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産 業 教 育 常 任 委 員 会 

 

期 日 平成２９年１２月４日（水） 

時 間 午後１時３０分から    

場 所 議   場        

 

１．委員長あいさつ 

 

２．町長あいさつ 

 

３．定例会提案案件の説明 

 

４．各課説明事項について 

 

 （１）農林振興課 

 

 （２）国営農地再編推進室 

 

 （３）農業委員会 

 

 （４）まちひと交流課 

 

 （５）公営施設課 

 

 （６）教育委員会 

 

５．平成２９年度 所管事務調査について 

 

６．その他 

 

〇出席委員（６名） 
 委員長 ４番 向 井 孝 一 君  副委員長  ８番 村 上 忠 弘 君 
     ２番 小 川 ひとみ 君        ３番 加 藤 三 明 君 
     ６番 徳 田 栄 邦 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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○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 
農 林 振 興 課 長 兼 
結 婚 相 談 所 長            川 平 秀 明 君 
農 林 振 興 課 長 補 佐 
兼結婚相談所次長            中 里 英 明 君 
農 林 振 興 課 主 幹            森 山 英 樹 君 
農 林 振 興 課 主 幹            白 山   晋 君 
国営農地再編推進室長            宮 本   彰 君 
国営農地再編推進室次長            伊 藤 靖 德 君 
農業委員会事務局長            勝 山 英 敏 君 
まちひと交流課長            山 田   薫 君 
まちひと交流課長補佐            田 中   崇 君 
公 営 施 設 課 長            安 達 雄 一 君 
公営施設課長補佐            小 西 康 友 君 
公営施設課長補佐            由 浅 和 正 君 
教育委員会事務局長            杉 山 輝 希 君 
教育委員会事務局次長            宮 崎 吉 広 君 
 
 

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 
〇委員長（向井孝一君） 皆さん、こんにちは。 
  大変、今年も残すところわずかな１２月になってしまいました。 
  そんな中、大変ご多用の中、本日の常任委員会に出席賜りまして誠にありがとうご

ざいます。 
  今年を振り返りまして、春先は非常に天候が思わしくなく、農家関係につきまして

も非常に心配された年でありましたが、ここにきて各作物が平年を上回るような豊穣

の秋を迎えたということは非常に今金にとっても嬉しい次第でございます。 
  また、今年は台風の被害もありましたけれども、先月の３０日にそのあとの美利河

周辺の所管の事務調査も実施したところでございます。 
  そんな中、順調に今年も各課の事業も推移してまいりまして、大変大きな課題でご

ざいました体育館の工事も着工にいったということで、大変喜ばしい次第だというふ

うに思っております。 
  本日はそれぞれ所管の各課の説明がございますが、積極的な質疑をお願い申し上げ

まして、簡単素地ですが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 
〇委員長（向井孝一君） 町長が出席しておりますので、開会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。 
  いま、委員長からも挨拶がありましたように、この雪でありますけども、以前にも

申し上げたことがあります。 
  根雪の定義というのは、約１か月間続いたら根雪だということでありますけども、

その中の５日くらい雪が降らなくて解けても根雪のベースは残ると。 
  とにかくそういう長い期間に早くに降ることによって根雪という定義が付くわけ

ですけど、まだ１か月経っておりませんけれども、ほとんどもう根雪の状態になって

いるのかなと。 
  そういうことから委員長ではありませんけれども、農業関係のさまざまな事業につ

いては一定程度方向性が見えたわけでありますけども、来春に向けてのまたさまざま

な動きがあると。 
  各界の色んな情勢、状況も当然あるわけでありますけれども、年の暮を迎えて事故

のないようお願いを申し上げたいなと思っていました。 
  先般、議員さんの OB 会に参加をさせていただきまして、その中でもちょっとお詫

びと挨拶をさせていただきました。 
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  この雪によりまして、除雪ができなかったわけであります。 
  その意味合い的なものをちょっと話をさせていただきました。 
  国は例えば国道をですね、檜山管内を含めてこの道路もそうですけども、年間を通

じて維持管理をお願いしておりますので、どういう対応でも業者が決まっていますか

らできるわけでありますけれども、今金町、道道の場合については、ある期間に契約

をして、そこからお願いしますということで発動するわけであります。 
  今金町も従前であれば１２月中であったわけでありますけども、一昨年の事例を考

えて去年は早くにということで１２月１日に契約をすることでスタートしたわけで

ありますけども、今年も残念ながら契約が始まる前に、スタートする前に雪が降って

しまって、非常に困惑した状況にあるわけでありますが、そこに出席された地域の議

員さについては、うちの方も町の方でかいでくれるんだよなという話をしていただき

ましたが、そういう理解をいただきながら進めて行かなければいけない。 
  なかなかスムーズにいけない、業者についても当然準備があるわけでありますし、

加えてダンプにそういう機械を付けるとすれば、ダンプもいま稼働している最中であ

りますから、非常にその辺の情勢、状況を見定めながら進めて行かなければいけない

のかなと。 
  臨機応変に対応して下さいという住民の声とかあると思いますけども、その辺ご理

解いただきたいという話をさせていただきました。 
  速やかにそういう体制を取れるように今後とも色々と検討してまいりたいと考え

ております。 
  きょうでありますけども、私の方からは少し長くなりますけども、いま様々置かれ

ている情勢について話をさせていただきたいと思います。 
  細かい話では大きな話になると思います。 
  既に国におきましては、３０年度予算がこの１２月早々に示されるという状況にあ

ります。 
  今金町におきましても、運営体制や事業精査を行いながら３０年度の予算調整に努

めております。 
  この度の選挙を終えて、大きな補正予算を組むとの情報がありますし、３０年度の

全体予算が膨らんできているという情報は報道されてきているところでありますけ

ど、個別の事業等で厳しい状況にあるということで理解しております。 
  特に補正予算につきましては、期待をしている方がいるわけでありますけども、北

海道的には非常にメリットが余りないということも言われております。 
  それは何かと言いますと、この冬にこれから冬にかけて仕事がどれだけできるかと

いうことを考えたら非常に難しいんだと、喜べないよとしていますけども、私は要請

をしている中ではそうではありません。 
  既に準備ができて、設計ができている段階では速やかにできますし、春から来年の

再来年までできるわけですから、いつでも対応できる状況であれば予算を付けていた

だくことは有難いので、前倒しで仕事ができますので、よろしくお願いしますという
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話をさせていただきました。 
  一長一短あるということであります。 
  この２８日でありますけども、文部科学省の要請を行いました。 
  これは北海道の文教期成会の関係でありますけれども、副会長をやっている私と会

長と事務局の道教委の幹部と行ったわけであります。 
  これは今金中学校の建設を計画して、既に準備をしているわけでありますけども、

何よりも北海道予算の総額を確保したいということの必要性も感じたところであり

ます。 
  きょう、皆さんの方に参考資料、急遽ですけども提示をさせていただきましたが、

これはその時に担当課長の方から私の方で入手したものであります。 
  どういう状況になっているか、全国の役員をやっている、全国レベルでもこういう

情報をいただいていますけども、非常に厳しい状況にあります。 
  因みにでありますが、２年前の平成２８年度で２４６事業の内、採択が５１パーセ

ントしか付きませんでした。 
  去年は件数が少なかったんで、９３件ですから８７パーセントで、ちょっと採択が

高かったわけでありますけども、それ以外の付かないものについては、補正だとかあ

るいは事業を辞めざるをえない状況が続いているわけであります。 
  ３０年度、さてどうでしょうかということでありますけども、いまのところグラフ

は、全国のグラフでありますけれども、北海道は何と３８１件の要望をしております。 
  全国的に耐震対策が増えているということから、採択のハードルはとても厳しいと

いう状況にあります。 
  今年度の当初予算と比べて、右の方に２，０００億要望しておりますけども、叶わ

ない状況、そこに空いているところに今年度補正予算でどれくらい埋めれるかという

ことでは少しく拾っていける要素があるわけでありますけれども、このままの状態で

無理ということはなかなか厳しいということであります。 
  先程申し上げましたように、今金中学校の改築に向けた庁内検討を進めているわけ

でありますけれども、特に早くに建設場所や設計図が無ければ、要請なり、声を出す

ことができません。 
  何とか早く対応していかなければいけないと思っていました。 
  いまから北海道枠の総額確保が今金中学校予算確保に繋がることを期待をして、私

としても行動していることについて、ご理解をいただきたいと思います。 
  なお、議会におかれましても、もっとも議論となるだろうと思われます、建設場所

については、是非調査研究をしていただき、私どもやこれから検討しようとしている

理事者案との十分な協議、あるいは審議を経て、総意を反映して早く手あげをできる

環境を整えて、建設に向けってまいりたいと願っているところであります。 
  いま申し上げましたように、町長就任からはこのほかに全国そして北海道の文教施

設の期成会役員はもとよりではありますけれども、その中で体育館、スポーツ施設に

はその表にはありませんけれども、それ文教の施設ですけども、体育館の関係の予算
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でありますけれども、以前にも申し上げましたように、２８年度２４０億の枠が４２

億になった。 
  相当厳しい中、今金町の体育館が採択をされました。 
  非常に大変だったわけでありますけども、これは来年度に向けては金額はまだ定か

ではありませんけれども、最優先です。継続事業ですから、優先です。 
  １年目やって、２年目止めるという話にはなりませんので、最優先に位置付けてい

ただいているという情勢にいまあるわけでありまして、金額は総体の金額ですから、

予算が増えています。 
  そういうことから、どうなるかというのは引き続き努力をしてまいりたいと思って

いました。 
  あともう１つ私は、教育委員会関係では北海道の会長と全国の副会長をしておりま

した、学校給食センターの事業でありますけども、これについては給食事業も問題だ

とか、様々な問題がありまして、いまのところずっとほぼ１００パーセント予算を獲

得しているわけでありますけども、これも総額でありますから、だんだんだんだん給

食センターも更新時期を迎えております。 
今金町もそうでありますけれども、そういう中ではどうするかということで総額確

保にこれから向けてまいりたいと思っていました。 
あともう１点ですが、１１月の初旬でありますけれども、道路組織の全国大会、私

は全国の副会長をやっていまして、国交省の予算、財務省の副大臣へ要請を行って、

色々お話をさせていただいているわけであります。 
これも相当厳しいというハードルが大会状況です。 
あと、農業農村振興対策、合併浄化槽の北海道の期成会の副会長もやっておりまし

て、こちらのほうも相当ハードルが高いと。 
  はっきり言いまして、与党、野党の足並みが上手に揃って初めて一致できるわけで

ありますけども、どうしてもですね、その辺の動きが、選挙の動きというのが大きく

影響します。 
  相当厳しい声も出ておりますので、何とか与野党問わず、私の方でもアピールしな

がら働きかけをしてまいりたいと思っていました。 
  予算をつけるためには、いま申しましたように、ただお願いしますという状況には

全くなりません。 
  役員の方々が、職員の方々が、先生方が財務省に向けて、どういうピーアールをす

るか、だから必要なんだ、国のためになるんだということをどれだけの材料を我々が

提供するかということによって、随分予算の採択が違います。 
  そういうことから、そういうアピールをこれからも努力してまいりたいと思ってい

ました。 
  もう１点、重要なことでありますけども、今金の国営事業でありますが、基盤整備

の重要性が全国で理解をされてきまして、本州各地でもって手あげをしております。 
  今回も、今月２回行っていますけども、行くたびに色んなところの期成会、手あげ
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の要請活動をしています。 
  何人、何十人と、どんどん走り回っています。 
  採択をお願いします、採択をお願いします。相当声が上がってきております。 
  北海道はライバルということになりますけども、そちらの方は逆に政治家の先生方

も強い力を持っておりますので、非常に圧迫される要素も出てくるだろうということ

で、危機感を持っているわけでありますが、何とか努力してまいりたいという一方で

ありますけども、財務省は TPP がアメリカを抜きにしても、アメリカを抜きにする

と、そんな大規模農業はいらないだろうということから、大規模に対する視点が厳し

くなっております。 
  でも私どもは TPP が有ろうが無かろうがお願いします、必要なことだと訴えてお

りますので、その声をあげながらきちんと要請に向けて努力してまいりたいと思って

おりますので、これについては多くの方々の総意をいただきながら取り組んでまいり

たいと思っています。 
  あと、新年度に向けた動きでありますけれども、行政推進の体制でありますが、職

員体制につきましては現在６名の退職者が予定されております。 
  何とか再任用制度がありますので、引き続きお力添えをお願いしたい、カウントさ

れますけども、正規の職員ではありませんけれども、色んな専門的な仕事に就いてい

ただける特化した仕事に就いていただける要素がありますので、お願いをしている最

中でございます。 
  また、町村会を含めた新採用職員の試験をしているわけでありますけれども、１次

試験を受かった方が、他の町もそうなんですけど、今金町は全部面接を前にキャンセ

ルです。 
  何とか専門職を１人確保しましたが、２次募集、それからすぐ即戦力となる、行政

経験もある方を中心とした社会人枠の職員募集をしながらですね、確保してまいりた

いと。 
  これも安閑と構えていられない状況にあります。 
  これも各自治体、どこも社会人枠、そこでとれないものですから、社会人枠という

ことですぐ仕事を任せられる人材ということから、あちこちで手法を加えております。 
  時期的なことを限定しているところもありますけども、年間を通じてやっていると

ころもあります。 
  うちの方は必要性に応じて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。 
  このことが、いまのところは民間の就職率が非常に高いということで、公務員に対

しては大きいところの自治体に希望が行って、国の方に受ければ、今金もそうなんで

す、他の町も国だとか道だとか、そういうレベルが受かるとそちらの方に行っちゃう

ということで、滑り止めと良く言われましたけど、そういう傾向が非常に強いという

ことから、なかなかこれからもハードルが厳しくなるだろうということでございます。 
  加えて、逆にここ数年、途中退職者も今金を含めて、他の町の随分出てきているわ
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けであります。 
  離職して別のところに行くという、この辺の対策何かについてもきちんと考えてい

かなければいけないと。 
  これは、医師、看護師、様々な専門スタッフを含めて同じなんですけども、定着と

いうことが１つ大きなベースとなっております。 
  これらにつきましても、課題となっておりますので努力してまいりながら、きちん

と腰を据えた仕事をしていただく職員の確保に努めてまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いします。 
  先程、委員長の方にもちょっとコピーしたあとだったものですから、こういう情報

を教えました。 
  先般、東京の方へ要請に行った時に、時間をいただきまして、今金町の表彰規定に

より感謝状を贈呈させていただきました、石黒先生、石黒さんの克彦さんの情報でも

って、町長、私よく昵懇している国会議員の先生がいるんですよと、選挙区で、簗 和

生先生、是非会って下さい。 
  国土交通省の政務官、３８歳と若いんですよ。 
  私は直接いないからとアポを取っていただきまして、時間を繰り上げて２０、３０

分話をさせていただきました。 
  党の方の文教関係だとか、農業の酪農振興だとか、あるいは防衛だとか、様々な担

当をしておりまして、加えて北海道の担当の政務官にもなりますので、道路関係だと

か、交通関係、そういう話もちょっとさせていただきましたが、非常にバイタリティ

ーのある先生でありまして、お会いして良かったかなと、今金にも関心がありますし、

私も色んな国レベルの役員をやっておりますので、石黒先生に電話を掛けたら、何と

かこっちの方に視察があったら来たいと言っているよという話も石黒先生から電話

をいただきましたけれども、そういうルートを通じながら、少しくこの地域を良くな

るようにアピールをしていくように努めて参りたいと考えておりますので、よろしく

お願いします。 
 
    ◎開会の宣告 
〇委員長（向井孝一君） ただいまの出席委員は６名で、定足数に達しておりますので、

産業教育常任委員会を開会いたします。 
  １２月定例会に提案予定の案件について、副町長より説明があります。 
  副町長、中島君。 
〇副町長（中島光弘君） ご苦労様です。 
  それでは私の方から説明を申し上げます。 
  １２月定例会に提案を予定しております案件につきましては９件であります。 
  その内訳につきましては、指定管理者の指定が１件で議案第１号、今金町高齢者共

同生活施設に係る指定管理者の指定についてであります。 

  次に、平成２９年度の一般会計をはじめ各特別会計での補正予算が８件であります。 
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  議案第２号、今金町一般会計補正予算（第９号）。 

議案第３号、今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第３号）。 

議案第４号、今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）。 

議案第５号、今金町介護保険特別会計補正予算（第３号）。 

議案第６号、今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第２号） 

議案第７号、今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第３号）。 

議案第８号、今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）。 

議案第９号、今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）、以上合計で９件

であります。 

それでは今年度各会計の補正予算に関わるものを除きまして、議案第１号の提案理

由を申し上げます。 

議案第１号、今金町高齢者共同生活施設に係る指定管理者の指定については、当該

公の施設の指定管理者を平成３０年４月１日より指定するため、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

以上提案をよていしている説明を申し上げました。どうぞよろしくお願いをいたします。 

〇委員長（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。無いようですこれより各課説明事項についてを議題といたします。 
  始めに、農林振興課より説明願います。 
  農林振興課長、川平君。 
〇農林振興課長（川平秀明君） お疲れ様です。 
  農林振興課では、資料に基づきまして、説明事項について１件、報告事項について

５件を説明いたします。 
  説明につきましては、課長補佐の方から行います。 
〇委員長（向井孝一君） 農林振興課長補佐、中里君。 
〇農林振興課長補佐（中里英明君） （農林振興課長補佐朗読説明、記載省略） 
〇委員長（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。 
  村上君。 
○８番（村上忠弘君） ３０年産以降の米対策の聞き取りをしたということで、それを

道に報告されたと。 
  そう言った部分で、今後それが全て３０年以降の今金町の基準になるのかなという

ふうに思うんです。 
  役場と農協との考え方だとか、そういったものの部分について調整だとかそういっ

たものについては、これから組織の中でやられるだろうと思うんですけども、それま

でのその過程の中での考え方、そう言った部分での調整と言うのはどうなんでしょう

かね。 
〇委員長（向井孝一君） 農林振興課長、川平君。 
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○農林振興課長（川平秀明君） ３０年度以降の米の扱いの考え方についてであります

が、３ページの方に書いてある通り来年度、３０年度からいままで国が配分をしてき

た面積自体が廃止になります。 
  ２７年度からずっと線が引かさっている生産数量目標の配分は２９年度までで、３

０年度以降は配分が無くなると。 
  これによってどう変わっていくかというと、いままで主食米を作りたいけれども配

分が無かったので作れなかった。 
  だから超えた分については加工米なり餌米なり、その時々の有利な方法を取ってい

たというやり方があります。 
  ただ今後につきましては、規制が無いので抑制されることがありませんので、ある

程度自由に作って良いですという形になっております。 
  そこで実際に売る側の農協さんとも、その辺についてはよく話し合いをしているん

ですが、実際には一番高いのは主食米であります。 
  その次に、加工米ですとか餌米ですとか続いてきますので、できれば町としては一

番高い米を作っていただきたいという考え方をもっております。 
  ただ売る側の農協さんですとかにしては、やはり何らかの都合があると思いますの

で、若干の加工米ですとか他のものを作っていただきたいという考え方があると思い

ますが、その辺のすり合わせをいま現在やっているところであります。 
〇委員長（向井孝一君） よろしいですか。 
  町長、外崎君。 
○町長（外崎秀人君） この関係ですね、いろいろ私も情報はもらって非常に困惑して

いるんですけども、国の方も政府の考え方と自民党の考え方が決して一致しているわ

けではないんですよ。 
  再生協含めて農業団体、農協を中心として全国組織を作っていきたいという動きを

しています。 
  全国組織を作らないでくださいという国の指導もあるんですよ。 
  何ら変わらないだろうと。そういうことをやってしまえば、そこで調整をするので

あれば、窓口で調整するのであれば、減反政策の継続ではないかと。 
  自由に売りなさい、自由に作りなさいというのに、全国組織でまとめてしまってど

うするんだという議論がまだ消え失せてはいないと私は認識しております。 
  木曜日ですね、山田俊男先生、いつもメールをもらったり何だり、農業政策のいろ

いろもらったり、いろいろやっていますから、先生とお会いして色々話を聞きました。 
  いやまだまとまらないんだよなという話、私も懸念しているのは農家の方が一元集

荷ではない、どこに売っても良いと言っているわけですから、逆に農家がうちの方に

出しなさいとも言えないわけです。 
  この協議会の中でまとめて農協を窓口にして、どこが窓口をやるということについ

て、果たして良いかと言ったら法律に逆行するんですよ。逆行するんですね。 
  独禁法に引っ掛かるわけです。 
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  農協の職員がうちに出しなさい、頼むぞ、出せって言えなくなってしまっている時

代背景にあるわけでありますから、このことが果たしてどうなのかということは、こ

れから多分議論に出てくるだろうと思っていました。 
  いま言ったように、誰がどうなのかということは十分議論し尽くされておりません

けども、この全国組織を作ろうとしている動きがあるわけでありますけれども、それ

もいま言ったように議論がある、全国レベルで、国レベルで議論があります。 
  でも作るという話になっています。 
  何日か前の情報では、自民党も応援をするということを言っておりますので、どう

なのかなと。 
  この資料にありますように、様々なデータの集積だとか、取りまとめだとか、色ん

な生産の目安とか何か作るということは、そこでもって、１つの計画、まとまった、

何を作ろうかとやっているわけですから。 
  それが崩れてしまうんではないか。私も課長が言いましたように、いまのところは

加工米の方が金額が良いものですから、それに走ってしまうんですよ。 
  ３年前から非常にレベルの高い米を作って、ほとんど上川、空知の方で米の収穫量

を牛耳っていたのが、加工米ができることで、そっちの方が値段が良いものですから、

そしたら主食米止めるって、主食米の枠が今金の方にまわってきて、今金の枠を確保

した経過があるわけでありますけれども、これはまた値段が悪くなれば戻ってくる可

能性が出てくるのではないのかなと。 
  いつまでも良い政策というのは取れませんから、そう考えた場合にどうするかと。 
  また、組織の中でうちの方は作況指数が高いから、うちの方を優先的に多く作付け

できるような体制をとれるかという話の議論は、私はこれからもありうるだろうと。  
 決してそうはならない時代背景で国はこういう政策を作ったわけでありますから、

なかなか町長としても、この方向で行けるかどうかは、農協の組合長も色んな会議に

出ていますので、その辺の付け合せをしていかなければいけないなと。 
 あまりかたまってしまうと、減反政策を廃止すると言っていながら、また同じよう

な手法でやるのかということを言われることは、確実視されるのではないのかなと。 
〇委員長（向井孝一君） 無いようですので、以上で、農林振興課の質疑を終わりま

す。 
  次に、国営農地再編推進室より説明願います。 
  国営農地再編推進室長、宮本君。 
〇国営農地再編推進室長（宮本 彰君） ご苦労様です。 
  国営農地再編推進室からは、説明事項１件、報告事項２件ございますので、説明に

あたりましては次長よりご説明申し上げます。 
〇委員長（向井孝一君） 国営農地再編推進室次長（伊藤靖徳君）  
〇国営農地再編推進室次長（伊藤靖徳君）  
  （国営農地再編推進室次長朗読説明、記載省略） 
〇委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 
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  ただいまの説明に対し、質疑があればお受けいたします。 
  村上君。 
○８番（村上忠弘君） ２９年度までの部分の事業費の総計についてお知らせ下さい。 
〇委員長（向井孝一君） 国営農地再編推進室長、宮本君。 
〇国営農地再編推進室長（宮本 彰君） 平成２９年度における総事業費では、物価ス

ライド等を加味して２０７億７千万という数字でいま現在動いております。 
〇委員長（向井孝一君） 村上君。 
○８番（村上忠弘君） ２０７億７千万ということは、計画に対してどれだけのオーバ

ーされているんですか。 
〇委員長（向井孝一君） 国営農地再編推進室長、宮本君。 
〇国営農地再編推進室長（宮本 彰君） オーバーという部分では、明確な数字という

のはなかなか掴みにくい点がございます。 
  当初、平成２５年度の事業実施の段階では、１８０億円という数字できておりまし

たが、概ね、明確な数字とは言いづらいですが、１０億半ばくらいは人件費、労務費、

そう言った部分の当時の設計単価からアップした物価スライド上昇分ということで

ご理解をいただければよろしいかと思います。 
  ただ、実際に事業をしている中では、そういった物価スライドとともに工事の範疇

の中で予定量をオーバーするという部分等もございました。 
  特に客土運搬という部分では、遠距離からの運送という形では事業費を増高してい

るといった要素もございますし、軟弱地盤ということでは多くの資材、もしくはその

準備等での部材等で経費増高という点等もございますので、そう言った部分でご理解

いただければと思っております。 
〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

以上で、国営農地再編推進室の質疑を終わります。 
  次に、農業委員会より説明願います。 
  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） よろしくお願いいたします。 

農業委員会からは、報告事項２件を説明させていただきます。 
  （農業委員会事務局長朗読説明、記載省略） 
〇委員長（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。 

無いようですので以上で、農業委員会の質疑を終わります。 
次に、まちひと交流課より説明願います。 
まちひと交流課長、山田君。 

○まちひと交流課長（山田 薫君） こんにちは。 
  まちひと交流課からは、説明事項１件、報告事項２件であります。 
  資料の説明にあっては、田中課長補佐より説明させますので、よろしくお願いい
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たします。 
〇委員長（向井孝一君） まちひと交流課長補佐、田中君。 
○まちひと交流課長補佐（田中 崇君）（まちひと交流課長補佐朗読説明、記載省略） 
〇委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 
  暫時休憩をいたします。 

休憩 １４：３０ 
開議 １４：４０ 

 
〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 
  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。 
  上村君。 
○１１番（上村義雄君） ６月の定例会の時に、スノーキャットにするということでの

予定で見積もりをあれしたわけですけれども、今回また１２月のあれでもって補正を

組んで、そのキャットの乗る人数が１０名という、その規模の小さいキャットという

形になるんでしょうけれども、一番心配するのは台数が多ければ多いだけ、交差した

りなんだり、登って行く時、全員で４台が登っていて、降りてくるのも４台が降りて

くる形になるのかどうかは分かりませんけれども、事故の無いことを願うのが私はリ

スクを少しでも小さくするということが私の考えなんですけれども、そこらあたりで

この２５人から１０人になって、そして４台が５台になったということの経緯につい

て、具体的にどういうことで、安全面でこういうことが状況的にリスクが少ないんだ

とかいう説明があれば、聞かせていただきたいと思いますけども。 
〇委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君。 
○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。 
  今回の補正予算のお願いですが、９月補正時ですが４台というスノーキャットでお

願いをしましたが、今回もう１台追加と、またオペレーターに対する現地指導という

ことで人員を派遣していただくことの大きな変更というのがこちらになります。 
  当初、大型車両、２０何人乗りをですね、３台ということで計画をしておりました

が、その車両の業者の方から現地を見ていただいて、それであればもうちょっと危険

性を回避するためにも、機動性のあるもうちょっと早さのある、機動性と安全性を第

一に考えて中型車両に変更したらどうかということの提案もございましたので、９月

補正時点では中型車両の車両としてお願いをしたところでございますので、今回もう

１台追加する車両についても、中型車両ということで、中型車５台でこのシーズンは

営業したいと考えております。 
  また、危険性ということのご心配ですが、それは私ども所管課もクアプラザピリカ

の方に TTN コーポレーションに委託をしておりますので、事業者とも相談をしなが

ら、また、オペレーションに対する現地指導者もですね、同席のもとですね運転の試

運転ですとか、そういった危険性の箇所をそういうふうに運転をしていったら安全性
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を保てるかということもですね、やりながらシーズンを迎えたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 上村君。 
○１１番（上村義雄君） 私の聞きたかったことは、２５名というそのスノーキャット

で行くということだったのが、中型の１０名で行くということになった。 
  それはメーカーの方からその方が安全だからということを言われてしたという、そ

れだけのことですか。 
  それとも要するにスノーキャットを使うのは初めてですから、課長もそこら辺りは

分からないから、そういうことを信用するしかないんだろうけども、その他の要する

に地域で使っているところとか、そういう前例とか事例を見ながらそういう判断をし

たのかどうかであるのかどうか、そこら辺りをきちんとお聞きしたかったわけであり

ますけど。 
〇委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君。 
○まちひと交流課長（山田 薫君） 大型車両から中型車両に変更になった理由という

のは、現地に来ていただいて走行するゲレンデを直に見ていただきました。 
  その際、機動性とか効率性、あと操作性ですね、そういうのを考えて大型車両より

は中型車両の方が良いという判断のご意見をいただいたので、今回提案をしていると

ころでございます。 
  どうしても大型車両になりますと、先程、議員が言った通り、すれ違いにですね、

ゲレンデの斜面がいっぱいいっぱいになって、交差がしづらいですとか、重みがあり

ますので横滑りに若干不安があるということがありましたので、今回は横滑り強い中

型車両の操作性の強いことで、今回提案をしているところであります。 
  また、私どもが近隣町を見て、この車両が良いといったことはございませんが、事

業者の判断でご意見を伺いながら、これが一番ベストということを考えて今回提案で

ございますので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） ９月補正でもう１０人乗りにしますよって決めたんですから、

何故この２５人乗りをここに載せなければならないんですか。 
  まず、そこのところがおかしいと思うんですよ。 
  もう決めて、１０人乗りで行きますよといったら、１０人乗りの資料だけで行けば

良いんですよ。 
  その辺を２つ、前の、可能性が無いわけでしょ、これ２５人乗りはもう、入れない

わけでしょ。 
  こういう写真を載せるということは、私はしない方が良いと思います。 
  それと、学校授業の利用の状況が載っております。土日を外して、ほとんど平日あ

ちこちの学校で利用していただけるということになったんですけど、ネットかなんか

で見ますと平日学校利用日については一般の方の利用はできませんというようにの

っかっているもんですからね、その辺この人数で行きますと、八雲高校なんかは別と



- 15 - 

 

して、平日ですと大体３０人くらいの利用だけなので、これでも一般の方は利用でき

ないのかどうなのか、その辺のところはどうですか。 
〇委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君。 
○まちひと交流課長（山田 薫君） これは委託事業者の TTN コーポレーション様と

もいろいろ協議をした結果でございまして、予約が入っていない平日が何日かありま

すけども、そこをオープンにすると違う日もオープンしているんじゃないかと利用者

に勘違いされるんじゃないかということで、平日の授業がある日もない日も、これは

貸し切りにした方が良いんじゃないかと。 
  それが安全性が保てるのと、授業としての学校側の管理の行き届いて行くのかなと

いう判断もありますので、平日には一般の方は原則利用はできないということで判断

させていただきました。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田。 
○６番（徳田栄邦君） 言っていることは分かるんですよ。 
  だけど営業的に考えた時に、そしたら一日いっぱい３０人で、１日いっぱい使って

も、あの広いスキー場、何コースかあるわけですけれども、主には D と E が滑走路

になるんでしょうけれども、あの広いスキー場で３０人で営業を考えたら、とてもあ

わないような気がするんですよね。 
  だからどうしたら安全を考えて、営業でプラスになるのかって、ただ学校授業でき

ょうは使うからダメですよって言うのではなくて、もうちょっと考え方があるんでは

ないかと思うんですよね。 
  その辺を考えていかないと、ピリカスキー場そのものの営業を考えた時に、とって

も採算があうような状況にないと思いますけれども、いかがですか。 
〇委員長（向井孝一君） まちひと交流課長、山田君。 
○まちひと交流課長（山田 薫君） 今回のスノーキャットでの今期の営業というのは、

やはりいま議員の言った通り、採算ど返ししているものが尾を引いてございます。 
  学校授業に対応するスキーの営業というのがメインになっておりますので、そうい

た形で今回、営業をさせていただいて、営業終了後に色んな方々にご意見をいただき

ながら、今後の進め方も検討していきたいなと考えておりますので、今回は初めての

ことでございますので、学校関係者のことも考え、またキャットを運営する TTN コ

ーポレーションの方の考えも考慮しながら、今年は平日の利用で考えていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） 初めてのことだからやってみなければ分からないんですけれど

も、営業ど返ししてやるっていうことなら、それは TTN はそれで良いでしょう。 
  赤字になったらその分を町にお願いしますと来れば良いだけですから。 
  営業努力というものはいらないですよね。だけど本当にそれで良いのかということ

です。 
  やっぱりスキー場として営業をしていくには、やっぱりいくらかでも利益を出して
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もらわなかったら、試験的に今年スキー場を開くんですよと言ったって、なんぼ赤字

が出たって良いということにはならないと思いますよ。 
  やっぱり TTN に払うんですから、TTN が分かりましたって、赤字の分を見ます

よと言うなら別ですよ、だけど TTN だって商売でやっているんですから、赤字が出

たらやっぱり町に何とかこの分面倒見てくれってことになると思いますよ。 
  その辺のところをきちんとわきまえないで、試験的だからいくら赤字になっても良

いんだ、いま初めて議会で聞いて議員の皆さん納得できるかどうか分からないですけ

れども、私は納得してくれないと思いますよ。 
  やっぱりスキー場として営業していくんだったら、営業努力というものを求めるわ

けですから。 
  そしたら、うまく空き時間を見つけて、そこに一般客も入れて、そしていくらかで

も赤字は少なくしていく、その結果、これだけのものが赤字が出たから、これはやむ

を得ないということであれば理解できますよ。 
  だけど初めからその試験的にスキー場を開くんだっていうのは、きょう初めて聞い

た話ですよ。 
  そういう話ではなかった。私は思いますよ。 
  学校の授業だけでやって十分ペイするだけのものが上がってくるなら良いですよ。 
  教育長、そうでしょう。そんなに払えないでしょ。 

やっぱり安くしてもらうし、キャットだって安くしてもらわなかったら、学校授業

として、それだけ父兄に負担がかかるわけですから、やっぱりなるべく安くスキー授

業はやりたいという気持ちがあるでしょう。   
そしたらやっぱり、もうちょっと営業の在り方というものについて、ただ単に試験

的だからって言って、そういうふうに決めるのではなくて、もうちょっと何とか良い

方法がないか、検討したらどうですか。 
〇委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 
○副町長（中島光弘君） ご指摘のことは理解をします。 
  いま担当課長が申し上げたのは、ちょっと誤解を招く部分が入っていましたがので、

後程訂正をさせますが、意味はこういうことなんですね。 
  まず町長がスノーキャット方式に変えたというのは、最低でも近隣の今金町も含め

てでありますが、子ども達のスキー授業は守ってあげたいという前提であります。 
  このことはいま、担当課長が思いとして言ったところはそこです。 
  ただし、赤字をして良いとか、ボランティアでやるわけではありませんので、それ

は TTN とも話をしたいなとは思っていますが、ただ実際３０人の人数を授業的にカ

バーするというと、スノーキャットそのものはほとんどそこに係っきりになる状況は

あります。 
  ただ、姿勢としては空き時間をうまく活用したりだとか、その状況によって若干で

も収益が上がるような努力をしていただきたいというのは、もちろん常任委員会では

そういう意味でのご意見をいただく一つの場でもありますので、いまいただいたご意
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見については、TTN の管理、運営をしていただく業者の方にもお願いをしようと思っ

ています。 
  ただ、思いはそういうことであります。決して試験的だから数字がどうでも良いな

んてことは思っておりませんし、そのことによって１番、先程上村議員からもありま

したけども担保されなければならないのは安全性というのはベースにあることであ

りますし、なおかつ子ども達にはいままでリフトであったような授業形態に近いもの

が提供できるように、やっていきたいと思っておりますし、今月、４町連携の中で町

長も入った会議がありますので、その中でも今年の今金町のピリカスキー場の姿勢に

ついては、資料も含めて町長の方から説明をいただいて、各それぞれの町にもそうい

うご案内をさせていただきたいというような考え方をしておりますので、丁寧な部分

での思いがそういう表現になったということで、ご理解をいただければなと。 
  それから写真も決まってない写真を載せるなと言う意味も分かるんですか、多分、

これからこういうふうに変わるということを丁寧に説明をしたいといことでありま

したので、ただ、意味合いは分かります。 
  ないものを載せる必要は無いんじゃないかということもありますので、その点につ

いては理解をしたいというふうに思いますし、ご意見の方につきましては担当課含め

て調整を図って行きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） わかりました。あのね、課長ね、試験的にやってみるんだから

ね、分からないのはもう事実なんですよ。 
  だから今年一年やってみて、果たしてどの程度の赤字になるかというのも想定でき

ないんですよ。 
  だけどそこに営業努力をしたという、そこがやっぱり問題になると思うんですよね。 
  これで行くと、学校開放日は一般営業はしませんよ、もうそれで終わってしまうん

ですよ。 
  そうでなくして、これはスキー連盟とも話してみなければ分からないと思うんです

けど、じゃあどうすれば一般客も入れた中で営業できるのかな。 
  そうしていかなければ、ほとんど平日クアプラザピリカ行ったって滑られないとい

うことになってしまう。 
  その分だけ土日に来てくれれば良いですけども、そうもいかない。 
  平日しか休みをとれない人もいるわけですから、その辺のところも頭ったからダメ

ですよと言うことではなくて、どうすれば一般客の人も一緒に滑らせることができる

のか。 
  スキー場としてやっていけるのか。その辺を検討課題としておさえておいていただ

きたいと思います。答弁いりません。 
〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 
  無いようですので、まちひと交流課の質疑を終わります。 
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  次に公営施設課より、説明願います。 
  公営施設課長、安達君。 
○公営施設課長（安達雄一君） お疲れ様です。 
  公営施設課所管は、説明事項３件と報告事項１件についてであります。 
  説明事項につきましては、小西課長補佐から、報告事項につきましては由浅課長

補佐からそれぞれ説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 公営施設課長補佐、小西君。 
○公営施設課長補佐（小西康友君） （公営施設課長補佐朗読説明、記載省略） 
〇委員長（向井孝一君） 公営施設課長補佐、由浅君。 
○公営施設課長補佐（由浅和正君） （公営施設課長補佐朗読説明、記載省略） 
〇委員長（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。 
  徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） 町長のご挨拶の中にあったように、今年は雪が早くて大変なわ

けですけども、１２月１日より流雪溝が運用開始になります。 
  平成２年に事業着手して平成５年から運用を開始して、こんにちまで２４年目を迎

えようとしているんですけれども、この流雪溝の長寿命化についてはどのようにお考

えになっているのか。 
  また、この流雪溝、今金町あわせて７路線で２７００メートルくらいの長さになる

わけですけれども、近年特に未雪投地というのが見受けられるようになってきました。 
  この辺、昨年の実績でいいですから路線別にどの程度の未雪投地があるか、調査し

たことがあるのかどうなのか。 
  なければないで良いですから、お答えいただきたいと思います。 
  更には、建設管理部ではパートナーシップによる活動実績ということで、歩道の除

雪については管理運営協議会が行うことになっていますけども、この方針というのは

国の国道の場合も当てはまるのかどうか、その点お答え願いたいと思います。 
〇委員長（向井孝一君） 公営施設課長、安達君。 
○公営施設課長（安達雄一君） 何点かございましたけども、第１点目の長寿命化、流

雪溝が２４年経過したということでの長寿命化計画の話ですけれども、ご存知の通り

３者、国、道、町の３者で運営をしているわけですけれども、当然、長寿命化にあた

っては調査を実施しなければならないということで、これは３者協議の中で国、道に

は近い将来それを予定していただきたいというお願いはしております。 
  ただ、まだ委託料ですとか、そこにかかる膨大な改修費がボックスカルバートから

当然流雪溝の運営操作盤、ポンプ等々たくさん設備がございますので、その辺のこと

も協議の土台には一度乗せさせていただいております。 
  ただ、いつからやるかという具体的な方向までは、まだ定めておりません。 
  これがまず第１点目です。 
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  続いて、未雪投地、いまおっしゃったのは多分、空き地というか入居者がいなくな

って、その全面が空いている土地だということと思うんですが、気付いているところ

につきましては、うちの方で年に何回か雪投をしています。 
  町で、直営でやっているということです。 
  ただ、何か所あるかということの調査はしてございません。 
  今後、調査したいというふうに思います。 
  もう１点ですけど、パートナーシップによる、ちょっとはっきり分からないんです

けど、運営協議会においてってとおっしゃいましたけども、流雪溝のお話でよろしい

でしょうか。 
  パートナーシップって理解していないんですが、例えばパートナーシップって、道

から依頼のあったのは、除雪体制について、例えば路線を町道と道道の路線を除雪す

る車両が一連で走った方が良いんじゃないかということでの問い合わせというか、そ

ういうパートナーシップのお話は以前ございました。 
  ただ、路線幅も違いますし、除雪の体制も違いますので、町としてはそれはちょっ

と、道には有利に働くかもしれませんけれども、町としてはちょっと住民から要望が

あれば町は何回も出なければならないとかですね、そういう体制の違いがあったので、

それは除雪に対しては、町としては受けかねるという回答をしたところであります。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君 
○６番（徳田栄邦君） 課長、いま言ったのは、長寿命化というのはハードの面でそ

れは３者でこれから協議していかなければならないと思いますけども、いわゆる流雪

溝と言うのは自助、公助、共助で、そこに地域住民がいるわけなんですよね。 
  その地域住民が高齢化や商店街の衰退、それらの問題で崩れようとしているんで

すよ。 
  いわゆる共助でやりたくてもできない。そういう住民が多くなってきているんで

すよ。 
  ですから、そこの手当と言うのは、まず何とかしていかなければならない。 
  これは非常に大きな問題だと思うんですよ。 
  いかに長く流雪溝を共助でやってもらうか、そこのところにもうちょっと手を加

えて行かなければならない。 
  いま全道で２７自治体で流雪溝をやっているんですけれども、どこの町村も流雪

溝の運用というのは、管理運営協議会でやっているわけでありますけども、その活動

自体がマンネリ化してきている。 
  こういう調査報告も出ているんですけれども、この点については今金町はいかが

ですか。 
〇委員長（向井孝一君） 公営施設課長、安達君。 
○公営施設課長（安達雄一君） すいません、勘違いをしておりました。 
  長寿命化と言うと、私達はハードの話になるので、そういう回答をさせていただき

ましたけれども、いまおっしゃった雪投作業についての負担軽減ということの話だと
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思います。 
  おっしゃる通り以前からこの問題は協議会のみならず、住民の方々から声が上がっ

ているものでございます。 
  私達も決して何もしないで協力をお願いしているわけではございませんで、できる

ことからということで、タイヤショベルの貸出ですとか、第１、第３日曜日の雪投作

業についても、開発局の方にお願いをして、施行的にやらせていただきたいというこ

とで１日雪投とか、まずそういう時間を設けさせていただいております。 
  抜本的な改革はなかなか改善は見いだせないのが現状でございますけれども、かと

いって検討していないわけではございませんで、今年の１月に３者協議があった段階

で、まだ案ではありますけども、具体的にここでどういう方法かというのはちょっと、

また期待されてできなかったということになっても困りますので、一応考えているこ

とは考えています。 
  ３者協議の土俵にも１度乗せさせていただいております。 
  開発の方からは前向きな検討をいただいて、一応予算は計上していただけるという

ことで、今年の１月にそういうお話はさせていただいています。 
  ただ、これはかといって来年度から、３０年度からすぐなるとか、そういうことで

はございませんので、近い将来そういうことでお願いしたいというお願いはしてきて

おりますので、ご理解願います。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） このパートナーシップですけど、協働型の雪処理活動という

ので建設管理部のホームページにも載っているんですけれども、この中で歩道の除雪

は地域住民にやってもらう。 
  そのために管理部としてはスコップとつるはしとバリケードを貸与しますよって、

書いているんですよ。 
  だからこれが開発、いわゆる国道でもこういうのがあるのかどうなのか。 
  国庫補助金で、道もそうですけども両方併せると２，９００万程度もらっていま

すよね。負担金を。 
  それでこの建設管理部の考え方で行くと、歩道の除雪は地域住民がやるんだよと

いうことになると、国道のあの広い歩道も地域住民がやるのかと、そういうふうにな

ってしまうんですよ。 
  ですから私はこの国庫補助金の中に歩道の除雪もやってもらうからというお金が

入っていうのかどうなのか。 
  普通の維持管理であれば、ポンプだとか機械だとか、あるいはガードマンだとか、

それから小型の除雪機械の借上げだとか、そういうのの負担金としていただいている

のは分かるけども、歩道の分についてはあくまでも歩道を管理するのは国であり道で

ありますよね、この点どうですか。 
〇委員長（向井孝一君） 公営施設課長、安達君。 
○公営施設課長（安達雄一君） ちょっと認識が違うかもしれませんけれども、流雪溝
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の雪投、現実の話をすれば多分歩道まで皆さん雪投していただいているというふうに

認識しています。 
  それがいまのお話の内容ですと、歩道は別扱いのような感じに見受けられるんです

が、というふうに私は聞き取るんですが、そういうことでは無いんですよね。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） あのね、課長、歩道は除雪しているわけではないですよね。 
  建設管理部も国道も。車道だけですよね。除雪は。歩道もしていますか。 
  歩道はしていないでしょ。だから、その歩道は地域住民がやるんですよって、そう

いうふうに謳っているんですけれども、そしたら国道についている歩道も地域住民が

やらなきゃならないのかどうなのか。そこのところはどうですか。 
〇委員長（向井孝一君） 暫時休憩いたします。 
 

休憩 １５：２６ 
開議 １５：４０ 

 
〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

副町長、中島君。 
○副町長（中島光弘君） 休憩前に徳田議員から流雪溝そのものの長寿命化の計画づく

り、点検を含めたものの時期が必要ではないのではないかということ、それから現状

の中での未雪投の状態がどのくらいなっているのか、これ自体は調査をしているとい

うことではなくて、原課としては対応できるものについては対応してきているという

答弁をさせていただきました。 
  それから、３点目には開発の方のホームページに載っているパートナーシップとい

うことに関して、国道の歩道の雪投げをどこがという話でありました。 
  休憩中に資料を確認をいたしましたら、その部分についても住民の皆さんに協力を

いただくという申し合わせの中でスタートしているというのが、これも事実でありま

すから、おっしゃられたように高齢化したりだとか、色んなことで当時とは状況が変

わってきているというのも議員のおっしゃる通りだと思っておりますので、いま運営

協議会なるものがきちんと組織としてありまして、国、道、それから町が入ったもの、

それから流雪溝そのものの協議会というのもありますので、一度そういうものの中で

の検討であるとか、一度土台に上げた中で、これは多分政策的な部分も若干含んでい

かないと、なかなかそれぞれのルールの中では解決しない部分かなと思いますけど、

この機会に一度まな板にあげて、検討していくということでご理解いただければとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） 了解しました。課長ね、もう２４年前に作ったものがそのまま

全部ずっときているわけなんですよ。 
  ですからやっぱり地域住民も変わってきているので、いつかの時点でもう一回住民
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の皆さん方と、その辺のところも含めて管理運営協議会に住民の代表も出ているから

良いんじゃないかっていったって、その人達がそしたら地域に戻って説明会とかそう

いうのをしているかといえば、していないような状況なので、やっぱり不満を持って

いる方もたくさんいるのでね、その辺のところも考慮してほしいなと思います。 
  それから去年あたりから町内に堆雪地を作っていただいて、なるべく町民の雪投の

軽減を図るようなこともしていただいているんですけれども、よく豪雪が、雪が多く

降った時には除排雪を一緒にしますよっていっていただいているんですけど、じゃあ

何センチ以上降った時に除排雪を一緒にしてくれるのかという、そういうマニュアル

というものが多分できていないと思うんですよね。 
  見た目でどうしても多く降った場合には考えるだろうけど、その辺のところも一回

きちんといくら降った時には除排雪を一緒にしますから、地域の住民の皆さん方、や

らなくても良いですよって、それがあれば、きょうは何センチだからきょうは雪投し

なくても役場で除排雪を一緒にやってくれるなって、そういうのがあれば分かります

ので、難しいとは思うけどもマニュアル作りも検討していただきたいと思いますけど、

いかがですか。 
〇委員長（向井孝一君） 公営施設課長、安達君。 
○公営施設課長（安達雄一君） いまいただきました、１つ目の住民の皆さんへの説明

ですけれども、これは今後そういう方向で、今年度とはいきませんけれども、次年度

以降にその機会もあれば、そういう機会を設けさせていただきたいと考えております。 
  もう１つ、流雪溝の除排雪のお話のマニュアルですけれども、おっしゃった通りマ

ニュアルというのは別に作っておりません。 
  ただ、いままでやってきたのは例えば住民からの声で多いのは、湿った雪が降った

あとはやっていただきたいとか、そういうことを受けまして私達もその状況を判断し

て、除雪は毎日入っていますけど、排雪となるとなかなか後日という形になってしま

いますから、当日にはなかなかできないということですので、その辺も一定の基準と

いいますか、ちょっと範囲を持った基準を今後検討させていただきたいなというふう

に思いますのでよろしくお願いします。 
  他にございませんか。 
  無いようですので、以上で、公営施設課の質疑を終わります。 
  次に、教育委員会より説明願います。 
  始めに、田中教育長からお願いします。 
  教育長、田中君。 
〇教育長（田中俊一君） ご苦労さまでございます。 
  私からいくつか教育委員会所管事項について、ご報告を申し上げたいと存じます。 
  まず１点目でございますけども、自治制施行１２０年、町制施行７０年に係わる事

業につきましては、１０月、１１月と事業が目白押しでございました。 
  一つ一つの事業内容にはここでは触れませんが、関係団体の皆様のご協力によりま

して、ほぼ終了できておりますし、町内外の大勢の皆様の参加ご来場をいただきまし
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たことを、まずもってご報告申し上げたいと存じます。 
  ２点目でございます。感染症の予防対策についてであります。 
  いまのところ、感染症についてですがノロウイルスによる感染がへき地保育所１件、

こども園で１件の計２件が報告されております。 
  先週、近隣町では水疱瘡の広がりを見せているという報告を私の方で受けています

し、今後、インフルエンザ等感染症流行期を迎えます。 
  手洗い、うがいの励行など、町内全校体制で感染予防対策に取り組んでまいります。 
  ３点目です。２９年度の学力学習状況調査の結果についてでありますが、先月２８

日、道新朝刊に道内、管内の状況について報道がございましたが、悪天候の影響で翌

日実施しております今金町については含まれておりません。 
  ということで管内的には小学校は全種目全道平均を超えておりますが、中学校につ

いては下回っている状況にございます。 
  １０月の町広報でもお知らせをしたところでありますが、町内小学校についてはほ

ぼ全道と同じ状況でありましたけれども、中学校についてはかなり全道よりも低い数

値であり、次年度に向けての対応策を検討しているところでございます。 
  ４点目でございます。道徳の教科化への準備等でございます。 
  来年４月より、教科としての道徳が始まります。 
  いままでの道徳と教科になった道徳がどう違うのか、評価はどうするのか等、各学

校は話し合いを進めてきております。 
  先月２７日ですが、町教研主催の道徳教育についての講演会が開催されました。 
  小学校、中学校の先生達が小学校に集い、釧路教育大学の星 裕先生のお話に耳を

傾けております。 
  道徳教育とこれからの生徒指導と題した講演は、次年度に向けて準備を進めている

先生方にとってもタイムリーな情報でありました。 
  特別な教科、道徳で変わること、変わらないこと、また評価についても学ぶなど、

次年度への準備を着々と進めているところでございます。 
  以上、私からの報告といたします。ありがとうございました。 
〇委員長（向井孝一君） 次に、事務局より説明願います。 
  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） ご苦労様です。 
  教育委員会からは、資料に基づきまして、説明事項が１点、報告事項が１２点とな

ってございます。 
  このあと説明事項、報告事項については、宮崎次長から説明をいたしますが、報告

事項の３番目にあります、へき地保育所の状況、来年度の運営のところにつきまして

は、後段で私の方から、それから１２番目の総合体育館建設工事の進捗状況について

も、資料は別冊になってございますが、この部分について私の方からご説明を申し上

げますので、よろしくお願い申し上げます。 
〇委員長（向井孝一君） 教育委員会事務局次長、宮崎君。 
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〇教育委員会事務局次長（宮崎吉広君） （教育委員会事務局次長朗読説明、記載省略） 
〇委員長（向井孝一君） 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朗読説明、記載省略） 
〇委員長（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。 
  無いようですので、以上で、教育委員会の質疑を終わります。 
  以上で、各課からの説明が全て終わりました。 
  全体をとおして、委員の皆さんから何かございませんか。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） ちょっと１点だけ、教育長にお尋ねをしておきます。 

  学力テストの関係なんですけども、檜山全体としては凄く良い成績だというんです

けども、その中で中学校の成績が少し落ちているって。 

  このことでですね、町民の間で学校のせいにしているんですよ。 

  いわゆる教員の指導の問題でこういうふうになったんでないのかっていうような

ことが、噂として出ているんですよね。 

  小学校あたりの算数なんかについても低いので、それらは放課後における家庭にお

ける学習時間の少なさ等が問題なんだっていうような指摘もあるように、その辺の原

因を早めに検討して、誤解の無いようにしてあげてほしいと思うんですよ。 

  そうでなければ、先生方が大変なので、別に私方は先生のせいでこういう成績だと

いうことは思ってはいないんですけど、やっぱり父兄にすればそうはいかない。 

  何かどこかにすがりつきたい気持ちがあるのもですから、すぐその学校のせいにし

ているお母さん方も入るようなんでね、その辺をちょっと早めに検討をして、反省す

るものは反省をして、こういうふうに直していきましょうということをＰＴＡを通し

て早めに対応してほしいと思いますけれども、いかがですか。 

○委員長（向井孝一君） 教育長、田中君。 

○教育長（田中俊一君） ありがとうございました。 

  ちょっと去年のことも含めてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、実

は父兄の中の心配には去年の成績が良かったということが１つ話の話題の中に含ま

れているかと思います。 

  手持ちの資料なんですけど、昨年の中学校の北海道と全国を比べますと、平均正答

率が数学のＡは全国が６２．２点でした。 

  今金中学校は６３．８点でした。というふうに全国を上回っておりました。 

  それから、数学Ｂ，これについては去年も議会でお話をしましたように、Ｂ問題と

いうのはちょっと点数がなかなかとれない。 

  それから国語のＡですけれども、全国が７５．６点でした。 

  今金中学校は７７．３点とかなりの上回りを見せておりました。 

  それから国語のＢにつきましても、全国が６６．５点で、今金中学校が６８．３点、
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それに比べまして今年がちょっと、先程お話をしましたように下がっている状況があ

りましたけれども、いま校長、教頭と私ども教育委員会と学テの状況についてを具体

的に学校改善プランをもとにしながら、どう改善して行くかという話し合いを、明後

日行いたいと思っていました。 

  いま議員さんお話しましたように、速やかにその辺、結論を出しながら対応策も含

めて学校と協議をしながら、そしてまた場合によってはＰＴＡの協力を得ながら、ど

んなふうにしていまご指摘がありましたように、子ども達の家庭での学習状況も含め

まして検討課題としたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思

います。 

○委員長（向井孝一君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 私は分かるんですよ。だけど中には色んなことを言ってくる人

がいるんですよ。 

  人数が少ないんだから、できの悪い子は休ませたら良いんじゃないかとか、受けら

せなければ良いんじゃないのかって。 

  極端なことを言うとそういうことを言って、自分の子どもだけ内申書が良ければい

いんだっていうような感覚でいるもんですから、これは家庭でしてもらわなければな

らないのが一番なんですけど、やっぱりそこに行くまでに学校側としてきちんとした

早めに検討して、こういうような状況なんだということを、丁寧な説明をね、してや

っていただきたいと思いますけど、いかがですか。 

○委員長（向井孝一君） 教育長、田中君。 

○教育長（田中俊一君） ありがとうございました。 

  いまご指摘がありましたように、本当に早め早めの対応を心掛けていかなければな

らないかなと思っております。 

  実は先月の頭にこの会議を予定したんですが、校長たちの同じ日程がなかなか揃わ

ないということで、いまになってしまったんですけれども、私どももそれにつきまし

ては、色んな危機感を持ちながら対応して行きたいと思っております。 

  また、やっぱり子ども達のこの状況に対して、私どもは色んな点数で比較するので

はなくて、学力テストそのものというのは、子ども達と先生方が一緒になって、それ

に父兄も一緒になって、じゃあ実際にある状況をどう理解していくか、どう改善して

いくか、それを考えるための１つの手立てだと思っているものですから、そういうこ

とを含めて検討してまいりたい、そういうふうに思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○委員長（向井孝一君） それでは、他に無いようですので、次に合同委員会が必要と

なる案件について確認いたします。 

  委員の皆様から何かございませんか。 

  無いようですので、次に理事者から何か。 

  特に無いですか。 

  特に本委員会からは合同委員会の案件がありませんので、それでよろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

  ご異議が無いのでそのように決定いたします。 

  以上で、各課説明事項についてを終わります。 

  理事者の皆さんにはご出席ありがとうございました。 

   暫時休憩をいたします。 

 

休憩 １６時３６分 

開議 １６時４４分 

 

○委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

 

    ◎所管事務調査について 

〇委員長（向井孝一君） これより、平成２９年所管事務調査についてを議題といたし

ます。 

  所管事務調査につきましては、１１月７日開催の本委員会において、第２回目のま

とめを行ったところであります。 

  更に、１１月３０日には現地調査を行いましたので、その内容を追加し委員会報告

と調査報告としてお手元に配布させております。 

  追加部分については、局長に説明をいたさせます。 

  局長、成田君。 

〇議会事務局長（成田光康君） それでは座って、前回から追加した箇所のみ説明をさ

せていただきます。（議会事務局長朗読説明、記載省略） 

〇委員長（向井孝一君） 局長からの説明が終わりました。 

  委員の皆様からご意見があれば出していただきたいと思います。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） ちょっと２点ほど、３ページの部分で圃場平均化でなく圃場均

平化にした方が良いんじゃないかというふうに思います。 

  それと５ページの部分で、深川の多目的倉庫の部分で、災害時の備蓄保管庫とうい

う部分もどこかに追加した方がよろしいのかなと言うふうに思うんですけども。 

〇委員長（向井孝一君） 農業施設整備については、備蓄も備えたような深川方式、そ

ういう文言でよろしいですか。 

○８番（村上忠弘君） 災害時に備えた備蓄保管庫。 

〇委員長（向井孝一君） 文言に入れた方がより分かりやすいから。 

○事務局長（成田光康君） 災害時に備蓄も備えた深川方式をという形で良いですか。 

〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  無いようですので、ただいま委員の皆様から出されました意見をもとに、修正等を

加えたものを報告書として、正副委員長で整理し、議長に提出したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（向井孝一君） 特に無ければ以上の内容で議長に提出したいと思いますがご

異議ございませんか。 

（「異議ない」の声あり） 

〇委員長（向井孝一君） ご異議が無いので、そのように決定いたします。 

  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。 

（「なし」の声あり） 

 

   ◎閉会の宣言 

○委員長（向井孝一君） 特に無いようですので、本日の委員会はこれをもちまして、

閉会といたします。 

  ご協力をありがとうございました。 

 

閉会 １６時５６分 
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