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産 業 教 育 常 任 委 員 会 

 

期 日 平成２９年９月１３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 
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     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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国営農地再編推進室長            宮 本   彰 君 
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〇出席事務局職員 
議 会 事 務 局 長            成 田 光 康 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） こんにちは。 
  ９月に入りまして、それぞれ今金町の地区のお祭りも始まったり終わったりという、

ご多用の中、本日の常任委員会に出席いただきまして、誠にありがとうございました。 
  ８月までの曇天で非常に米の出来秋だとか、農作物の出来秋を心配したわけですが、

９月に入って好天に恵まれまして、馬鈴薯の収穫も８割方終了したそうであります。 
  そして、１１日から農協の受け入れが始まったということで、去年より１１日早い

日程だそうであります。 
  収量的には小玉傾向が強いということなんですが、価格的に安定して高値で推移し

ているということですので、大変期待できる年になるのかなというゆうな気がしてお

ります。 
  米につきましては、早い人でできれば１５日頃から刈るというお話もあったんです

が、刈取りの判定の結果、非常に整粒歩合がいまいち低いということで、大分見合わ

せている状況にあるということでございます。 
  ２５日過ぎに全体的に始まるのかなといういまの予測だそうでございます。 
  本日は、９月定例に向けまして各課説明事項を聞きながら、色んな活発な質疑をし

て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。 
  大変簡単素地でありますが、開会の挨拶にかえる次第でございますので、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） 町長が出席されておりますので、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） ９月の産業教育常任委員会に際しまして、行政報告とも重複す

る部分もありますが、挨拶を兼ねて報告と情報提供を行わせていただきます。 
  先に各位にもご案内がありました、後志利別川流域タイムライン検討会が本日この

２時から開催され、タイムライン作成に着手することになります。 
  なお本日の検討会に町長が出席いたしたく、退席について委員長にお願いをしてお

りますので、ご配意賜りますようよろしくお願い申し上げたいと思います。 
  総務厚生常任委員会におきましても報告をいたしましたが、災害、いま委員長も申

しましたように、危機管理対応という行政課題があるわけであります。 
  一次産業は特に気象現象に大きく作用されますが、世界、日本いたるところで大き

な被害が生じております。 
  防災、減災という視点からも、それぞれの立場で気象情報に留意することが求めら

れるところであります。 
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  危機管理ということでは、度重なる北朝鮮ミサイル発射に対する情報伝達の対応に

ついての課題もあります。 
  テレビや携帯電話などで消防庁のＪアラートにより、緊急情報が発せられますが、

それと同時に町にも専用端末機器に画面としてＪアラートの情報が入り、併せて内閣

府からも同じ内容ですが、Em-Net ということで各自治体、これは今金町で言うと担

当職員のパソコンに情報が入る仕組みになっております。 
  そのことを受けて住民周知をすることになるわけでありますが、これもどうすれと

いうことでは国から全くないわけでありますけども、新聞にも出ておりましたように、

きょうの新聞にもありましたが、各自治体で周知の是非を含めて様々であるわけであ

ります。 
  今金町においては、一斉周知を行うという方法がないことから、発射から数分間の

対応ということの難しい課題を持っています。 
  これまで消防のサイレンの吹鳴装置は消防団員への周知と招集目的として、災害な

どでは使用できないとされてきましたが、この８月２９日の対応を受けて、消防団に

周知をする、あるいは消防団を招集するという、今回はしなかったわけでありますが、

周知するという状況での名目での緊急通信として運用できるという国の機関の見解

が出たところであります。 
  このことから、伝達範囲は限られますが、昨日も色々質問のやり取りをしたわけで

ありますけども、この吹鳴装置でもって今金町をどのくらい網羅できるかと言いまし

たら、８５パーセントくらいは網羅できるということで昨日消防の方から答えている

わけでありますけども、いずれにしても限られるわけでありますけども、今後、緊急

対応に努めてまいりたいと思っていました。 
  なお、本件についての状況なりにつきましては、先程プリントの話をしましたが、

副町長の方からこのごに説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 
  先の全員協議会におきまして、美利河スキー場の基本的な考えを私の方から述べさ

せていただいたところであります。 
  この間、様々な経過がありますが、議長からの美利河スキー場の存続に関する意見

書を受け、存続に向けて努力をされたいとする意見を重く受け止めて、対応に向けて

検討をしてまいりしました。 
  現状のリフトは稼働するには多額な修繕費を要するということ、議会にも報告して

いるわけでありますけれども、いまの更新、稼働せずに撤去するという考えに町長の

変更はありません。 
  しかし、この間のスキー場の存在の大きさやスキー関係者の努力には敬意を表して

いるところであります。 
  今後の美利河地区の振興はスキー事業はもとより、新たな発想と年間を通じたプロ

グラムの開発が必要であり、新たな方法を導入した事業展開に道を開くことに努めた

いと考えております。 
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  スキー関係者との協議では、何度も協議をしたり、お会いしているわけであります。 
  私的には大体１０回くらい協議会のあと、お会いしているわけでありますけれども、

今シーズンもリフトを修繕して下さい、そして速やかに早急に新しいリフトにしてい

ただきたいというのが、スキー関係者の基本的な要望であるわけであります。 
  町長としては、多額な経費をかけての修繕は行えないとする、私の考えを示してい

るわけでありますけれども、このことについては一致をみることはいまなおあるわけ

でありませんけども、何よりも議会からあるようにこの冬の事業展開を止める、ある

いは休止するということは、次につなげる、例えばスキー連盟が言っているところの

冬シーズンを含めて新たなリフトということを考えた場合に、次につなげることを閉

ざすことになることから、当面している事情の理解をして下さい、そして引き続きの

協力をお願いし続けてきているところであります。 
  これまでのリフト運行に比べると、いま提案しようとしているものにつきましては

回転率も下がり、あるいは搬送の数、あるいは利用回数も減少することで、明らかに

利用者の減少もあるわけでありますが、休止を避けるために現実的に考えられる方策

として、リフトを利用しない方法により取り組みたくご理解を賜りたいと思います。 
  このことにつきましては、今後の美利河地区の観光をベースとした振興策と継続し

て国有地利用を行う計画に向けて、森林管理署とも相談をして検討を行ってきており

ます。 
  更にリフトに代わるスノーキャットの導入に向けて、昨日、業者に現地を見ていた

だき、相談と協議をしましたので、事業内容や現地調査の助言を受けた内容につきま

しては、今後、合同委員会の開催を要請しまして、報告と説明を行わせていただきた

いと考えております。 
  なおこの間、利用いただいている学校等には改めて説明を行い、私的には長万部町

長と理科大学への経過の説明なり、今後の考え方を示して協力をいただく要請をして

いるわけでありますが、そういう方々につきましても改めて利用に配慮していただく

よう努めてまいりたいと思っています。 
  次でありますが、情報であります。９月７日から宮城県で開催されました、全国和

牛能力共進会に出品しました、佐藤弘一さんの３頭、母親、娘、孫の３頭１群が全国

４位の優等賞、優等賞、１等賞、２等賞とあるわけでありますけども、一番上の枠の

優等賞４席、全国４位に入りました。 
  木島隆浩さんの牛につきましては、１等８席ということで全体では２４位、しかし

全国２４位でありますので、大健闘したと思っているところであります。 
  改良と飼料管理の成果であると評価をされているところでありますが、ますますの

肉用牛振興に期待をするところであります。 
  先程、委員長から馬鈴薯の話がありましたけれども、先般でありますが、様々なネ

ット、新聞でもって湖池屋さんが今金町のポテトチップ、高価なプレミアムをつけた

ことで、何とか起死回生を図って行きたいという新聞が、あるいはネットでもって随

分出ておりました。 
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  そういうことから、今年は手に入らない、私も手に入らなかったんですが、手に入

らないことは無いだろうということですから、去年は１万ですから、少しくは可能性

があるかなと。 
  しかし、いま来ている情報では、例えば今金みたいな店、コンビニがあるわけであ

りますけども、そういうコンビニは２箱しか回らないくらいの情報だと。 
  ですからなかなか行き渡らるというのは大変だと思いますけども、非常に今金町の

じゃがいもの価値といいますか、そういうことを含めて、この前まではじゃがいも値

段が取れないという話があったんですけれども、多分、湖池屋さんの話題でもってい

ままで以上に価値観が高まって、価格にも反映していくことが大いに期待されるのか

なと思ってところでありあます。 
  なお、きょうは資料の中に国営基盤整備の中で概算要求が出ておりますけども、詳

しい内容が出てきません。 
  しかし、国営についてはきちんと内容が提示されましたので、その内容については

きょう報告をさせていただきたいと思いますが、他の予算につきましても議員さん方

にも挨拶をしておりますけども、本予算の獲得に向けて、これからも努力してまいり

たいと考えておりました。 
  この度の議会におきましては、平成２８年度の各会計決算につきまして、監査委員

の審査をいただきましたことから、決算認定のご審議をお願いするところであります。 
  どうぞよろしくお願い申し上げます。 
○委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 
○副町長（中島光弘君） こんにちは、ご苦労様です。 
  町長からお話がありました通り、私の方から北朝鮮関係の町民周知に関する部分の

説明をさせていただきます。 
  後程、資料の方は説明をしますけれども、８月２９日におきました北朝鮮によるミ

サイル発射に関して緊急情報の住民周知にいろいろな課題があったことにつきまし

ては、新聞報道等で既にご存知かと思います。 
  Ｊアラートはミサイル攻撃や大津波などの国が緊急事態の際、インターネットなど

の地上回線と人工衛星の２系統で情報を全国の自治体や携帯電話会社に自動送信し、

住民に伝える仕組みであります。 
  一方、Ｅｍ－Ｎｅｔは内閣官房から行政用の専用回線を使い、自治体に加えて公共

交通機関、報道機関に情報を伝えるシステムで、Ｊアラートと併せて緊急情報が確実

に伝わるようにしております。 
  当日は、今金町役場でもＪアラートから午前６時２分を初め４回、Ｅｍ－Ｎｅｔか

らも同様に４回にわたり確実に情報が伝達をさせております。 
  担当職員が自分のスマートフォンのＪアラートで知り、役場に登庁したのが６時１

０分でありました。 
  そのご４人の職員により、各機関からの照会などに対応いたしました。 
  町広報車による巡回周知も考えましたが、通過したのちの巡回にどれほどの意味や、
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実効性があるか疑問な点もあり、かえって混乱も招くことになるということで実施を

いたしませんでした。 
  消防庁は住民に確実に情報を伝えるため、各市町村に対し、防災無線やメール配信

など、伝達方法の多重化を求めております。 
  本町においては、防災行政無線等が整備されておりません。 
  そこで今金町としては、今金消防署と協議の上、北朝鮮からミサイルが発射されＪ

アラートが起動した場合に限り、消防団員招集用の消防サイレン遠隔吹鳴システムを

使用して、住民及び消防団員周知のためのサイレン及び緊急放送を行うこととしまし

た。 
  このことにつきましては、総務省北海道総合通信局無線通信部に問い合わせ、あく

までも消防団員への周知という名目での使用ということで確認を取っております。 
  サイレンのパターンは毎週日曜日の正午と同じサイレンで、長さは１０秒間で１回

のみであります。 
  そのご発射された場合と落下した場合に記載された放送内容で音声を流すことと

いたしております。 
  スピーカーの設置が１２か所と限られており、町全域をカバーするものではありま

せんが、町としてはいますぐできることとして、取り組みたいと存じますので、ご理

解を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 
  皆さんの手元に２つのものが行っていると思いますが、昨日の総務厚生常任委員会

でも同じような説明をさせていただきました。 
  その中で何点かご助言をいただきました。 
  きょうも皆さんからご助言をいただいた点があればですね、改正をして印刷の上、

町民の方に回覧をしたいと思っております。 
  ます、１点目でありますけれども、緊急回覧という方の３行目です。 
  中断になりますけれども、Ｊアラートの説明をしておりますけれども、Ｊアラート

自体は自治体だけではなく、町民にも携帯電話を通じて知らされますので、最初に作

ったものは自治体のみと書いてありますので、自治体や住民にと、住民を付け加えた

のが新しいものであります。 
  それから昨日もですね、実際に効果があるかは別にして、実際、住民の方がそれを

聞いた時にどんな対処をしたら良いかというものも付け加えた方が良いんじゃない

かということで、裏面になりますけれども、新しい方は住民の皆様へのメッセージと

いうものも付け加えさせていただきました。 
  この内容については、総務省で使っているものでありますけれども、昨日はこれが

入っておりませんでしたけれども、きょう皆さんにもう１枚提示しているものの中に

は、住民の皆様へ、メッセージが流れたら直ちに以下の行動をとって下さい。 
  屋外にいる場合は、できるだけ頑丈な建物に避難して下さい。 
  近くに適当な建物が無い場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せ頭部を守って下さい。 
  屋内にいる場合はできるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動して下さい
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というものを付け加えさせていただきました。 
  それから、質問が町長からもありましたけれどもありました。 
  今金町で実際に消防の吹鳴サイレンがどのくらいカバーできるんだということで、

町長からも話があったとおり、８５パーセントは聞こえると。 
  逆にいうと１５パーセントの皆さんが不感地帯というところに位置付けがなされ

るだろうといことであります。 
  それから、もう一方、町としてはこれからも継続的にやって行こうと思っています

のは、例えば高齢者の皆さんはなかなかＪアラートだとか、それから携帯を持ってい

ない場合もありますので、老人クラブだとか色んなところも集会を通じてお知らせを

継続的に続けて行きたい。 
  それから、教育委員会を通じまして各学校、子ども達の通学等もありますし、保護

者への周知も継続的に行っていきたいと思っております。 
  現時点では、北朝鮮のミサイルへの対応ということでありますので、現実的にはそ

れで守れるのかといったら、今金町はどこに避難すれば良いんだとか、現実の問題は

ありますが、町としてはいまできる最大限の迅速な対応としては、このことを考えて

いるということでご理解をいただきたいというふうに思います。 
  以上、説明をいたしました。ご意見があればいただいて、町民回覧に付してまいり

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） ただいまの説明に対し、何かご質疑ありますか。 
  上村君。 
○１１番（上村義雄君） いまの関連でございますけれども、今金はいま言ったように

緊急用の無線での連絡システムは無いわけですけど、できる限りいまの状況で、いま

のできる範囲でやるということが理解できますし、今後これがどこまで続くかわかり

ませんけれども、ただ国を守るという部分の一つの国民を守るという意味ではそれは

理解できるし、その通りだとは思うんですけれども、海岸なんかの場合は防災無線を

通じて全部やるということになっておりますよね。 
  こういう、ようするに多岐に渡る、美利河から日進から神丘から鈴岡の方まで、豊

田からというふうな状況になる時に、今後そういうような方向性で知らせるという、

知らせる方法としての、災害も含めての中で今後どういうような観点で検討していこ

うとされているのか、そこらあたりがあれば聞かせていただきたいと思います。 
〇委員長（向井孝一君） ちょっと待って下さい。 
  町長、時間の関係がございますので、退席したあとに。 
○１１番（上村義雄君） 良いですよ。町長、次の会場に行かなければならないから。 
〇委員長（向井孝一君） 町長のあいさつにありましたように、せたな町で。 
○町長（外崎秀人君） 前段、私の方から話しまして、そのごに副町長の方から答弁を

させていただきたいと思いますけども。 
  経過の中には、いまの消防の吹鳴装置、アナログからデジタルにという時に、いま

議員がおっしゃったように行政無線にしましょうということで、一時計画を立てて議
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会にも説明をし、そういう動きをしたわけであります。 
  結果的には総務省の方にも、北海道的には良かったんですけども、総務省の方にい

ったら非常に予算の問題で、財務省がストップをかけたと。 
  担当の財務副大臣の方に私お会いして話をした経過がありますけれども、当時の状

況を踏まえれば、東日本の災害の対策という部分の中で、町長は山の方だから、海を

優先して、津波を優先した対策なもんですからごめんなさいねって言われまして、予

算が閉ざされた経過があるわけであります。 
  いま議員がおっしゃるように今後もそういうことでは常にこういう状況はあり得

るし、ミサイルだけではなく様々な災害、あるいは行政無線は色んな町でやっていま

すけども、やっぱり様々な行政の様々な情報なんかも出すということは非常に必要な

要素があるということから、そのことについては私も諦めておりませんし、何とか国

の制度に乗っかってですね、進めさせていただきたいなと。 
  当時、これも議会に話をしましたけども、総務省の担当の課長、主幹に聞きました

ら、今金みたいな要望というのは全国でいくらくらいあるのと聞いたら、８０数ヵ所

あります。 
  ８０数ヵ所も要望が上がっていて却下するのかっていう話をした経過もあります

けれども、それからしばらく時間が経っておりますので、改めてまたこの問題を議会

と相談しながら提起して行きたいなと考えております。 
〇委員長（向井孝一君） ちょっとお待ちください。 
  先程、町長のあいさつにもございましたように、せたな町で開催されます後志利別

川流域タイムライン検討会発足式対応のため町長の退席を許可します。 
  副町長、中島君。 
○副町長（中島光弘君） それでは私の方からも補足といいますか、説明をさせていた

だきたいと思いますけども、きょうの道新でも道内で２０の市町村が実際にＪアラー

トが入ってきて、自動でそのまま住民に周知をするシステムを持っていないというこ

とで、報道されました。 
  この間、いま町長からありました通り、うちの方でもまな板には乗せたことはあり

ますし、継続的に色んな方法がないかということもやっております。 
  現時点でおさえているものとしては、町内に屋外スピーカー的なもの配置をして、

全ヶ所に聞こえるようにするとなると、いまのところでは約３億かかると。 
  ただし、この３億も個別の自宅に行くものでは無いんですよね。 
  どうしてもスピーカーなもんですから、いまも多分ご存知だと思いますけれども、

消防のサイレンでしゃべる言葉というのは、なかなか難しいですよね。 
  中で静かにしていればいいですし、ちょっと窓を空けて聞いたりする方もいますか

ら、本来的な効果をいえば、やはり個別のお宅にまでシステムがちゃんとあって聞こ

えるということが必要なものですから、それを考えるともっとお金がかかる。 
  いまでいう光ケーブルを使った場合というと、町内全域でいうと１２億から１３億

がかかるというふうに言われております。 
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  うちの方としては、今後のことを考えた時に同じ様な市町村もありますし、それか

ら色んな取り組みをしているところがないかという調査もいま進めておりますので、

全く手立てをしないということではありませんし、それからもう１ついま町長が言っ

ておりましたけども、やっぱり政治的に海以外でも同じことでありますので、そうい

う意味では首長段階でも、国の関係機関にそういう話が通るように今後も町長の方に

はお願いをしてまいりたいというふうに現状ではそういう段階でありますので、よろ

しくお願いします。 
〇委員長（向井孝一君） よろしいですか。 
  徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） 緊急放送は自然災害等では使用できませんと書いているんです

けれども、これは消防法かなんかで決まっているんですか。 
〇委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 
○副町長（中島光弘君） 消防法の中で位置付けがされております。 
  それで今回も実は具体的な町、報道になっていましたので、江差町が消防無線を今

回使ったんですよ。 
  それでうちの方もその情報を聞きまして、どういう見解で使えるのか、いままでも

消防の吹鳴装置はあったわけですけども、一切できないというものがあったもんです

から、それを先程言いましたとおり確認をいたしました。 
  あくまでも緊急事態ということで、常々の災害等にあてるということはできないと

いうことになっております。 
  ただ、解釈であります。これも、消防団員への周知という解釈をしておりますので、

大型の本当に緊急的な災害が勃発した時には、私どもについては使えるという解釈を

しております。 
  ただ、要項に載せたりだとか、外部に発信をすることはまかりならんと言われてお

りますので、非常に矛盾をしているんですけどね、今回のあれもどこが団員さんへの

周知なんだという感じもありますけれども、いまそういうまだはっきりしていません

けれども、そういう隙間を通じてやっておりますが、ただこの事例が増えてくれば多

分一定の解釈なり、総務省それから消防庁いろいろありますが、もともとはＪアラー

トは内閣府から発信を全て行っていることでありますので、何らかの今後運用措置と

いいますか、そういうものが出てくるのではないかな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） いまもタイムラインをやっておりますけど、水害の場合ですと

消防団員招集のサイレンが鳴りますよね。 
そうすると避難をしなければならないって、私個人の場合ですと昭和町の町内会長

をやっているもんですから、一人暮らしの老人の皆さん方は事前に災害がきそうな場

合なんかは自主避難をさせなければならないような立場にあるもんですから、吹鳴装

置が鳴った時に緊急通報でどういう内容なのか、どの程度のものなのかっていうのを
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早めに情報として知り得たいわけなんですよね。 
ですからあんまり基準にとらわれないで消防庁あたりにもうちょっとお願いをし

て、これ手遅れが一番心配ですからね、町民の防災を考えて行く時には、この緊急放

送というのは十分、防災無線でも完備すれば別ですけれども、それまでの間は柔軟な

対応でこれを少し広く使っ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） 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。 
  私たちも弾力的に運用はしたいと考えておりますし、それからうちの町が一番災害

的に一番大きなものは利別川の水位が上がって氾濫をするというのが一番の大きな

ものかなと思いますので、勿論このためにタイムラインというものを作るんですが、

私どもがいま考えているものは色んなところで勉強をしていますけども、住民の皆さ

んが避難をして下さいということを伝えられても、１時間や２時間でできないという

過去の色んなところの情報から学んでおります。 
  最低５時間はかかると。そのくらいないと住民の皆さんが安心して避難をできない。 
  それから、例えば利別川が氾濫をするということは、大型の台風だとか、低気圧の

関係だとかということで、天気予報的な予想みたいなものがたちますので、それは１

日前、避難はもう１日前という私たちは考えを基本的に持っています。 
  その時に、夜だったら動けません。それから酷くなってから、また想定をして動け

ませんので、少なくても１日前に、もっというと天気が安定している時から動けるよ

うな、いまタイムテーブルをということを基本においております。 
  そのベースはいま町長が出席をする２町で作っているものが、まずは利別川本体の

氾濫に対するマニュアル作りをしますので、それを受けてうちの町は作ろうと思って

いますが、もう１つ大切なのは、言われているのは住民の皆さんへの色んな意識啓発

だと思うんですよね。 
  やっぱりいままで、色んな災害で判断が首長が遅れたというのは空振りが嫌なんで

すよね。 
  大型に避難をさせて、色んな経費をかけて結局なにも無かったということが非常に

いままでの時代はありました。 
  ただ、いまは国民の皆さんもそういう意識があるのは、何もなくて良かったと。 
  一応事前に避難をしたんだけども、大きなことが無かったといういま考え方に少し

い移行しておりますので、そういう意識啓発も同時にしておかないと流した時にそれ

は大丈夫だという話に繋がってしまったりということも良くありませんし、それから

先程言われていた独居老人の皆さんへの色んな対応というのは、いろいろいま資料収

集していますけども、結局実際起きると先進のところとか、色んな災害のあったとこ

ろというのはやっぱり一番力になっているのは消防団員の皆さんプラス自治会の皆

さんなんですよ。 
  役所の人達って災害の避難場所だとか色んなところには動けるんですが、どこの場

合も私どももいろいろ勉強をして聞いているのは、職員が足りなくなるんですよ、結
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局は。 
  それから良く言われるのは、フリーに動ける人を１０人から２０人役場に置いてお

けと必ず言われるんですよね。 
  全員出てしまうと何もできなくなる。色んないままでも教訓があちこちから聞いて

おりますので、そういう全てのものをきちんと網羅をしたり、それから町内会長さん

が、自治会長さんが１軒１軒確認をして歩くというのは凄く大変です。 
  それで独居老人である程度自由の利く人達というのは、例えばそのお宅から避難を

ちゃんとしていますよという場合につきましては、決められたものを掲示をしていく

と。 
  そうするとそれを見れば確認をしなくても良いという場合があったり、それからそ

の時に元気でいますよという掲示物の方法があったりということで、教訓を受けてい

るところというのは色んないま工夫をしているわけで、私たちもいまそういうものを

いろいろ勉強しながら、参考にしながらやっていきたいですし、その動きが住民の皆

さんに周知されていないと全く意味がないことですから、そういうことも自治会町内

会長さんを通じて、いまやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 
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、ありがとうございました。 
  実は、きょうのタイムラインの案内というのが、私ども町内会長ところには随分早

くに来ていたんですよね。 
  それで事務局には何とか向こうにも出たいので委員会をずらすことはできないか

ということをお願いしたんですけれども、告示行為の関係があるからできないという

ことで、本委員会は本会議主義をとっていますから町長が出ることは良いでしょうけ

れども、私は何で北檜山なんだと、開催場所が。 
  そういうような思いも持っているもんですから、これからタイムラインができて住

民への説明会というものを当然開かれると思いますので、今後そういう場合は是非地

元で開催できるように、それぞれの町村によっては違うと思うんですよね。 
  水害の場合でも、瀬棚なんかは満ち潮の時と引き潮の時と随分水位によって水の出

るあれが違いますからね。 
  今金とはまた別ですから、ですから今金は今金のここの樋門で警戒水位というもの

もあるわけですから、その辺のところをタイムラインでどういうのができてくるかわ

かりませんけれども、住民に対する説明会は是非地元で開催できるようにお取り計ら

いをお願いしておきます。これは答弁いりません。 
〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 
 
    ◎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。 
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  ９月定例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）  それでは説明を申し上げます。 
  ９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１９件であります。 
  その内訳につきましては、諮問案件が２件で諮問第１号、第２号とも人権擁護委員

候補者の推薦についてであります。 

  規約の変更案件が３件であります。 
議案第１号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。 
議案第２号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について。 
議案第３号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてであります。 

  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６件であります。 

  議案第４号、一般会計補正予算（第６号）。 

議案第５号、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第２号）。 

議案第６号、後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

議案第７号、介護保険特別会計補正予算（第２号）。 

議案第８号、国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第２号）。 

議案第９号、公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）であります。 

地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項等の規定により、

平成２８年度の各会計の決算認定をお願いするのもが、一般会計をはじめとして８件

であります。 

認定第１号、平成２８年度今金町一般会計歳入歳出決算。 

認定第２号、平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算。 

認定第３号、平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。 

認定第４号、平成２８年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算。 

認定第５号、平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算。 

認定第６号、平成２８年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算。 

認定第７号、平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算。 

認定第８号、平成２８年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算。 

以上合計で１９件であります。 

それでは今年度各会計の補正予算及び平成２８年度の決算認定に関わるものを除

きまして、諮問案件以下議案の提案理由を申し上げます。 

諮問第１号及び諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦につきましては、平成２９

年１２月３１日をもって任期満了となる、同委員の後任候補者の推薦について、人権

擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるものであります。 

議案第１号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。 

議案第２号、北海道市町村総合事務組合規約の変更について。 
議案第３号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての３議案につきま

しては同趣旨で、平成２９年６月１日付け、西胆振消防組合が西胆振行政事務組合に
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名称変更し、また、平成２９年８月１日付けで江差町ほか２町学校給食組合が江差

町・上ノ国町学校給食組合に名称変更することに伴い、地方自治法第２８６条第１項

の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものであります。 

以上提案理由を申し上げました。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。 
  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。 
  副町長、中島君。 
○副町長（中島光弘君） 前段でお願いでございますが、本常任委員会所管のまちひと

交流課のクアプラザピリカスキー場関係の補正予算につきまして、合同委員会で説明

を申し上げたく省略をさせていただきますので、ご配所方賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 
〇委員長（向井孝一君） ただいま、副町長より申し出のありました案件は合同委員会

での説明を予定しておりますので、本常任委員会での説明を省略することにご異議ご

ざいませんか。 
（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（向井孝一君） ご異議が無いので、副町長より申し出のありました案件につ

きましては、本委員会での説明を省略することといたします。 
  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、説明事項について１件、報告事項について５件説明いたします。 
  説明につきましては、中里課長補佐の方から説明があります。 
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） ２ページの産業基盤災害復旧支援事業の補助金、当初予算１，

０００万で半分の５００万しか使われていないで、５００万が今回戻る形になるんで

すけれども、試算の段階で当初ハウスは３０棟、それから倉庫等については３棟とい

う試算をしていたんですけども、確定したということなので確定した内容をお知らせ

下さい。 
〇委員長（向井孝一君） 農林振興課長、川平君。 
〇農林振興課長（川平秀明君） 現在、実績につきましてお答えしたいと思います。 
  まず施設につきまして、施設と設備という大きく分けておりますが、施設について

は４件であります。 
  農家の戸数でいいますと４件ということになります。 



- 15 - 

 

  内容につきましては、シャッターが１件、それから屋根が３件であります。 
  それから、設備につきましては全部で７件ありますけども、全て施設用のハウスで

あります。 
〇委員長（向井孝一君） 村上君。 
○８番（村上忠弘君） ハウスが７件と言うんだけども、棟数にして何棟なんですか。 
〇委員長（向井孝一君） 農林振興課長、川平君。 
〇農林振興課長（川平秀明君） いま棟数で調べますので、少々お時間をお願いいたし

ます。 
〇委員長（向井孝一君） 他に質疑ありませんか。 
  上村君。 
○１１番（上村義雄君） １２ページの有害鳥獣駆除の実績が出ているわけですけれど

も、昨年から見るとヒグマの駆除がかなり減っています。 
  要するにヒグマの出没する件数は増えていても減ってはいないというふうに私は

認識しているわけですけれども、それの捕獲頭数が少なくなっている。 
  昨年は１１頭で今年は現在３頭と言いましたね。６頭になった。 
  頭数が減っているわけでは無くて、中々捕獲されないでいるという状況があるのだ

ろうというふうに思うんです。 
  一番今後、他の町村で電牧の助成をしれとか、またそういう箱わなをもっと増やせ

とかというような、他の町村でも色んな有害鳥獣の対策に苦慮しているわけですけれ

ども、私は一番感じられるのは、要するにハンターが高齢化になっているという。 
  その高齢化になっているハンターで見回りをしてくれと言ってもなかなか無理が

あるだろうという。 
  ここでも見回りの時間で、これはまだ増えているのかもしらんけども、今年の２５

０時間を経過している。 
  昨年は４００時間近くの見回りをしてくれている。 
  そういう状況の中で、要するに農林振興課でもってそういう農業被害に対して、今

後駆除をいかにスムーズにいけれるようにするかとか。 
  それから、農業被害を少なくするためのハンターを増やす手立てを考えているのか

どうなのか。 
  またこれは質問でなくなりますけれども、できれば私は役場の職員の中で、若い人

方でできればそのハンターの狩猟免許の取得をしていただいて、いざそう言う時には

その見回りにも回ってもらえるというような形を取ることが、この捕獲を維持し、そ

して人身被害がおきたら大変なことですから、そういうことの無いように手立てがあ

れば、また今後どのように進めて行こうとされているのかお聞きしたいと思います。 
〇委員長（向井孝一君） 農林振興課長、川平君。 
〇農林振興課長（川平秀明君） 熊の捕獲につきましては、いろいろ罠ですとか、ハン

ターを要請いたしまして、銃で捕獲するだとか、努力はしているんですけれども、そ

の時その時によりまして、掛かりやすい熊と言いますか、そういうものが段々減って
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きたのかなと。 
  罠に入りにくくなってきたのかなというような傾向があります。 
  ただ、ハンターの方も努力をしていただいて、先程言いましたが今月になってから

３頭程捕獲したという実績にはなっております。 
  それと先程言いました、ハンターの要請につきましては２年前くらいから若干新規

者の対応ということで、町から新規の場合は１０万の補助ですとか、それ以外の方に

つきましてもハンターとしての登録税ですとか、登録免許の更新だとか、そういうこ

とで間接的に補助をしながら、何とかやりやすい環境ということで、整えるような形

を、支援するような形を取っております。 
  それによりまして、昨年２０代の方が２名ですとか、若干若い方が入ってきている

というのは事実であります。 
  ですから、今後も若干増えて行けば良いなと思うことと、それと以前も若い方がい

たんですけども、なかなか上手く行かなくて途中で辞められてしまう方もいるもんで

すから、今度はそういうことが無いように、ハンターの先輩方といろいろ協力をしな

がら、そういう人を育てて行くよな形をお願いしながら何とかやってきてもらってい

るというのが実情であります。 
  ですからこれにつきましては、若い育成については何とか色んな人に声を掛けなが

ら、自分の農地は自分で守るんだよっていう基本もありますので、声掛けをしていき

たいというふうに考えております。 
〇委員長（向井孝一君） 副町長、中島君 
○副町長（中島光弘君） 今段階で、色んな努力なり助成制度をもったりして取り組ん

でいる実態についてはいま、課長の方からお話をしました。 
  それから、いま説明があった通り、若い免許を取得される方も若干出てきておりま

す。 
  いま委員がおっしゃいました町職員の部分については、まだ正式に対応したことは

ありません。 
  都度都度そういうご意見を聞いているわけであります。 
  それでこの状況が続くとすれば、一度意向は聞いてみたいなと思っています。 
  なかなか命令でやれということにもなりませんので、いま色んな、例えば施設計画

を作ったりだとか、色んなことをする時に若い職員も含めて、色んなアンケートをや

ったり、色んな取り組みをしております。 
  それから、ドローンなんかも職員の有志を集って、希望者に受講させて免許を取ら

せたりということを徐々に進めておりますので、組合ともちょっと話をしていただい

て、まずは希望を、やってみようかなという職員がいるかいないか。 
  それから、本当に今後を考えた時に町職員として対応が必要になってくるかどうか

というあたり、そろそろ踏み込んでやりたいなというふうに思っておりますので、ご

理解をお願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 上村君。 
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○１１番（上村義雄君） いま課長の説明で若い人が狩猟免許を取られた方がいる。 
  なかなか狩猟免許を取ったとしても、それを維持するのがなかなか難しいんですよ

ね。 
  猟友会の会費だとかもあるでしょうけれども、そればっかりではなくて、色んな年

間の検査等も、要するに警察等のあれがあるわけで、そういったところの弾と猟銃と

の保管のあれをきちんとされているかどうかとうも、なかなか厳しい状況があるので、

そこらあたりの若い人方にももっとサポートをしていく、折角免許を取られた方をサ

ポートしていけるような形も一つ検討していただきたいなと。 
  そして、行政職の職員の中でそういう本当に狩猟免許を取って、今後のやはり農業

の町の農業の部分が結構おっかないというか、私のところにも米を食べに毎年来てい

ます。 
  ですから、私は毎朝毎晩、爆竹を鳴らしロケット花火やラジオをつけてという自衛

の守りはやっているわけですけれども、しかしなかなか奥地の中に入って行くという

ことになれば、危険度も増しますので、やはりそういうその狩猟の免許を持っている

人を増やすという、若い人を増やすということがやはり今後の将来に向けて大事なこ

とだなというふうに考えますので、いま副町長、課長がいったことより進めて、本腰

を入れてやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
〇委員長（向井孝一君） それでは先程の保留した質疑に対して。 
  農林振興課長、川平君。 
○農林振興課長（川平秀明君） 先程、保留といたしましたハウスの関係であります。 
  棟数で言いますと、農家の件数では７件だったんですけれども、棟数で言いますと

１３棟ありました。 
  内訳につきましては、トマトのハウスが３棟、それから稲の育苗ハウスが１０棟と

いうことになっております。 
〇委員長（向井孝一君） 村上君。 
○８番（村上忠弘君） 要するに最初３０棟被害があるんじゃないかといったものが最

終的には、これは自主的な申告の中での１３棟という形なんですよね。 
  これは現状復帰されたものなんですか、これは最終的には。 
  これからもまだ建て直すんだよという人を含めてなのか、その辺。 
〇委員長（向井孝一君） 農林振興課長、川平君。 
○農林振興課長（川平秀明君） 先程言いました７件のうち、３件ほどまだ完了してい

ないところであります。 
  実際に現地が終わっても完了届が出てきていないという場合がありますので、確認

不足のところもあるかもしれませんけれども、いまのところうちで把握しているのは

３件ほど終わっていないというとことです。 
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、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。 
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  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、また報告事項として２件ご説明申し上

げます。 
  説明につきましては室次長、伊藤よりご説明申し上げます。 
  よろしくお願いします。 
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。 
  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） １ページの送電線に係る部分で負担金、これ自己負担分という

ことなんですけども、これは地元負担分ということは６．７の部分なんですか。 
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） 村上委員、おっしゃる通り地元の負担分６．

７パーセント相当分でございます。 
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。 

それでは農業委員会から、報告事項１件を報告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。 

以上で、農業委員会の質疑を終わります。 
暫時休憩をいたします。この時計で３時まで。 
 

休憩 １４：４６ 
開議 １４：５８ 

 
〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

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） ご苦労様です。 
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  産業教育常任委員会の資料といたしまして、皆様に配布しております説明事項に

つきまして１件であります。 
  一般会計補正予算（第６号）の概要でございます。 
  冒頭、副町長の方から提案がありました予算については、一部予算については合

同委員会の説明となりますが、合同委員会の説明も含めて予算額及び内容のみの全

体を通しての説明をいたします。 
  詳しい資料につきましては、合同委員会の方で説明をいたしますが、概略につい

ては課長補佐の方で説明させますので、よろしくお願いします。 
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） まちひと交流課長、山田君。 
○まちひと交流課長（山田 薫君） ただいま、予算概要含めまして説明をいたしま

したところですが、２ページの観光費の予算につきましては、安全性を第一にキャ

ットのレンタル事業者と電話等でゲレンデの状況など理解をいただきながら協議を

重ね予算を積算したところでありますが、やはり我々行政としても安全性の確保の

観点や事業者としても車両の確保や整備の前に現地確認が必要と判断し、昨日、長

野県の事業者ではありますが、今金町に来町いただき、副町長、我ら所管課、スキ

ー関係者の動向のもと、現地確認をしたところであります。 
  その際、事業者からは総合的には運行には支障が無いと判断されましたが、一部

の運行箇所について、より安全性を高めるためのご意見、またご助言もいただいた

ことから、今回予算提案をしております内容について若干の変更等が生じる場合も

想定されますので、よろしくお願いいたします。 
  また、スノーキャットに関する予算の詳細、また、事業者からのご意見、ご助言

等の内容につきましては、今後開催予定の合同委員会にてご説明をさせていただき

ますので、併せてよろしくお願いいたします。 
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。 
  村上君。 
○８番（村上忠弘君） 圧雪車の修理、修繕、これは現地でやれるんですか。 
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） このような大規模な修繕でございますので、現

地で修理、整備は不可能ということなので、事業者の車庫において、運んできまし

て町内の事業者の車庫において整備をする予定となっております。 
〇委員長（向井孝一君） 村上君。 
○８番（村上忠弘君） これは見積を取った段階で２８０何万ということなんですよ

ね。 
  以前聞いた時には４００万位かかるとかって言っていたんですけど、今回足回り

の部分だけで終わるということですよね。 
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  前にもエンジンも一部何か具合が良くないんだとかっていう話も聞いていたんで

すけど、エンジンの方は大丈夫。 
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。 
  エンジンの方は特段現在において問題はないというふうに判断されております。 
  今回の修繕内容につきましては、修理に関して２１８万円、その他の５１万８千

円は基本的なメンテナンスの修理費というふうになっておりますので、合計で２６

９万８千円ということになっております。 
  多額の修理費の関係は先程、課長補佐よりありました写真を掲示しております減

速機及びキャタピラー部分が主なものでありますので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 
  上村君。 
○１１番（上村義雄君） 参考資料のスキー場ゲレンデ利活用計画策定業務について

という、１２ページのあれですけども、これは今後の目的のためにそういう調査を

し、計画を立てるというようなことが書かれていて、最終的に報告会があるという

ふうな。 
  それから、業務の条件だとか、成果品だとか、これはどこに委託をして調査、策

定業務をするのか、まずそこを知りたいです。 
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） 予算を可決いただいたのちに指名委員会等々の

手続きを経て業者が選定されると思いますが、いま現段階で見積もりをいただいて

いる事業者からこういう内容でどうですかと提案を受けた内容でございます。 
  これは美利河の索道の色んなメンテナンスを行った下請けの事業者が、そういっ

た計画づくり、今後の全体を含めた環境の整備等も含めた計画づくりもやっている

実績のある事業者でございますので、そちらの方から今回見積書と仕様書をいただ

いたということでご理解をいただきたいと思います。 
〇委員長（向井孝一君） 上村君。 
○１１番（上村義雄君） 現在、いままでのあそこでメンテナンスをやった下請けの

業者なのか、それともそこで提案があったという形で委託をかける、計画を策定す

る委託をかけるのは当然役場、まちひと交流課の中でもって委託をかけるというこ

とになるんだろうというふうに思うんですけれども、具体的に成果品って何なんで

すか。 
  私たちにはちょっと認識の中ではちょっと理解ができない部分がありますので、

そこらあたり具体的に。 
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） 冒頭、町長の方からも説明が通り、これからゲ

レンデを活用するにスキーだけで誘客ですとか、美利河全体を含めた活性化という

のは図れないということもありますので、冬以外のゲレンデを活用する夏場、グリ
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ーンシーズンも含めた何か事業展開ができないだろうか、そういうものも私達の思

いもありましたので、私どもも素人でありますので、そういった事業者から色んな

ご提案をいただきそれを全て採用するとは限りませんけれども、そこから１つでも

２つでも町が多額な投資をかけずに、この環境整備ができれば、これからの美利河

地区全体の活性化が図られるという思いで計画書を策定していただくということで

あります。 
  計画書の内容につきましては、いろいろなアクティビティーですとか、冬もそう

ですけども夏のアクティビティーを含めた事業展開をするにはこうした展開もあり

ます、このようなやり方もありますといった詳しい内容を計画書に盛り込んでいた

だいて、その計画書ができて、それから議会の皆様や庁舎内、また、スキー団体や

それに関連する団体にご意見をいただいて、どの計画を遂行して良いかというたた

き台がひつようになりますので、今回たたき台として今回計画書を策定するという

ことになっておりますので、よろしくお願いいたします。 
○１１番（上村義雄君） 成果品というのは。計画書、それぞれ作ったものがその成

果品という捉え方で良いですか。 
○まちひと交流課長（山田 薫君） その通りでございます。 
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、以上で、まちひと交流課の質疑を終わります。 
  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２件と報告事項２件についてであります。 
  説明事項につきましては、小西補佐から、報告事項につきましては由浅補佐から

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。 
  質疑ありませんか。 
  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） 本日はご苦労さまでございます。 
  教育長報告を申し上げたいと思います。 
  １点目のコミュニティースクールスタートについてでありますが、８月１日種川小
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学校に関係の皆さんが集まり学校の経営方針を承認するとともに、種川小学校のコミ

ュニティースクールのスタイルを確認したところであります。 
  新たな取り組みをするものではなく、いままでの種川小学校が取り組んできたもの

を教育課程の中にしっかりと位置づけ、地域の皆さんに何をしているかが見える取り

組みを目指してまいりたいと存じます。 
  記載しております３点、これが期待される成果と考え実践してまいります。 
  ２点目ですが、小学校で３１年度から使用する特別な教科、道徳の教科書について

７月に管内の選定作業が終了、８月上旬の第３回教育委員会協議会にて採択すべき教

科書が決定しております。 
  そのご、各町の教育委員会において決定されたものです。 
  道徳の教科用図書、発行者は８社、内容の構成や分量、使用上の入り点等について

調査研究をし、その中から１社を選定しております。 
  ３点目、今金高等養護学校の間口について報告をいたします。 
  先日、道教委より３１年度特別支援学校に係る間口について、道南圏域について２

学級相当の間口の確保を検討、北海道綾北高校の空き教室を利用、また２学級相当の

間口の機能移転を検討ということで、函館五稜郭支援学校、これは２間口ございます

けれども、その機能を函館綾北高校の空き地に移転、３１年度の入学者から実施する

旨、発表があったところでございます。 
  これまでも議員の皆さんにご報告してきましたように、７月２７日に寄宿舎のニー

ズを強調し、今金町に１間口増のお願いをしてきたところです。 
  ９月１日でありますけれども、特別支援課の担当局長が来町、町長、副町長、私が

同席、３１年道南圏の間口について説明がございました。 
  また、これまでの今金町が取り組んできた内容について、後押しができなかったこ

とについても話がございました。 
  なお、間口増の要請活動につきましては、今後継続して取り組んで行くことをご報

告申し上げます。 
  ４点目は、国際交流事業についてであります。 
  ニュージーランド中学生派遣事業につきましては、１５名参加、全員貴重な体験を

お土産に無事帰町しております。 
  また、国際交流の夏のつどいについても、留学生３名が参加、今金町の自然、今金

町の人の温かさに触れた思い出を胸に今金をあとにしております。 
  そのほかでありますけれども、ピリカふれあいマラソンにつきましては、１４０名

近い皆さんの参加をいただき、また、ドリームバスツアーも募集数満杯の大盛況、貴

重な体験を土産にしております。 
  毎年、継続の参加者がいるなど、リピーターの多さがこの事業の成果を物語ってい

るかと思います。 
  万作の会によります能楽講演は小学生から養護学校の学生まで、そして一般の方と

たくさんの皆さんに能楽の楽しさを堪能していただいております。 
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  ９月２２日から２８日まで、今金町１２０周年記念事業として、町民センターにお

きまして、移動美術展を開会いたします。 
  折角の機会でございます。議員の皆様、町民の皆様に足を運んでいただけたらと思

っております。 
  以上、私からの報告とさせていただきます。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。 
  教育委員会の方からは、資料二つお出ししております。 

常任委員会資料と別冊という資料と二つ提出しておりますが、まず教育委員会資料

となっているものの説明事項それから報告事項につきましては、給食センター所管部

分を含めて宮崎次長から説明をさせていただき、別冊の総合体育館の関係の資料につ

きましては、その後段に私の方からご説明を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） 教育委員会事務局次長、宮崎君。 
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。 
  上村君。 
○１１番（上村義雄君） 新たにテレビのデジタル受信が障害があるという、これは協

会の方からの資料が出た結果をいまお知らせいただいたんだというふうに思います

けれども、これによってこれは今後のあれしなければまた実際にどれだけあれだかと

いうのは今後でないと分からないことだろうというふうに想定するわけであります

けれども、いまの段階でこの体育館によってこのデジタルが障害を受けるという過程

が何戸くらいあるのか。 
  これでは、グリーンの斜線、バツ印のとこの流れがあるわけですけれども、件数に

してどれくらいあるんですか。 
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） 実際的にいま想定しているエリアについては、

戸数までカウントしているものがありません。 
  手元に無いもんですから、目安的な戸数は把握しているものはあるんですけれども、

いま手元に資料を持ってこなかったものですから、後程お答えしたいと思っておりま

すので、ご理解をいただければと思います。 
〇委員長（向井孝一君） 他に質疑ありませんか。 
  暫時休憩いたします。 
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休憩 １５：４３ 
開議 １５：４５ 

 
〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 
  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） 大変失礼を申し上げました。 
  いま仮の想定でありますので、これから再調査をして更に戸数が増える可能性はあ

りますけれども、現在この程度という押さえをしているのが、共同住宅も１戸と数え

てでありますけれども、４２戸が想定の範囲に入っているということで、ご理解いた

だきたいと思います。 
〇委員長（向井孝一君） よろしいですか。 
  他にございませんか。 
  無いようですので、以上で、教育委員会の質疑を終わります。 
  以上で、各課からの説明が終わりました。 
  全体を通して、委員の皆さんから何かございませんか。 

  無いようですので、それでは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すか。 

  次に理事者からございますか。 

  副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 冒頭、お願いを申し上げましたけれども、まちひと交流課所

管であります、クアプラザピリカスキー場関係の予算につきまして、合同委員会案件

としてご配意慮いただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

〇委員長（向井孝一君） ただいま、副町長から説明がありました、合同委員会で説明

が必要な案件は、ピリカスキー場関係の補正予算です。 
  この件について、議会運営委員会に合同委員会開催の申し入れをいたしたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 
（「異議なし」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。 

  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。 

  退席をお願いします。 

   暫時休憩をいたします。 

 

休憩 １５時４７分 

開議 １５時５０分 

 

○委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 
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    ◎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年度所管事務調査についてを議題といた

します。 

  内容については、局長より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） 座って説明をさせていただきます。 

今年の所管事務調査につきましては、７月２６日に現地調査、２７日に事務調査１

回目のまとめを行ったところでございます。 

その時に、議員の皆様からいただいた意見をもとに正副委員長と事務局で協議し、

今回配布しております素案を作成いたしました。 

素案につきましては、佐藤係長に朗読説明をいたさせます。 

〇委員長（向井孝一君） 事務局係長、佐藤君。 

○事務局係長（佐藤直樹君） （事務局係長朗読説明、記載省略） 

〇委員長（向井孝一君） 以上で説明が終わりました。 

  皆さんの方から、まだ足りない部分がありましたらご意見として出していただけれ

ばと思います。ありませんか。 

  この報告については１２月定例ですので、例えば来てほしくない台風等の被害があ

ったら、また若干変わる可能性もありますので。 

  暫時休憩します。 

休憩 １６：０３ 

開議 １６：０７ 

 

○委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  素案につきましては、このままの形で皆さんの方から後程何かありましたら出して

いただきたいと思います。 

  それでは最後の議題に入ります。 

  その他を議題といたします。 

  暫時休憩いたします。 

休憩 １６：０８ 

開議 １６：０８ 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  次に、道内行政視察についてを議題といたします。 

  視察内容につきましては、局長に説明いたさせます。 

  局長、成田君。 

○事務局長（成田光康君） それでは座って説明させていただきます。 

  正副委員長及び事務局に委任されました道内行政視察の詳細についてお知らせし
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たいと思います。 

  お手元に配布しました、行政視察企画書及び各資料をご覧いただきたいと思います。 

  （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。 

  ありませんか。 

○８番（村上忠弘君） 委員長、農林振興課だとか、国営の人方の同行というのは。 

〇委員長（向井孝一君） 議運の終わったあとに理事者が許可してもらえれば要請した

いと思っています。 

○８番（村上忠弘君） 議運が終わってから。 

〇委員長（向井孝一君） はい。暫時休憩いたします。 

 

休憩 １６：１３ 

開議 １６：２０ 

   

○委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議します。 

  道内の行政視察については、先程の皆さんのご意見もありましたのでそのように進

めて行きたいと思います。 

  それでは最後の議題に移ります。 

  その他を議題といたします。 

  議員の皆様から何かございませんか。 

 

   ◎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２０分 
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