういったものをトータルで見た時に、町

としてどういう状況にあるのだろうかというところを把握して作っていくのが、健全

化のプログラムであります。 

  先程も言いましたが、２８年度から５年間の計画になっておりますが、ベースは２

７年度の決算値です。 

  これは２８年度決算が終われば、２８年度推計値を決算値に置き換えて、更にその

先の、その段階でつかまえられる情報を反映されたもので計画を見直していく。 

  これの繰り返しでありますので、その中で財政が悪化しないように、先程言いまし

た指数ですね、こういったものを参考にしながら事業の順位立てだとか、順番付けで

すとか、それからものによってはローリングさせるものもあるでしょう。 

  そういったことを検討していくことになります。 

  地方債を借入するにあたっては、先程から申し上げています指標がとても重要にな

りまして、当然、北海道なり国なりと協議をした上で、額の同意をいただいて起債を

することができるんですね。 

  その時にも非常に重要な指標になりますので、それがボーダーラインに近づかない

ように、もしくはいまの現状のように数値として現れない中で運営をして行くことを

基本ベースにしながら、財政プログラムを組んで行かなければいけないというふうに

考えておりますので、決して見通しがない中で模索をしているということではありま

せん。 

  いまある情報を目一杯把握をした中でプログラムを組んでいるという事でありま

すので、是非そのあたりは、ご理解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） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 前段、上村議員さんからありましたことについて、ちょっと述
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べさせていただきたいと思います。 

  今小を含めた様々なこの間の経過でありますけども、冒頭、私も申し上げたように、

体育館・図書館ということが基本ベースになっているわけでありますが、１つこう体

育館につきましてもですね、ここの手元にあるのは私も企画をやったり、あるいは総

務と財政の担当課長をやった経過があるわけでありますけれども、町長になってから

大きな変革をしたわけであります。 

  議会でも随分慰労を頂いたわけでありますけれども、複合文化施設から２１交流施

設の実現に向けての検討の中で大きな考え方の整理をしました。 

  これはいま質問にあるところに結びつくところでありますけれども、この２１いま

かね交流施設を進めてきた経過があるわけでありますが、非常にこの建設事業を進め

ることについては、現在これから進めようとしている今金小学校の改築だとか断念は

したわけでありますけども、町民プールの整備そういうことも考えなくてはならない。 

  加えて、緊急度からいえば公営住宅や総合体育館など大規模修繕の必要な施設がま

だ多く残っている。 

  そこから手をかけて行く必要があるのではないか。 

  加えて、委員がおっしゃったように、国の方針が不透明なことや、交付税削減の流

れの中に町財政の厳しさが益々増えていくことは明らかで、そんな中で我が町の基金

を非常に重要な財源であることから大切にしていきませんか、そういう提案も含めな

がら議会の議論をいただいて、いまかね交流施設、文化センター構想については断念

をさせていただいた。 

  そこで、先程言った今金小学校については、その一部を小学校の体育館で利用して

いただくことは可能ではないか、もうちょっと小さいレベルについては、この部分の

中でも言っていますけども、現有の町民センターを活用するということも考えようと

いうことから、方針に基づきまして様々な取り組みをした一連の歴史的な経過がある

わけであります。 

  職員として、私もずっとこの間の流れを持っているわけでありますから、そのこと

を踏襲しながら進めてきたわけであります。 

  河端町長、村本町長の思いをきちんと受け止めながらやって行こうかなということ

で、そういう姿勢を持ってきたわけであります。 

  先程質問がありました体育館の修繕につきましも、そこでありますように逐次様々、

古いものについては改修・改築をしていかなければいけないという当然思いがこの間

ずっと流れてきたわけでありますが、体育館については既に２１年に実際先程質問が

あったように修繕ということも含めた修繕計画を立ち上げて、調査を２１年にさせて

いただいて、整理をされた第１回目の整理されたのが２４年１１月であるわけであり

ます。 

  これも私の方針である、改修をしようということで方針があったわけでありますか

ら、大規模、全面的に改修はならない、必要最小限の形の中で修繕をしていこう、改

修をしていこうということに基づいたものでありまして、２４年の当時でいう数字で
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ありますが、先程、議員がおっしゃったように、私どもこの間、お話していましたよ

うに、約３億２千万くらいかかるだろうということの想定の当時の数字で、はじかせ

ていただきました。 

  これも原課も含めれば、技術屋を含めれば、全てではないですよ、本当に最小限必

要な部分の改修をするとすればということであったわけであります。 

  これに基づきまして、私の方も事業を進めるとした段階では、国も非常に厳しくな

りましたので、国が既に耐震という方針を打ち出したわけでありますから、改修する

にしても、先程来、答弁しているように改修するにしても国の補助金を求めるために

は、その耐震設計、耐震計画を持たなければいけない、耐震をやるんだってことで、

耐震の設備をするんだということで、初めて補助がつくということになったわけであ

ります。 

  そういうことから、いずれにしても耐震の診断をしなければいけないということで、

国なり道の指導を受けたわけでありますから、受けた結果の中でそういう数字が出た

ということでは、２６年の５月にその診断書が出てきたわけであります。 

  ここでもって、私の方も国の方と道の方と相談させていただきました。 

  最小限、最小限の改修でも、３億かかるわけでありますけども、これとて補修して

新たに国の方では、窓口が当然、国交省にあったわけですから、そこに直接行って様々

な相談と指導を受けた段階では、これについての耐震の難しさは非常にあるよ、相当

多額な事業費がかかりますよ、そういうことでアドバイスをいただいたのは、３億プ

ラス相当の金額がかかるでしょうと、当時は大雑把でありますけれども、体育館をい

まの規模くらいにすると１３億とか１４億でできるのではないかという話も聞いた

ことがあるわけでありますけれども、既にそのことをもって、道の方とも相談した段

階では、町長、そこで７億も８億も仮にかけるとすれば、それで何年もつでしょうか

という逆算をすると、新しく建てた方が長きに使えるし、きちんとした設備ができる

んではないでしょうかという様々なアドバイスを受けながら、議会の方にも方向性を

私の方で示しながら、残念でありますけれども、私がずっと描いてきた改修から改築

という方向でさせて下さい。 

  この間、そういうシフトをしてきたことについては、何度も申し上げている部分が

あるわけでありますけれども、明確な数字、先程も質問がありましたように、耐震方

式でもって改修するとすればいくらかという積算の見積もりは取っておりません。 

  あくまでもその段階でもって国、道のアドバイス、指導を受けながらも改築という

方向性が望ましいということで私も判断し、議会の方にも報告させていただきながら、

その方向に向けてきましたので、その差がどうだとかということには、私ども目を向

けなくて、では直ぐに改築に向けどういう形を取ったら良いのか、どういう手続きを

取ったら良いのかということで、こんにちまで来ているということにつきまして、是

非、ご理解をいただだければと思っております。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 私の方から皆さんにお願いがあります。 

  と申しますのは限られた時間での、多くの皆さんから質疑をいただきたいというこ



- 22 - 

 

とから、質疑に対しては簡潔に協力をお願いしたいと。 

  回数制限はいたしませんが、質疑に対しては簡潔にご協力をお願いいたします。 

  それではどうぞ。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） 先程より説明をいただいておりますけども、その説明というの

は、先程、上村委員もおっしゃったとおり、私たちが修正動議を出す前に説明を受け

たものと何ら変わってはいません。 

その説明でご理解をいただきたいという話ですけども、それは到底無理です。３月

に修正動議を出したときには、私たちの動議に対して、主に反対の人方があれだけ大

勢駆け付けた中で、どちらかといえばアウェー状態の中で修正動議が可決されたわけ

です。そのことで３つほど疑念があるという言い方をしていますけども、私たちとし

てはその３つの点について、いくらかでも解消してもらわなければ話し合いには乗ら

ないという考えなのです、私は。 

ですから先程の、いままでの説明と同じようなもので理解をしてくれということは、

私には無理です。 

  このことがいつまでも長引いてもしょうがないので、私はその３点の疑念に対して

理事者側がどの程度歩み寄りを示せるのか、そういう気持ちがあるのかどうかまず１

点お伺いします。 

○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） お答えをしたいと思いますが、この間ですね、多分３点につ

いて動議を出す前と変わっていないんではないかということですけども、庁舎の中で

は町長も含めて、それぞれの点について誠意を持って説明をしたいというのがまず１

点であります。 

  それから、３つというと簡単にいうと場所の問題、それから規模の問題、それから

財政の問題と、この３点が私はクローズアップされて６人の皆さんがそういう思いで、

私達の方に投げかけを下さったもんだと思っております。 

  それで、今回の合同委員会の私達のお願いとしては、例えば体育館が規模だという

のであれば、体育館・図書館全ての規模なのか、それとも図書館そのものの規模が問

題なのか、それから一部やり取りの中で教育委員会の方の事務所がくると、これも少

しこちらでは前からそういうことが思いとしてありましたというやり取りがありま

したけれども、そのことがスペースもとるし問題だということなのか、私はそれぞれ

の皆さんのご意見があって全然問題がないと思っていますので、願いとしてはその部

分を是非聞かせていただきたいと、当然ながらそれを受けて同じ説明を町長はすると

は思いません。 

  それから、この場で中々結論の出ないものもあると思いますが、この３点に託され

たものは何なのかというのは、理事者としては聞かせていただきたいというのが思い

であります。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 日置君。 



- 23 - 

 

○７番（日置紳一君） 副町長の方からもそういう話が出ましたのであれですけども、

私たちは前回、３月議会に特別委員会の報告をしたと思うのですけども、その中でも

図書館に関しては見合わせたらいいのではないかという話も織り込んでいると思い

ますし、教育委員会も私がくる前ですから平成１９年だったかな、向こうの学習セン

ターですか、あそこに入っていたときの話では、１，０００万円近くかけて３階を直

して呼び寄せたと。 

それから１０年くらいの中でまたそこにつくると。 

そういうようなことが町民の皆さんからもいろいろな話があって、私はそこら辺の

図書館、教育委員会、まずその部分は、今回耐震の絡みからいってもちょっと違うの

ではないかなと。 

先ほど町長が言っている部分の話では、ずっと計画であったという話は聞いていま

すけども、今回はやはり財政の絡みもいろいろと出ているわけですから、耐震に重き

を置いて図書館はそののちにしてもらいたいと。 

教育委員会も３階のままで留めてもらいたい。 

そういうことをある程度話し合いの中でやれるのであれば、先ほど言ったように場

所がだめだと言っても、それこそ公園法の問題だとか私たち反対委員も皆知っていま

すよ、その辺が大変だろうと。 

だからそこを最後まで言って苦しめようとは思っていません。 

ですからどこまできょう言っていいのかわからなかったのですけども、副町長が言

われたので、その辺の希望を出させてもらいました。 

○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） ありがとうございます。 

  特別委員会の答申の中でも図書館については触れていただいているのも認識をし

ております。 

  非常に意見としては受け止めたいというふうに思います。 

  多分、賛成をされている方、それから動議で賛同されている皆さんの方向は同じだ

というように思っています。 

  その中で、事務段階で進められることと、それから止められないこととあります。 

  ここで細かいことは話しませんが、是非いまのようなご意見というのは非常に分か

りやすいです。 

  日置議員としては、そういう考えだということで承りましたので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  ありませんか。 

芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） 先ほど総務課長の方から財政の説明がございました。２７年度

決算をベースとしたシミュレーションということでありますが、ここで２７年度で４

７億円の町債ということでありますが、これには特別会計は入っておりませんよね、
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抱えている負債は。入っている、４７億円にですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） これについては、特別会計の企業債ですとか、そうい

った町の負担分も含まれておりますのでよろしくお願いいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） わかりました。 

  そこで、私２３年からきましたが、備荒資金の関係については全道的にもかなり財

政的に裕福なまちだなと先輩議員から言われておりました。 

約２０億円ということでありますが、これらの備荒資金の使用条件といいますか、

積立条件の説明を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） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） これは北海道の備考資金組合が行っている事業であり

ますけれども、そちらの方に今金町も参画してるというところでありまして、災害対

応ですとか、緊急の場合を想定をした中で積み立てをして財源として確保していると

いうことが原則となっている基金です。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） そこで、私、町の基金といいますか、財産あるいは負債につい

ても、行政でもなければ議会でもない、言ってみれば町民との共有の部分が全てだと

いうふうに思っております。 

こういった基金の使用については、やはり大事に大切に使わなければならない。こ

れは多くの先人が知恵を出して作り上げた大きな財産であります。 

当然、慎重にも慎重を重ねたそういう使い方が求められるわけでありますけども、

私今回、この図書館と体育館の建設にあたっては基本的には同義に賛成した１人であ

ります。 

ただ、多くの町民と接触をした中ではいろいろな方がおります。 

賛成の方もいます、反対の方もおります。 

現状でいいと、そんな金どうするんだと。 

特に心配されることは、いま実施されている国営事業の関係、これらの４％負担は

どうなっていくのか。 

これには入っていませんが、３７年度以降に発生してくるだろうと。 

あるいは橋の問題がありますよね、橋脚の問題。約９０からの橋。これらの補修の

関係。 

更には今金町の水道は全て地下水であります。 

約４０年からの経過という話も聞いておりますけども、これらの整備の関係。 

それと同時に防災関係に関係するのですが、消火栓の関係も含んでまいります。 

こういったことを考えたときに、やはりいま財政が基金があるとか、改修をやめて

改築をするとか、そういった議論も大事でありますけども、やはり必要なものはやら

なければならないだろうというふうに思っております。 
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ただ、基金がある、財政に余裕があるからやるんだと、あるいは起債をする、交付

税措置されると言っても起債というのも借金なわけですよね。 

多くの評論家の話を耳にしたのですけども、北海道全体の町村の負債額１人あたり

が８０万円というのが基本ベースにあるようです。 

府県からみるとかなり高いウェイトになっていると。 

そういったことを考えたときに、我々の特別委員会を設置して、防災の関係の調査

もしてまいりました。 

これはいつ起こるかわからない、そういったことが日常の中に常時あるということ

なんですよね。 

そのときにやはりそういった蓄えというものがなければ何もできない。 

そういった予備をきちんと確保するのも運営者としての大きな責任ではないかと

思っております。 

ですから、基金がある、起債が交付税措置されると、これもそうですけども、実際

２３年から交付税措置をみても、一般交付税で約２５億円ですよね。 

特会・特公含めても約３０億円、町債で５億円で３５億円しかないわけですよね。 

これからのそういったことを考えたときに、ダブルで償還というものと交付税が減

額されるという問題が生じるわけですよね、人口減というもの。 

これらに対してどう準備をしていくのか。 

どういうセーフティネットをつくりあげていくのか、こういったことをやはりもっ

と詰める必要があるなというふうに思っています。 

  当然、事務方とすれば当然のことながらやっているとは思いますけども、町民はな

かなかそういった末端まで承知がされていない。 

そういう心配事があるわけですよね。やはりそれに応えるためにもきちんとした説

明責任ということをはっきりしていく必要もあるし、いまの財政状況ということもも

う少し町民に知らせるといった対応も必要ではないかと思っております。 

中には１年間で今金町財政が本当に赤字なのか黒字なのかしっかり示してほしい

と。いまの広報で出される財政の報告ではわかりづらいというのがほとんどなのです

よね。 

ですから単年度収支というものをきちんと出して、人件費はいくら、業務管理費は

いくらと、あと不足分は町民の皆さんの負担をお願いしますと、例えば水道使用料に

しても、賃貸料にしても同じだと思います。 

税率についてもそういうことですよね、国保税についても必要な分は負担していた

だく。もう少し行政の財政というものも町民に詳しく知らせる、そういう方策を取っ

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） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 前段でありますけれども、色々財政の話を伺いました。 

  取り敢えずですね、様々な言葉があったわけでありますけれども、セーフティネッ

トという話がありました。 
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  それは家庭の貯金が基金であります。 

  これは以前からも議会の方にも挨拶の中で申し上げておりますし、一昨年あたりか

ら北海道副町長会議の中でもきちんと明確に打ち出されているわけであります。 

  町長方は十分、総務省なんか出入りして承知しているわけでありますけれども、国

も非常に財政厳しくなっています。 

  数年前から地方公共団体、いわば地方自治体は裕福になってきていると言われてい

るんですよ。 

  いま言ったように、去年ですか備考資金を例にとって北海道で備考資金をたくさん

積んでいる町がある。 

  ベスト１０の中に今金が当然入っているわけであります。 

  それくらい備考資金貯金をしているわけでありますけども、そのチェックもすでに

国の段階でしている、何かといいましたら一生懸命かすかすで努力しているところに

ついては、先程議員おっしゃる交付税、国は応援する。 

  何で裕福な自治体に応援しなければいけないんだということは、相当厳しく強くチ

ェックされている時代なんですよ。 

  ですから資金何かは、他の自治体からすればそんな余裕はない、積んでいる余裕が

ない、この間、色んな町長達とお付き合いしておりますけども、十勝地区、十勝管内

でも市を含めてですけども基金と言いますか、２０億も３０億も積んでいるところは

一切ないそうであります。 

  後志も、凄い有名な町も１１億だかそこら、それくらいかすかすで運営をしている。 

  そこにきちんとした対応を、国の対応がある。 

  お願いできる要素がある。 

  何か変なんですけども、私は議員おっしゃる通り、きちんとした、いざという時の

貯金を積みながらやって行く。 

  これは今金町の手法なんですよね。 

  きちんとした財政を安定的に、いざとなった場合には基金を導入して事業を進めて

行こうという部分があるわけでありますけれども、国は決してそういう方向にはいっ

ていないことが、非常に辛く残念な要素にあるわけであります。 

  ですから、適正な段階で幾らかということは示しはないんです。 

  あくまでも裕福と言われるところについては厳しく、いま言ったように交付税を含

めて厳しさをチェックさせてもらうよと。 

  金があるんだからその中でやりなさいということには、もう方向性は行っていると

いうことでありますから、心配な要素があるわけであります。 

  かといって、どんどんどんどんとそこのレベルまで落とすということには中々なっ

ていかないだろう。 

  先程来、事務方含めて説明しているように、様々な事業が山積しているわけであり

ますから、それに見合った形の中で取り組んで行く。 

  何よりも重要なのは、貯金も必要でありますけれども、それは償還の財源にもなる
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わけでありますけども、有利な補助金なり起債をいただく、全ては起債であります。 

  この起債も情報でありますけれども、ご存じのように函館市だとか様々な北海道の

市も過疎地になっている。 

  そうすると私も総務省に出入りしています。 

  総務省のＮＯ２なんかにも色々お話をするんですけど、何とか次長、交付税、地方

交付税これだけ全国的に過疎地域が増えているわけで、都市が増えているわけですか

ら枠を増やして下さい。 

  町長、それはできないなって。 

  枠は増やせないと言うんですよ。 

  その中で食っていくしかないんだ、ですからライバルがどんどんどんどん増えてい

く。 

  ましてや、都市の方が事業費が多いものですから、起債を借りるのも大きいんです

よ。 

  そうすると我々のような小さい町の起債も、町としては大きいんですけども、それ

に食われてしまう。 

  非常に激しい闘いが地方の団体の中でもあり得ると。 

  ですから、先程申しましたように早め早めに声を出して、計画を打ち出して道なり、

国なりの相談をしながら、財源確保に向けてく取り組みはして行かなければいけない

のかなと。 

  ただ、副町長も言ったように、計画というのは相当前まで求められないわけであり

ます。 

  総合計画が入らないうちは確実性がないわけであります。 

  そこを超えてもう少しやるとすれば早めに、事前にですね議会と相談をしながら頭

出しくらいはさせていただくような形をとって行けば、議員がおっしゃるように、も

っと先まで見据えた財源の計画、あるいは起債の償還を含めた起債を借入する計画な

んていうのも導き出されていくのではないかなと思っていました。 

  いまみたいな心配の要素をきちんと踏まえながら対応していかなければいけない

ということについては、きちんと踏まえております。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 先程、芳賀議員の質問の中で起債の残高、２７年度の

決算値ですが、４７億７，５００万、この中に企業債、特別会計の償還も含まれるか

ということだったんですが、これについては含まれておりませんので、あくまでも４

７億７，５００万は一般会計の起債の残高というところでお願いをしたいと思います。 

  将来負担比率の試算の方と勘違いをしていましたので、よろしくお願いいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） 確かそうですよね。約１８億円近くあると思います。 

総額で６５億円だというふうに記憶していますけども、その数字は間違えてなかっ

たですか。 
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  そこで、こういった資料をせっかく作るんですから、やはりこういったものを入れ

た方が全体の絵が描けるのかなというふうに思いますけどもいかがですか。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 健全化プログラム自体は、一般会計を対象として作ら

れているのでありますので、そういうことで今回まとめさせていただいているという

ことで、ご理解を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） 芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） もう１点お願いします。 

  ２３年から今年度まで、恒常的に特別会計に約８億円前後が繰入という形を取られ

ていますよね。 

こういった部分は、一般的に企業会計であれば負債という見方になるのですけども、

公会計法ではそういったものはみるということは難しいのですかね。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） ２７年度の元利償還金に対します繰り出し金と言いま

しょうか、これについてはまず一般会計の方で償還金は元利含めてですが、６億３，

３００万ほどあります。 

  それから、公営企業会計で下水道が１億２，９００万ほど、病院会計では１，００

０万ほど、簡易水道会計では３，３００万ほど、老人保健施設では３，１００万ほど

という事で合計しますと８億３，９００万ほどの元利償還金になっているところであ

ります。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） やはり今回、巨額の投資をするわけですよね。 

これからもあるわけですよね、庁舎の問題、消防署、給食センター、中学校を含め

て、６８億円という数字が概算ですけども示されております。 

その他にですよ、国営事業の関係がありますよね。 

いま５，０００万円ずつ積立をしておりますけども、そのほかに工事が終わると同

時にまた倍額の基金が必要ですよね。 

町の持ち出し分。要するに１４億円近くかかるということですよね。 

町の負担は、あるいは橋の問題であるとか、そういうものがある。 

そういうものを入れた時に、本当にどうなるのかというのが、我々が本当に知りた

いところなのですよ。 

なかなか運営する以上は、ローリングする部分があって、中々つかみづらいという

のは分かります。 

ただ、概算でも結構ですから、これから何かの機会があればそういう書類もお願い

したいと思いますけども、いかがですか。 

○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） 何度も申し上げますけども、本当にやることがたくさんある。 

  議員がおっしゃるように、本当に経年劣化したものついてはきちんと対応していか
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なければいけない、これは最優先していかなければいけないだろうと。 

  新しいものについては多分、相当検討が必要だろうという思いも当然お持ちかと思

いますし、私もそういう認識を持っているわけであります。 

  ちなみにでありますけども、いま言ったように早くから基金を積んでいる国営の話

もありましたけども、そういうものについてはまだ最後の数字が見えてないんですけ

どね。 

  見えてないんですけど、備えて行こうという形で、目的基金ですから問題ないわけ

であります。 

  そういう対応はこれからもきちんとしていかなければいけないだろう。 

  でも、いま計画をされているものについては、年次計画を持ってやってきておりま

すので、一気にはできませんので、それは議員がおっしゃるように、財政計画を立て

て、ここで 1 つお願い申し上げたいんですけど、先程来申し上げておりますように、

今金町文化センター構想、様々名前が変わっていますけども基金を積んできました。 

  １０億までいきました。 

  それを名目を変えまして、公共施設の整備の方と先程の備考資金の方に分けて、色

はついていないわけでありますけれども、総額はその含みの中には私が言うように、

この間、３代の町長に渡って懸案事項である文化センター的な要素のもの、あるいは

博物館的なもの、これ実現できました。 

  様々な分野の中に図書館の部分も含まっているんですよ、含まっているんですよ。 

  そういうことで、総合的に、複合的に作っていこうということで、議会をあれして

やってきた経過が、せめてその一部でもこの時期に発動する私は意味合いがあると、

そういう受け止め方をして、こんにちまできているわけであります。 

  あと、実現できていないのが図書館と郷土芸能練習所といいますか、太鼓の練習と

か、そういうところについてはまだ実現の目途が立っていない。 

  これについても、色々可能性のあるところありますので、そこに声をかけてですね

いま現有施設を貸していただけませんかという話は、この間ずっと何年前からしてき

ておりますけども、まだ実現に至っておりませんが、そういうことでこの練習所、音

楽を含めて音の高いものを遮断をしながら活動できる拠点と、図書館の拠点というも

のができれば、私は河端町長、村本町長から懸案している部分のことに対する、名前

は様々変わっていますけども、文化センター構想一連の実現の目途が立つものではな

いかなと思っています。 

  博物館的な要素については、美利河の方に様々な名称は変わりましたけれども、規

模は本当に小さくなりましたけれども、実現をさせていただいたということで、これ

らについても、先程来申し上げたように、私の今回の選挙の公約に掲げさせていただ

いた部分でありますので、先程、日置議員のお話をいただきました。 

  なぜこの会議を行っていただきたいかと言いますと、具体的にどういうことですと

いうことをきちんと受け止めなければ、あの３点の疑義の大きな言葉の中では、中々

町長も検討に向かって行ける姿勢は当然持っているわけでありますけれども、まだ見
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えない部分がありましたので、本当に皆様の思いをきちんと受け止めて、これから向

かっていきたいという思いがありますので、是非、ご意見いただければと思っていま

すので、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） できればですね、修正動議に賛同した皆さんか

ら発言をいただきたいと思いますので、あと２名の方、発言がありませんが、１つよ

ろしくお願いします。 

川上君。 

○９番（川上絹子君） この度の修正動議に賛成しました。 

  この修正動議に賛成した３項目に対して、私は今回この合同委員会が行なわれるの

にあたって、何かの改革のされたものが出てくるかと思ったら、何も変わっていない

ものが出てきたということ。これはとても残念な感じをしました。 

  それと、体育館が倒壊の恐れがあるという緊急性を言いながら、体育館はいまだに

使用している。私はそこまでの危険性があるのであれば使用を禁止すべきだと思いま

す。 

  それと、もし体育館の金額を少しでも少なくしようという努力があるのであれば、

いまの体育館を壊して同じ場所に体育館を建てる案を出したら、建てたあとの体育館

の公園の整地とか、そういう部分がだいぶ省略されるのでないかと思ったのですけど

もそういうこともないし、修正動議を出したこと自体が私たちももう少し改革してほ

しいという思いと、あと２９年度の予算を見積もった時に、予算案に否決した人がい

ますよね、反対した人が４名ほどいます。そこもすごく大きな問題だと思うので、町

長、理事者はもう少しそこら辺の重みを考えてほしいと思いました。 

だけど今回の体育館の予算に対しては、何ら変えた部分が何もないということ。 

だから修正動議もそうですけども、予算案に賛成できなかった人たちもいるという

２９年度の予算に対して、もう少し理事者の人はどこかを改革してくるとか、今回の

合同委員会も本当にこのまま出てきたなら、また否決という形になりますよね、もし

予算を出してきても。それと財政がすごく健全で、すごくお金がある町だという形で、

先ほど報告されておりましたけども、それならなぜスキー場が駄目だとか、町長がい

ま４期町長をやってきて、最後の大きな仕事として夢を叶えるための体育館の構想で

あれば、町民の夢もあるだろうし、そういうことをみんな把握したうえで、そうした

ら体育館の方もどこかで工夫をすること。 

どこかで歩み寄らなければないよねという話もしていたのですよ。 

その思いを全くここにはそのままの数字が出てきてしまって。 

この部分に対しては、修正動議には全く甘く見ているという感覚しか受け取れなか

ったんですけど、どうでしょうか。 

○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） このあと、町長の見解があれば町長からと思いますが、いま

言われたような、いま歩み寄りというお話がありましたけれども、その為にはいまの

ご意見もご意見だと私は受け止めます。 
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  動議の文章だけで読み取って、果たして町長がこれを半分にするだとか、それを今

度の合同委員会に出すというふうには、私は少しならないんじゃないかというふうに

思います。 

  それできょう、先程、日置さんも率直な意見を聞かせてくれました。 

  それから、川上さんも川上さんの思いで聞かせてくれました。 

  いまスキー場という話も少し加わりましたけれども、個別に言うと色んな考えがあ

ると思うんですよ。 

  例えば、体育館の話で、いま川上議員さんの方は同じ場所に建てるというのも１つ

の工夫でないかとありましたけれども、同じところに建てるとなると、壊す、建てる

の期間は利用者が利用できないわけですよね基本的に、それでも良いという考えは考

えで私は良いと思います。 

  ただ、多分行政としては使えない期間というのがあってはいけないので、そういう

形をとっています。 

  それから、ものの考え方ですから前にもご意見としてあったのは、体育館の規模は

もう少し小さくても良いんじゃないかっていうご意見もいただいています。 

  それから、あちこちの学校の休校になった体育館を利用できないのかとありますが、

これはできない理由があるんですね、見解の違いは私はどうしようもないと思うんで

すね。 

  ただ、最後に川上さんが言っているところは一致していると思うんですね。 

  住民の幸せ、住民の健康、住民の危機管理をきちんとして行こうということでは同

じであります。 

  最後に歩み寄りっていうお話もいただきました。 

  きょうは、町長は多分色んなご意見を真摯に受け賜るんだと思っています。 

  これで例えば、また同じような回答をするのであればどうなっているんだろうって

いう話になるんですが、私はそういう意見というのは初めて、川上さんの意見も議場

で初めて聞きました。 

  そういう意味では、ストレートに伝わってくるものもありましたし、それから少し

違うかなというのもありますけども、それはそれで私は良いと思っています。 

  ですから、同じものを出さなかったとか、同じ数字をという感覚では私達はおりま

せん。 

  議員さんもご存じだと思いますが、町長が使える権利というのは１回放棄していま

す。 

  再議という方法がありましたけれども、これは真摯に受け取る為にはそういうもの

を使わないというふうに町長から私達にも表明がありましたから、そういう事務手続

きには及んでおりません。 

  きょうも再三申し上げていますが、体育館・図書館を使ったことのない人はいらな

いと言うと思います。 

  必要ないと言うと思います。 



- 32 - 

 

  それから、図書を必要としていない人もいると思います。 

  それから、スキー場を使ってない人はスキー場いらないっていう人もいると思いま

す。 

  これ全てそうなんですよね。 

  ただその中で、何をどうつなげていくかというのは、行政の先程言われた説明責任

でありますし、町長が信託を受けて町長になっているわけでありますから、多分色ん

なものの優先度も変わってくるでしょうけども、そこをきちんと伝えるのが町の執行

者の役割だというふうに思っておりますので、そこは是非分かっていただきたいと思

います。 

  きょうは、代案的なものが町長から出ていないから、全く動議を無視しているとか、

それから特別委員会報告の図書館の部分でしっかり触れられておりますので、それも

きょうこちらの理事者側に座っている職員全員認識しておりますから、当然ないがし

ろにしているつもりはありません。 

  それから、ちょっと余談ですが、昨日の課長会議でも町長と私の方からちょっと課

長達にお願いをしたことがあります。 

  いま少しやっぱり、議員さんと職員のやり取りと言うんですか、それが少ないと。 

  多分それは私達の方からのアプローチも足りないだろうということで、確かに議場

の中での色んなやり取りも必要でありますけれども、その他の中で各分野の進捗状況

であるとか、各議員さんの思いだとかっていう受ける場所がないとですね、ここだけ

では中々昔と違って少ない部分が見えてますので、課長達も含めて昨日そういう認識

もしておりますので、過去の段階で色々不都合だとか、不適切だとか、説明不足の点

については町長、教育長からも陳謝しておりますので、私も同じ気持ちでありますの

で、やっぱり体育館・図書館、今後のものについてはきょうを契機に、先程言われま

した意見を色々出してもらって、その中で町長が歩み寄るものがあるんであれば、そ

れをきちんと提示をして、皆さんにご意見をいただかなければならないと思いますが、

いずれにしても事務的なことを言うと、いつまでもと言うふうにはならない分野もあ

りますので、きょう本当にそれぞれご意見いただけるとありがたいというふうに思っ

ていますので、その部分はご理解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） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 何度も申し上げますけども、今回の合同委員会をお願いしたの

は、いま副町長言いましたように、あの疑念３点の大きな私はテーマだと思っていま

した。 

  その具体的なものっていうのは中々この間の中でもなかったわけであります。 

  それを是非改めてお聞きしたい、そういうものがなければ、よくいうところの対案

みたいのがなければ、町長検討しようもないよねっていうことが、私の見解で何とか

それを導き出したい。 

  材料がなければ、１点目はですねあと前提は、きょうは職員も私も含めてそうです

けど、反問だとか反問する気持ちは全く更々ありません。 
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  それを皆さんの思いをきちんと受け止めて行こうと。 

  そして、町長はこれからどうするかっていうことで判断をして行く重要な会議にし

ようということであります。 

  ただ、その中でも決してそういう限定はしておりませんけども、これからの質問の

中で、できること、できんしことはきちんと、変えられるもの変えられないもの当然

あるわけでありますから、それについてはきちんと明言をしていかなければいけない

部分はあるわけでありますけれども、総体的にはいま言った形の中で進めて行ければ

なと思っています。 

  何よりも、私の様々なこの間の事務の進め方については、従前から申し上げていま

すように、民意の反映であります。 

  色んな民意の反映に基づいて、様々な委員会等々含めて、構想委員会等々含めた団

体のアンケート等を含めた中での構想になっているということで、事務を進めてきて

いることを是非、ご理解いただきたいなと。 

  議員の方にも、皆さんにもいっていると思いますけども、２６年から進めている事

業でありますけども、子ども子育て支援事業計画、２７名の委員さんによる条例に基

づいた組織でありますけれども、これでもって乳幼児から含めて、小学生をもってい

る大人の親の方々へのアンケートの中でも、きちんと色々やりながらこれからの将来

含めて、子育て含めて何が重要なんだと、ここでもあるように最終的には安心な子育

て環境の中では社会教育施設、今後設置を予定している総合体育館や図書館等により

子育て層への安全な遊び場等々含めて検討して下さい。 

  加えて、小児医療の充実、これも何とか時間的に対応していますし、子ども医療費

の負担軽減、これについても図らせていただいている。 

  こういう民意を反映しながら私は事務手続きをしてきているという認識を持って

います。 

  先程来、２つ目にある人口減少、確実にあるわけでありますけども、全ての私の思

い、願いと言うのは人口減少に向けた対策なんです。 

  先程、おっしゃっていただいた国営の基盤整備もそうですね、農家戸数がどんどん

減っている。 

  総会でもありましたけども、どんどん縮小されていく、そういう中でいま国営に手

を挙げている二百二、三十戸であるわけでありますけれども、それも人口減少対策、

後継者対策を含めた対策なんですよ。 

  とても大きい事業なんです。 

  そういうことを含めてやらなければいけないものを、きちんとやっていかなければ。 

  ただ、それでも一気にできないので、計画的に時系列的に並べてやっていかなけれ

ばいけないな。 

  そこで、最優先課題としてどうだということについては、その選択肢は議会に相談

しながら、こっちが優先だねっていうことは、私はしていかなければいけない。 

  それは絶対なければ前に行かないわけでありますから。 
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  この事業については既にそういうことから着手をして、理解を得て進めてきている

経過もあるわけであります。 

  このことは、是非ご理解をいただければなと思っています。 

  加えて、何よりも財政の問題含めて最大の大きな将来に向けた課題は、いまでなく

て、この直近では無なて、将来を考えた場合に国と道の支援をいただかなければ成り

立っていかない要素がある。 

  全部単独でやって行く話には決してないわけでありますから、それを考えた場合に

道と国との信頼関係をきちんと結びながら事業の進捗状況含めてやらしていただけ

ればなと思っていました。 

  余談でありますけれども、今回、人事異動で様々な方が出入りしております。 

  既に声を上げている、この事業で直接担当になった北海道の窓口の課長さんが昨日

挨拶に来られて、どうですかっていう話を様々されたり、振興局も含めてそうですけ

ど色んな方々が今金町のこのことを注目されているわけであります。 

  きちんと議員さんの方と説明を加えながらきちんと進めるように努力してまいり

ますという話しかしておりませんけども、本当に注目されている部分でありますし、

それは何かと言いましたら、道も国も長い前から色々支援なり手続きをしてきている

経過もあるわけでありますから、そのことは、私、町長としてはどういう形になって

も、変えれるものと変えられないもの当然あるわけでありますけども、そういう努力

は是非皆さんのご理解をいただいて進めて行きたいと考えておりますので、どんどん

どんどん後戻りできるものと、できないもの当然あるわけでありますから、それにつ

いても、是非ご理解いただきながら、お話をいただきたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 川上君。 

○９番（川上絹子君） 先日電話がきて、体育館を建てるのに手出しが全くなくて体育

館が建つのに、なんで反対するんだという電話をもらったことがあるんです。 

誰から聞きましたかと聞いたら、それなりに話はしていたけども、私はなんでも物

を建ててただでなんかできることありませんと。 

ですから国営のときもそうだったんですけども、ただできるるという話があって、

それなりの負担は必ずあってものが建つんですという返事だけをしたんですけども、

そういう話がどうして広がっていくのかわからないんですけども、ただでものが建つ

と、だから川上さん反対する理由はなんなんですかと言われたんですけど、やはりこ

こら辺の周知もきちんとしないと、交付税で半分くるとか、そういうところもきちん

としないとすごい誤解がまち中に回っているし、だからその部分もきちんと広報かな

んかの形で周知するような形を取ってほしいと思います。 

そして、経過も皆知りたがっているので、それも連絡の中に入れてほしいと思いま

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） あの私は町長としては心掛けているのは、色んなところに声が
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かかってもかからなくても出向き色々説明をするという事に努めていきたいと思い

をもっております。 

  この体育館・図書館についてもタウンミーティング２年連続で行っておりますし、

色んなご意見をいただきながら手続きをしていると。 

  そういう心構えはいまでも持っておりますし、議会の方にも回数が多いと言われな

がらも、全員協議会だとか様々なことで回数多く開催をし、適宜報告なり相談なりを

させていただいている部分があるわけでありますけれども、いま議員がおっしゃった

形の中では、やってやり過ぎるということはないわけでありますから、それに心構え

をもっていきたいなと思っています。 

  あと周知の方法含めてそうであります。 

  ただ、ご理解いただきたいのは、この間、修正動議があってすぐ町長がそのことど

うなんだって求められていることもありますけれども、決してそういう場面ではなか

ったし、そういう状況ではないということでもって全てのところにこのことについて

は発信しておりません。 

  あくまでも議員さんの活字にあるように、活字の読みとり心配している要素がある

んだと、心配している要素をもう少し町長聞かせてってということであるわけであり

ますから、良いとか悪いとか決してそうではないんだ。 

  心配の要素について、町長どう答えていくかということで、少し時間を下さいとい

う話をさせていただいて、その部分の中ではきょうのこういう場面の中でね、更に詳

しい話を聞きながら、今後に向けた対応をして行くというスタンスは持っております。 

  いま言われたようなことを含めて、広報を含めて、様々なことを含めてそういうこ

とに努めていくことに、努力していきたいと思っています。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） 私も今回、修正動議の１人なんですけども、過去の特別委員会

の中で私は終始一貫、体育館・図書館については頭から反対しているわけではありま

せん。 

ただし、事業費についてはやはりある程度金額を決めてかかるべきだと。 

その中で規模だとかそういうものもきちんとつくってほしいというふうに私は終

始一貫して訴えてきました。 

特別委員会の中で、それが受け入れてもらえなかったんですけども、それで今回反

対することで同意したわけではありません。 

やはりないよりあった方がいいと私も思います。 

体育館も図書館もあった方がいいと思います。 

やはりこういうふうにして事業費が２０億円を超えるということになると、町民の

理解をどうしたら得られるかと、理事者側は理事者側でそれなりの批判だとかそうい

うものがあると思います。 

私もそれなりに町民から付託を受けてやっている以上、それなりのきちんちとした

理由を説明しなければならないし、問いただされる立場でもあります。 
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そういった中で、はっきり言って私も今金町は身の丈にあったやり方、今金に合っ

たやり方もあるのかなというふうに認識しております。 

  先程、同僚の方からもありましたように、いまこの時期に図書館というものは、現

有の図書室がある以上、もう少し活用していただきたいというふうに。現有のものを

賢く使ってもらうと。賢く使ってもらって、町のこれから使われる大きな箱物に対し

て余力をもって、もう少し町の財政に余力を持った形でやっていただければ、私はそ

れでいいかなと。 

  今回、この３つ、なんだかんだ私は求めるわけにはいかないのかなと。色々事情が

あるからそれはそれなりに私は譲歩していきたいと思うし、それでできることがある

のであれば、それはそれで受け入れてもらえれば、私は良いのかなと思っております。 

  それが私としての意見です。 

○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） ありがとうございました。 

  最後に村上議員の方からは、できること、できないことがあるだろうということで、

お話もいただきましたので、町長の方にはその部分の意味合いは通じているというふ

うに思っております。 

  それから、議員が色んな方々から問い合わせとか、先程、川上さんも言ってらっし

ゃいましたけども、うちにも同じようにきます。 

  欲しいと思っている人は、何故早くやらないという人もいますし、そんなの今金に

いるのかっていう人もいますし、それから色んな事業の一般の人に起債だとか色んな

ことというのは中々難しいですよね。 

  一般家庭の借金とも少し違う要素があるもんですから、先程、芳賀さんも言ってお

られました、そういう意味では分かりやすくということで、うちの方もやっています

けれども、今回のことっていうのは、やっぱりある意味町民の皆さんが賛成、反対別

にして、注目であることは間違いないというふうに思っておりますし、それからもう

１つは、どういうふうに最後は収まるのかなというのも多分議員さんも含めてであり

ますけども、町民の皆さんもうちの町は私自身は過去にそういう色々こう分かれると

か何とかっていう感覚はないんですね。 

  やっぱりきちんと意見交換をしたり、状況さえ見えれば一定の方向というのは見え

てくる町だというふうに思っていますので、そういう意味では町長が先程言った、一

方的な手法は使わないというのは多分その意思表明だというふうに思っていますの

で、ありがとうございました。 

  意味合いは分かります、ただ、個別には色々あると思います。 

  体育館の規模も減らせるものと減らせられないものというのはありますけれども、

受け止めさせていただきましたので、ありがとうございました。 

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 今回の２４億円という、最近では大型の建設事業です。 



- 37 - 

 

先程来、理事者もそうです、委員の皆さんもいろいろな発言をされて、皆そうだと

思うんですよ。 

図書館についても平成５年ですか、建設構想委員会からの答申をいただいていると

いう経過もあります。 

更に文化センター、いろいろな事業が構想として持ちあがった。 

町民の中にはやはり夢をもっている人も大勢いると思う。 

これを総合計画という中で登載をしながら実現をしていくという、これは町長の政

策執行だと思うんだけども、ここにきてなぜこういう話が出てくるのか、要するに疑

念が出てくるのかということ。 

私は苦言ということになるかもしれませんけど、理事者の大型事業に対する取り組

みの姿勢が甘いと思わざるを得ない。 

何かといったら、例えば一番大事な財政はどうなんだといったときに、財政シミュ

レーションが去年の９月ですよ出てきたのが。 

それから公共施設管理計画がどうなっているんだと言ったら、今年の２月です。２

６年からこの体育館・図書館構想が動き出して、議会からもそれは求められていた。 

これ財政シミュレーションいつ出るんですか、年内になんとかやります。公共施設

管理計画はどうなんです、近隣町はどんどん出している中で今金町は２月です。 

この大型事業をやるためにはまずそこの説明から入っていただきたいというのが

議会から言っていたことですよ。これができなかった。 

いま、修正動議を提案された皆さんも、最初から反対していたわけではないと思っ

ている。 

だから発言の中では建てるのをダメだと言っているのではないという発言が多く

聞かれている。 

これは理事者の対応の甘さだなというふうに私は思わざるを得ない。 

それから、これは補助事業の事業申請をするにあたって、昨年１２月の定例会で図

書館事務室と教育委員会事務室はどう違うんだという話のときに、補助申請のための

配慮だという発言があった。 

この会議録が残る中で発言があった。これがいつまで経っても訂正されない。本当

にそんなことをやったら目的外にならないかと。 

これは重要な話ですよ。 

これもし図書館事務室だと言いながら実際には教育委員会事務局が中に入ってい

たら、補助申請のための配慮だということが表ざたになったらどうなりますか。 

これ事業の執行上の大きなミスですよ。だからそういうことの積み重ねがあってこ

こに至ったというふうに私は思うんです。確かに、近隣町から道内をみてもこれだけ

の規模でこれだけの基金を持っているとこは少ない、もしくはないのかもしれない。 

かといって、将来に大きなものが控えているというのは実際にあるわけですよ。 

だから皆心配するんです。 

このあとどうするんだと同僚議員からも発言があった。 
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やはり歩み寄れるところは歩み寄る。それは何かといったら、将来の財政について

身の丈にあった、これは特別委員会を設置して議会側も十分に研修を積んで協議をし

てきたことです。 

これをあとはどういうふうに絵に落として提案されるのかというのが、今後の理事

者側の対応だというふうには思うんだけども、十分にきょうのご意見を反映できるよ

うな対応を願いたいと思う。 

これは先ほどから言っている、使う人は夢だし、使わない人はいらないと言う。 

でもそのバランスを取っていくのが町長ですよ。 

同僚からもあった、同じ体育施設で片方は新しいもの建てる、片方は廃止する。町

民の中にもいろいろあります。 

だからそこのところは町民の夢を壊さないような、慎重かつ十分な協議のうえ、今

後提案があるだろうと思いますけども、配慮していただきたいと思いますけども、い

かがですか。 

○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） ご意見については真摯に承りたいと思います。 

  私も財政を担当している１人でありますから、いまでも忘れておりませんけれども、

上村議員の方から一番最初にその話がありました。 

  予算規模はどのくらいで、どういう計画でいるんだという話がありました。 

  あの時点では正直現時点では決まっておりませんという話をしました。 

  それは規模とか色んなものが決まってないということでしたけども、結果的にはそ

ういう見通しを持たないと見通しが遅れることが、今回の６人の皆さんの動議に繋が

ったというふうにも受け止めておりますので、ただ、是非、分かっていただきたいの

は、完璧な仕事をやれば良いんですが、都度、都度、皆さんからいただいたものは、

同じ繰り返しはしないようにということで、やらさせていただいております。 

  これからの町の財政については、勿論心配がないわけではありません。 

  当然、上手な運用をしていかなければなりませんし、ただ、先程どなたかおっしゃ

っておられましたけれども、セーフティネットに関しては、例えばうちが起債を希望

しても一定の条件を満たさないと認められません。 

  ただ、そんなことにならないためにも、普段の財政計画というのが肝心であります。 

  それから、皆さんがご理解している通りですね、国がいま予算がない中で、どんな

町に予算を付けるかというと、やっぱりきちんとした計画と財政きちんとしていない

ところに付きませんから、事業効果出てきませんので、そういう意味では是非今後も

ですね変わらぬご指摘はご指摘でいただいて、そのものに対して私ども謙虚に出せる

ものは出して、またご意見をいただいて、決まったら同じ方向で、是非、良いものを

作って行こうというふうにしていただければ非常にありがたいというふうに思いま

す。 

  いまのご意見については真摯に受け止めたいというふうに思っておりますのでど

うぞよろしくお願いします。 
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〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  他に質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

  次に、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。 

  理事者から何かございませんか。 

  特にないようですので、その他を終わります。 

 

    ◎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 １６時２１分 
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