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平成２９年２月 第５回これからの防災と財政を考える調査特別委員会 
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開議 １３時３０分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（川上絹子君） きょうは朝から会議が始まりまして、ご苦労様です。 

これから定刻になりましたので、第５回特別委員会を開催したいと思います。 

 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） ただいまの出席委員は１１名で、定足数に達しておりますの

で、第５回これからの防災と財政を考える調査特別委員会を開会いたします。 

 

  これより議事に入ります。 

  始めに、議件１、委員会調査報告に係る意見集約についてを議題といたします。 

  本委員会では、昨年１２月に開催いたしました議員研修会（財政編）及び、本年１

月に開催いたしました防災講演会（地震編）による研修活動も終え、議員の皆様も様々

な意見をお持ちと思います。本委員会は昨年６月に設置され、本日５回目の委員会と

なりますので、委員会調査報告に向けた意見集約を行いますので、委員の皆様の忌憚

のないご意見をよろしくお願いいたします。なお、本委員会の範囲が多岐に渡ること

から、２本柱の防災と財政に分けて、それぞれ意見をいただきたいと思います。始め

に防災について意見をいただきたいと思います。課題なども結構ですのでよろしくお

願いいたします。防災計画、タイムライン、公共施設等総合管理計画など公共施設や

民間住宅の耐震診断、耐震化対策など気の付いたことがありましたら、お願いいたし

ます。防災については先日の講演会がありました高橋先生の資料を参考に、何か気の

付いたことがあったら意見を述べて下さい。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 先日行われた防災の感想からでも良いですか。意見をと言っ

ても中々意見も出てこなければ、まず、誰かが口火を切って感想からでも進めて行け

ば、話の切っ掛けにできるかなと思うんですけれども。それでもよろしいですか。 

○委員長（川上絹子君） よろしくお願いします。 

○１１番（上村義雄君） 黒松内断層があるという話は、防災の中で地震の方をやると

いう時で、今回初めて知りました。その黒松内断層があるということ。そして、高橋

先生の講演の中で、その地下に斜めに入っている根っこの方は今金まで来ているんだ

よという話をされていました。それと、この黒松内断層というのは４千年周期だとい

う話、全然、数字的には私には分からないような数字ですけれども、しかし、その４

千年のあれが危険度から言ったらＳって言いましたか、その４千年の周期の部分で危

険な地帯になっている。Ｓ地域だっていう話を聞きました。そういう面では、九州の

熊本の震災、何か月にも渡る地震の余震による、そういうところも考えれば本当に災

害というのはいつどこでどういう形で出てくるか分からないんだなということを、こ

の高橋先生の講演の話を聞いて、しかも危険度でいくとＳだという話を聞きました。
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他人事、他の地域のことではないんだなというような率直な感想を持って、今回のそ

の講演の部分で勉強をさせてもらいました。まず、感想からです。以上です。 

○委員長（川上絹子君） 小川君。 

○２番（小川ひとみ君） 防災の方で、最後に先生がおっしゃったことが印象的だった

んですけれども、まず身近なところからそれぞれが考えて行こうということで、家具

の転倒防止ですとか、火を消すとかということを、やっぱりこういうことを改めて、

町民の皆さんに自覚してもらうというか、確認してもらうための啓蒙活動をしていか

なければならないのかなと。ただただ、怖いんだよということではなくて、自分達の

できることから準備していきましょうねっていう啓蒙活動をしていくのが、やってい

かなければならないし、また、行政としてもきちんとしたタイムラインに沿ったマニ

ュアルというものもあるんですけれども、それをやっぱりありますよとか、あと自治

会を利用するのであれば自治会の人達とのそういう連携という部分も、毎年１回見直

すとか何かそういう方法論を１つやっていって、恐れるのではなくて、こういう準備

をしていけば怖くないんだよということを、皆さんに認識してもらえるような、何か

そんな活動に役立てるような動きができれば良いなと思いました。 

○委員長（川上絹子君） はい、ありがとうございます。 

  他に小川委員の言うような感想でも良いですし、この先こうしてったら良いなとい

う考えがありましたら意見を出して下さい。災害に備えて、災害が起こると、そこそ

この生活も破滅するし、私有財産全てが失うようなことがあってはならないので、そ

の為の準備をしていく。小川さんの言うように、怖がらずにそのための備えをしてい

くという考え方もあると思います。また、その他に誰か意見がありましたらお願いい

たします。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） 今回、防災と財政を考える特別委員会が作られた経緯、それは

前回、体育館・図書館の部分で、一応、耐震診断の結果だとか、そういったものも含

めた中で、これから公共施設の建て替えだとかそういったものについての部分で、体

育館・図書館の部分で、これからの財政運営だとか、そこが不安要素としてあるとい

うことで、そののち、財政を含めた中で、これから特別委員会の中でもう少し自ら勉

強しながら、議員自ら勉強しながら、そういったものに対して取り組もうという部分

でできた特別委員会だというふうに私は思っております。今回、２名の専門家から防

災と財政含めた中で聞いた中では、防災はきちんとそれなりの耐震診断だとかそうい

うものをとっておきながら、それなりの備えをしておくべきだと。財政については、

一か所に大きなウエイトがかかるようなお金の使い方っていうのは、これから人口減

だとかそういったものに対して、先を見ながら身の丈にあったやり方をすることが必

要だよというふうに教えられたと、そういうふうに私は思っているんです。これから

先、議会として町側の色んなこれからの部分で提案される部分について、きちんと議

会として自ら得た知識を少し反映させられるような、この特別委員会としての意義を

出して行きたいなというふうに思っております。そういったことで、財政だとか防災
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だとかって、これ別に考えなくてもひっくるめた中で、皆さんに意見を出してもらい

たいなというふうに思う訳です。そういうふうに委員長、取り計らって下さい。 

○委員長（川上絹子君） そう思ったんですけれども、防災に関しての意見をある程度

切り離して、一応、言って意見をもらいまして、あとから財政の方にも関わってくる

ことなので、そちらの方も含めてっていう形になると思いますけれども、最初には防

災の面をちょっと振り分けた方が意見が出やすいかなと思って、そういう進め方をし

たんですけれども。両方にまたがってこそ構わないけど、いまは防災の方をちょっと

メインとして意見をして、最終的には両方含めた中での皆での話し合いをしていきた

いと思います。 

  加藤君。 

○３番（加藤三明君） １月にああいう機会を設けていただきまして、ありがとうござ

いました。あの話を聞いた中では、聞いた方はそれなりにこういうことがあるのかな

という思いはありますけれども、我々の立場から、町民の皆さんに具体的に、じゃあ、

いま現在でどうしなければならないか、中々説得するということは難しいと思うんで

すよ。ですから、ああいう機会を、機会があれば町民の皆さんに幅広く話を聞いてい

ただいて、やっぱり個々の認識を持ってもらうということが一番かなと。じゃあ、あ

の話だけでどうしたら良い、こうしたら良いってことを、私としてはちょっと町民の

皆さんに理解を得るような説明ができないかなというふうに思いましたけれども、そ

んなようなことでやっぱり、町民に周知徹底をして、各々の立場で考えてもらうとい

うようなことで、機会がありましたら勿論、町が行政側がどうするというようなこと

はありますけれども、おそらく地区ごとで防災についても話し合いはできているんで

すよね。じゃあ、何をしなければ駄目だといったら、中々それ以上が進まないという

のが現状なんです。ですからそのようなことで、いま時点でどうするこうするという

のは、私としてはちょっと難しいかなと。機会を見て、先程から言うように、話を聞

いてもらう場を多くして、認識をしてもらうことが、一番良いのかなというように思

っています。 

○委員長（川上絹子君） 加藤さんの意見のように、いまから認識を持ってもらうとい

うことで、いまから考えていっても、まだ先のことっていう形の捉え方も１つあると

いうことで。余談ですが、前に熊本の地震があった時に、その１０日位前に熊本に行

くことがあったんです。その時にお城、熊本城を見た時に石垣がちょっと膨らんでい

て、地震がきたら壊れないんでしょうかという質問をした時に、ここは地震がないと

ころなんだっていう説明を受けて、絶対地震がないから石垣が崩れることはあり得な

いって断言されて、帰ってきて１０日後に熊本の地震だったってことで、そういうこ

ともあるんだなということ、絶対おきないとは断言できない。それに対する備えとい

うか、そういう準備の仕方を考えていくことも絶対大事だなと思うんです。あと、今

金の場合は空き家がたくさんありますので、そういう空き家の対策も考えていかなけ

ればならないし、あと橋が中途半端な状態になっているのと、田代橋がだいぶ老朽化

してきている、そういう問題もたくさんありますし、自分たちがその時にどう判断を
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するかというのは、常日頃のみんなの話し合いで幾らかはとっさの時に参考になるか

なと思いますので、何かの意見があったら、もっと出していただきたいと思います。 

  山崎君ありませんか。 

○１０番（山崎 仁君） 防災と財政ということで、防災を考えてみた時に、今金町防

災計画の中では、地震については特殊災害ということで、注意は払っているようです

けれども、他の水防等に比べると記述も少ない状態であります。対応については、町

内住宅密集地の不燃だとか、そういうものを進めるようにということで位置付けされ、

また、今金の場合には年に１回だと思うんですけれども、防災会議を開催しながら見

直しをしているということでは、それなりに対応はされているんだろうなというふう

に思っています。しかし、先日の講演会を聞いて、高橋先生の話、あまり脅かしすぎ

たかなと、でも注意して下さいねっていうことだったんだけども、まず地震が起きる、

黒松内断層であれば震度が７．３、熊本、阪神淡路と同じ大きさが想定される。発生

確率がＳで最高ランクだと。それから地震の経過率というのが活動間隔を超えている

ということ。更に言うと、水害や火災より高い確率だっていうことを示されました。

結局は、まとめとして今金でも地震の可能性はある。黒松内断層が町内の地下に滑り

込んでいる。耐震性の低い建物は損壊、公共施設の耐震化を。住宅の耐震補助も検討

した方が良いのではないかという。そういうまとめをいただきました。住宅の耐震と

いうのは、今金の場合にはリフォーム事業をやっていますから、その中で耐震もこれ

から該当になるということでは、当日、会場でも町の職員の方から話があったようで

あります。昨日ですけれども、この高橋先生がテレビ出演をされて、せたな町が北海

道日本海側では一番大きな津波が来るだろうという、発表されたあとの解説もされて

いました。今金町はあまり災害がないところなんだろうなというふうにずっと思って

いたわけでありますけれども、危険はどこにでもあるんだなという感想をまず持った

わけです。その中で、私たち個人的には、個人的な対応しかできないのかもしれませ

んけども、議会として、議員として、何をこれから考えていかなければならないかな

っていったらやっぱり、公共施設等の耐震を進めて行く、先生もおっしゃっていまし

たけども、まず学校だろうと。それから防災の拠点だと。その後で避難場所の整備、

緊急の度合いを見るとそういうことも示されていました。災害はないとは言い切れな

いし、４千年が明日かも分からないし、４千年後かも分からないし、誰にも分からな

い話ですから、その中で議論するのは大変だと思うんですけれども、少なくとも議会

としては耐震に備えろと、今金町に。このこと大いに発信をして行く必要があると思

うんですよ。それがさっき言った学校、防災の拠点、避難場所、この順番がどういう

ふうになるかっていうのは、まだ皆さんからの意見が出るんだろうなと思うんですけ

ど、私はやはりそこのところに優先順位を付けてやるべきだろうなと思うんです。こ

の役場庁舎というのは、今金町で一番人が入っている建物です。この建物がもし時間

内に被災でもしたら、まず職員の安全はどうするんだ。それから一番大事なのはここ

が防災の拠点になるはずだということ。その機能をどのようにして守って行くのか。

この講演を通じて、やはりそういうところが、私たち議会として十分考えるべきとこ
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ろだろうなというふうに思います。併せて財政は財政で、色々研修を受けたわけです

から、それは後段に譲るとして、いまやはり個人の対応というよりも議員として、議

会としてはこういうところを訴えていく必要があるんだろうなということで、そう思

っています。 

○委員長（川上絹子君） あと他に何か考えを持っている人、発表していただけません

か。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） 山崎議員からも話があったんですけれども、公共施設の耐震化

という点で今金町、いま建てようとしているところの耐震しかしないと。地震がいつ

来るか分からない段階でそんなこと言っていられないと思いますので、やはり今後予

定で大体の予算が出ている建物がたくさんあるわけで、今後、目白押しにあるわけで

すから、やはり耐震調査を先にまずやって、今回、体育館・図書館の中でもやろうと

している中でも耐震の関係で、体育館をまずやろうとしている中に、町民センターは

しっかりしているはずなんですけれども、その中にある図書館がいつの間にか体育

館・図書館という形でやるという形になっておりますけれども、そういう面では次か

ら次とこう目白押しにある中で、やる予定のない物は診断を後にして調べたらどうな

んだっていった時に、間違いなく引っかかるだろうという、副町長もそんな話をして

いたんで、そんな状態で町民の人に説明できるのかと思いますので、まずはとにかく

全部これからやるやつの耐震をまず耐震調査をやって、そのご、現在進んでいる分も

含めたこの優先順位というのは考えていかなければいけないのかなと、私は思ってい

ます。 

○委員長（川上絹子君） 日置さんより、耐震調査を全て出して、それに耐震のための

取りかかりをするものに、順位をきちんと付けて向かっていくという形にしたら良い

のではないかという意見が出ました。それは当然基本的な話のことであって、なるべ

くそれは絶対大事なことでありますので、そういうような方向に皆が持って行くとい

う意見がまとまれば、そういうふうにお願いしていきたいなと思います。あと他に意

見はありませんか。 

  向井君、意見ありませんか。 

○４番（向井孝一君） いま、耐震の順番とか色んな意見が出たんですけれども、私は

町側としては、総合計画あるいは財政の方も健全化推進プログラムっていうことで、

我々に示されておりますし、いまやるとするのがもう決まっているんですよ。自主設

計をやってやるという部分では。その順番は変えることにはならないと私は思います

し、そして防災の関係なんですけれども、この間、ちょっと高橋先生と２次会で飲ん

で色んな話をした時に、やはり黒松内の方が今金よりも情報公開したら大変なことに

なるんだよなっていうような心配もしながら、自分は北海道のこの委員会の中のメン

バーとして、それは情報公開せざるを得ないっていうような話もしました。しかしな

がら、昨年、総合体育館で町が主催の防災の日ということで、実際、周辺住民の人達

が避難をしながらそういう勉強会をやったと。函館の気象協会から３人の職員の人達
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が来て、勉強会をやったんですけれども、中身としては同じような中身でありました。

しかし、その地震という特化したものではなかったんだけれども、防災というものは

地震だけに特化して考えるということができない、水害もあるだろうし、あるいは風

の被害もある。一番恐ろしいのが停電、交通アクセスの確保をどうするかということ

と、心配されているのが停電時における独居老人の人達のあれを、地域の中で色んな

そういう集会なり、色んな地域の絆を活かしながら、連係プレーを取れるようなこと

を進めて行かないと、まずいというようなお話をいただきました。まさに直下型の地

震が来たら他人事ではなく、自らどうやったら逃げられるかということを考えなさい

というようなことしか言えないということなんですね。つまりは避難場所まで直下型

の場合、自宅から行く道路アクセスが分断したりという危険性も十分にある。このこ

とを考えた場合に、１００％、じゃあ、安全なことができるかといったら、そうは私

は行かないと思うので、いかに町民の人達が防災に対する意識改革をどうするか。そ

のこと以外は、いまのところないなという気がします。 

○委員長（川上絹子君） いま、向井委員から意見が色々出ました。 

  水害の時の独居老人の問題、また先程、村上さんから出ました体育館関係の問題で

すけれども、向井委員は先程、体育館の自主設計は決まっているので体育館はそうな

らないという、建てることはそのまんま進むという形で意見を言いましたけれども、

私個人としては、議会を通って初めて決定という話になるんだと思います。議会が通

らないものを決定しましたという意見にはならないと思いますので、もうちょっと皆

さん慎重に話をしていただきたいと思います。あと他に意見ありませんか。 

  芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） まず防災について、高橋先生の講演を聞いた中で、この黒松内

断層を聞いて、個人的に非常にびっくりしたところであります。特に、講演の中では

ですね、こういう訓練と言いますか、町民の周知の仕方についてはやはり第一に安全

の整備をする必要がある。それにはまずは発生した時の対応計画、それともう１つが

予防計画。こういったものがしっかりしていなければ避難場所であるとか、あるいは

食糧の備蓄、そういったものの効果というのは生かされないと。やはり基本的なこと

から手掛ける必要があるのかなと。町としても、各町内会に役割分担、災害時におけ

る避難あるいは病院関係であれば救出責任者とか、色んな作業分担を示されておりま

すけれども、継続的に毎年ですねそういった啓蒙・普及ということをやっていく必要

があるのかなと。それと中々災害というのはあまり我々も経験がないんですけれども、

やはり災害時には一番先に生命を守るために、避難をするというそういう意識を今一

度、再確認する必要があるのかなというふうに思っています。更には、この講演の中

に今金町の耐震に係る必要戸数、約５００件近くあるというお話でございましたが、

これらについてもですね、本人任せではなくて、やはり行政が積極的に関わってそれ

を整備していく。あるいは手当をしていく。中々高齢であるとか、経済的なことがあ

ってですね、どうですかといっても中々腰を上げない部分もあるかと思いますけれど

も、やはり家族ぐるみでそういう話をする。そういう取り組みも行政としては必要な
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のかなと。１００万から３００万程度、そういう強度には経費がかかる話もありまし

たけれども、こういう今金ではまだまだ安くできる部分もあるかと思います。そうい

った現場の確認をしながら毎年検証をしていく、そういったことが必要かなというふ

うに思っています。それと、この耐震関係については、いま行政の方から色々公共施

設のお話があります。中学校あるいは庁舎、消防署あるいは給食センターそれと橋脚、

橋ですか。これも９５からのこういったものの整備ということも、これから想定され

ると。我々議員としては、将来的に向けてですね、財務の健全化という事がやはり我々

の最大の使命でもあるわけです。こういったことを考えた時に、果たしてこれからの

１０年、２０年後の町というのはどういう姿になるのかということもですね、想像し

ながら投資をしていかなければならないというふうに、私は個人的に思っています。

同僚議員も言いました優先順位ということも視野に入れながらですね、これからの取

りまとめに入って行ければなというふうに思っています。 

○委員長（川上絹子君） はい、ありがとうございます。 

  財政面のことも中にちょっと入っていましたけれども、あと他に防災のとこで、意

見を述べてない人で、何か考えていることがあれば述べて下さい。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） 様々な災害というのはいつ起こるか分からない。そういう状況

の中で、やっぱり町内の公共施設の耐震化、先程、他の議員さんからもありましたけ

れども、まずいち早く耐震診断を進める。そして優先順位を付ける。特に子供達に危

険が迫るような建物というのはこれは大変問題だと思いますので、そこはやはりいち

早く手をかけるべきだと私はそう考えます。あとですね、別な観点からになるんです

けれども、もし災害が発生した時、発生した時の対応としてですね、本来、災害対策

本部というものが町の方で設置すると。それに対して本部が中心となって色々動きが

起こるんだということになるんだと思うんですけれども、町の防災計画を見てもです

ね、議会が関与するという部分は一切載っていないんですよね。これはこれで良いの

かなという部分もあるんですが、ただしかし、災害が発生した時にですね、全く情報

も得られないという部分もあるし、また議員同士の安否確認という部分の情報の共有

というものも必要だと思うんですね。そこで災害対策本部に議会が、議員が入るとい

うことは難しい話なので、それはないと思いますが、例えば、議会事務局がその災害

対策本部に入るんだと予想されるんですけれども、その時に例えば事務局長から正副

議長宛に何か情報の共有がある。もしくはそこから各議員にどういう災害が発生した

んだと。そういう連絡がある。何かそういった枠組みなんかも１つ私は必要じゃない

のかなというふうに考えます。以上です。 

○委員長（川上絹子君） はい、ありがとうございます。 

  あと他に意見を述べていない方で、あと参与として議長、何かありませんか。 

  議長。 

○議長（村瀬 廣君） それぞれこの特別委員会、去年の暮れから財政編、そして１月

の防災編と先生を呼んで勉強する機会をいただきました。そういう機会があったから
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こそ、多くの将来に向けての意見が出されました。それぞれの委員の皆様の意見、ど

れも大事なものだと思ってございます。従って、私個人としての意見は述べませんけ

れども、先程、山崎委員が言った議会として将来に向けて、この委員会として何を成

すべきか、これが最も大事だと思いますので、そのことを気持ちに置きながら大いに

議論していただきたいと思います。以上です。 

○委員長（川上絹子君） ありがとうございます。 

  他に何か意見ありませんか。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） この特別委員会を作って、そして我々も財政それから防災と専

門家を呼んで勉強させていただいたところでございます。先程、山崎議員が言ったよ

うに、この今金町における地震の位置というのは、特殊災害に位置付けされておりま

すけれども、防災計画の中身を見ますと、あくまでも南西沖地震を参考にした記述よ

りないわけで、この黒松内低地断層については一切触れていないわけなんですよ。そ

れで、国が出した揺れマップに基づいて、北海道あたりでもこの黒松内低地断層に基

づく揺れマップを作っているわけですけれども、それによりますとこの低地断層から

離れている今金でも、震度７近くの震度の災害が起きるだろうというふうに出ており

まして、国の揺れマップを参考に既にこの黒松内低地断層に近いニセコ町辺りは、あ

らゆる予防計画を立てているんですけれども、今金町はそこまでいっていないわけで

ありまして、この辺のところを３月の議会で当局にお伺いを立てて聞いて、その結果

に基づいて、先程から皆さん言っているような、今度どういうような対策が必要なの

かという話になってくると思うんですよ。岸君から言った災害対策本部の中に議会が

入っていないわけですけれども、これとて他の町村では議会独自で災害があった時に

どういうような体制を取るのかっていうマニュアルを作っているところが現にあり

ます。これらの勉強もしていかなければならないと思うんですよ。そうすることによ

って、災害が起きた時に議長の発動で災害対策本部とは別に、議会独自の対策本部と

いうものを作って動きができるものですから、そういうことも勉強していかなければ

なりませんし、災害の時に緊急の道路の確保だとか、そういうことも計画の中に全部

入れていかなければならない。地震というのは予測はできないそうですけれども、予

防計画というのは幾らでもできるというふうに言っていましたので、この辺のところ

を十分もっともっと時間をかけて、議員自身がもっと勉強をして、理事者にこういう

ことがあるけれどどうなんだっていうことをぶつけていって、そこで色んな対策を練

らせていく。そこが必要ではないかと思うんですよ。耐震化だって個人の財産を守る

ことだからできないという町村もありますけれども、そうではないやっぱり予防をき

ちんとしておけば、この益城町というのは計画が載っていましたけれども、計画段階

では１，０７０戸の倒壊よりないといったのが、実際には２回の地震で１，７００戸

近くが倒壊しておりますし、その亡くなった殆どの方が１回目の地震でもう大丈夫だ

といって自宅に帰ってそこで被災しているわけですよ。そういうこともやっぱり経験

も踏まえて、是非、もっともっと議員自身が勉強して、この防災というものに今一度、
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私はいってから結論を出すべきだと考えています。 

○委員長（川上絹子君） 貴重な意見をたくさん出していただきました。防災に対して、

多くの参考になる意見をいただいたので、後程これをまとめていきたいと思いますけ

れども、何か他にこんな点がもっと言っておきたかったような意見がありましたら。

いまの徳田委員の意見を３月のまとめの時のその意見のとこで、参考にしてそこに入

っていきたいと思います。すみません。お願いします。 

○６番（徳田栄邦君） この委員会というのは３月で終わってしまうんですか。 

○委員長（川上絹子君） 当初の予定のスケジュールでは３月でまとめるということに

なっていたんですけれども。もし皆さんの意見の中でもう少し議論すべきという意見

があればまた考えていきたいと思います。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 先程も言ったように、これからですね、いま勉強してですね、

これから当局とやっぱりディスカッションしなければならないと思うんですよ。やっ

ぱり議員だけがこの防災に対して意識を持っていたって、私は理事者がですね、そう

いうような同じような共通した意識を持ってもらわなかったら、議会が何ぼ言ったっ

て理事者がやらないと言ったらできないですから。やっぱりもっともっと理事者を交

えた中で、我々は勉強したけどもこの点はどうなんだと。こういうことがあるけどこ

ういうのも必要ではないかという、そういうところをですね、これから質疑の中でで

きないものであれば、一般質問でもやらなければならないし、もっと、もっとですね、

この問題に対して簡単に結論を出せるような問題でないと思うんですよ。ですからで

きれば３月で１回まとめるのは結構ですけれども、是非、２９年度ですね、この防災

の委員会というものを継続できるような私は取り計らいをしていただきたいと思い

ます。 

○委員長（川上絹子君） いま徳田議員からそういう意見が出ました。そしていま、３

月に定例会もございますので、その時には皆さんの意見をもって定例会で議論を交わ

す方法もありますし、徳田議員が言ったように一般質問の中でという話もあります。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） ３月定例会で質疑やら一般質問というんですけれども、これ

特別委員会ですよ、ここは。理事者に出席求めて、理事者とここでできる仕組みにな

っているでしょ。だから３月定例会を待たなくても、この特別委員会で議論ができる

はずなんです。だから私は結果、委員長が３月にまとめたいという意向で当初、この

会議の始まりの時に、まとめという言葉を使ってやっていたから、私は３月にまとめ

るものだと思っていた。それに足りないものがあったら、ここで理事者を含めて、職

員を含めて質疑をし、それでどうしても足りなかったら、まだ先に延びるかもしれな

いけども。これは私は、特別委員会を最大限活用するべきだというふうに思うんです

よ。だから、委員長の配慮はいかがですか。 

○委員長（川上絹子君） 皆さんの意見をもって決定したいと思います。 

○１０番（山崎 仁君） 特別委員会で理事者に出席を依頼して議論はできるでしょ。
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３月定例会でなくても。 

○委員長（川上絹子君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １４時１７分 

開議 １４時３５分 

 

○委員長（川上絹子君） それでは休憩を閉じ開議いたします。 

  先程、向井議員から体育館の関係で自主設計が決まっているのでと言った時に、私

はまだ決まっていないと言いましたけれども、自主設計は決まっています。あと体育

館を建設することがまだ決まってないということで訂正させていただきます。 

  それでは、また会議再開しますが、３月にまとめをすると定例会でまとめを発表す

るとなれば、きょう出た意見をまとめて、２０日の日にまとめたものを確認して、３

月定例会に向けるという形になりますので、もしきょうたくさんの意見を出してもら

って色んな形で時間もありますので議論していただいて、それでもまとまらなければ、

その後、３月でまとめができるか、できないかっていう形に相談していきたいと思う

んですけど、皆さんどうでしょうか。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） まとまらなければでなくてさ、取り敢えず３月にまとめるとい

う形できょう意見を出してもらった良いんじゃないですか。この特別委員会の答申し

たあとに幾らでもこういう問題が出たということは、理事者側と話し合いは幾らでも

できるわけですよね。だから期限を設けてやっているわけですから、取り敢えず一回

まとめて、そのご、この特別委員会ではこういう問題がいっぱいありますよと話し合

いの場は何回でももてると私は思いますので、是非、３月議会にまとめるように取り

計らっていただきたいなと思います。 

○委員長（川上絹子君） それでは、いま３月議会にまとめを提出するという形でもっ

ていくという意見がありますけれども。 

  村瀬君。 

○議長（村瀬 廣君） それぞれの委員から数多く意見が出されました。その中では、

議会としては先生を呼んで勉強をしてきたと。色んな論点もあると。そういった中で

是非、執行の理事者側とも特別委員会の中で、この辺どう思いますかということを踏

まえた中で、まとめに入れるんであればそうしていただきたいという案が結構何件も

ありましたので、それが忙しい中でもできるのであれば、そういう機会も作りながら

めとめに向かって行ければ良いかなと、私は思うんですけど、いかがですか。 

○委員長（川上絹子君） 向井君。 

○４番（向井孝一君） ３月定例にまとめるっていうことに対しては賛成します。その

過程の中で、いま参与の立場から議長が言われたとおり、やはり前段で２０日の前に

どっかの時点で、日にちは限られるんですけれども、理事者とのやっぱり懇談をして

まとめていくという方向でやってほしい。 
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○委員長（川上絹子君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １４時４０分 

開議 １４時５０分 

 

○委員長（川上絹子君） それでは休憩を閉じ開議いたします。 

  理事者の予定が詰まっているそうで、時間の空きがないそうですので、理事者との

懇談は無理なようです。それできょう時間の許す限り防災と地震の部分に対して、財

政の部分に対して、多くの意見を交わしながら文章をまとめて、２０日の日にまとめ

の部分で、また付け加えるところは付け加えてまとめていきたいと思いますけれども、

それでよろしいでしょうか。それでは、いま防災の部分で意見を聞いてきたんですけ

ど、あと防災の方の意見はまず一端打ち切りまして、財政の方に入って、また、最後

に両方を含めた中で意見を聞きたいと思いますので、そういう形にさせていただきた

いと思います。 

  次に財政について意見をいただきたいと思います。財政の計画、コスト縮減また複

合化、人口減少、少子高齢化のこととかを全部踏まえた上で、財政面ではどのように

していったら良いかっていうことを、皆さんのご意見をいただきたいと思います。先

程、建物を建てていくにあたって耐震診断の結果、建て替えていく優先順位を付けて

進めて行くという意見も出ていました。そのことについてあと何かその辺についての

意見がありましたら述べていただきたいと思います。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） 財政面ということでございますので、昨年の１２月２２日で

したか、先生に来ていただいて、財政の部分で出していただきました。ただ、画面で

見るだけで資料的には地震の方については、高橋先生が用意してくれましたけれども、

これあれですか画面に出ていた全部をということではなくて、今金に必要というか今

金の出ている部分を私は資料が欲しいなと思うんだけれども、いま日にち的に無理な

のかどうか。西尾先生から講演してもらった、画面に出た部分で今金にあった部分で

資料を見たいなと思っても全然ペーパーにはないわけですから、それがあれば良いな

というふうに思うんだけれども。ただ、財政的な面では非常に厳しい状況の財政だと

いうことだけは学んできました。それと併せて、これは私たちに全部、昨年の９月に

町の方で出していただいた、第３次の財政健全化推進プログラムという資料を全部出

していただきました。その中でもって、平成３２年、３３年、そのごの１０年という

こともこの資料の中で出てきました。こういうのを見た中で、これからの耐震化に向

けた部分、そして財政面からの非常に厳しい状況になることは、この資料の中でも分

かるわけでございます。ですから、先程、自主設計できたからもう決まりだという形

ではなく、私は体育館・図書館も例外ではなく、この財政そして耐震化に向けた防災・

財政を考えた特別委員会の中で、やはり議論していくことは、今後の１０年、２０年

先を見越した中で、どうあるべきかということも考えながら、議論していくべきだと
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いうふうに思います。現実、人口は今金の最高１２，０００の人口から、いまは５，

５００ですか５，６００ですか、そこまで下がっています。人口のシミュレーション

で見ても３０年後には４，０００人割るだろうという想定になります。そういった時

に、財政をきちんと守りながら進めて行かなければ１０年、２０年先の未来の人方、

孫方に負担を背負わせるだけになってしまうことは避けていくような方向性で考え

ていかなければならないと思いますので、それぞれの方の意見を出していただきなが

ら、私はいま申しあげたように体育館・図書館だけは例外だと。別個だと決まってい

るんだから、それは議論することはできないんだということではなくて、それもこの

議論の中で結論付けていくべきだろうというふうに考えます。 

○事務局長（成田光康君） 事務局からなんですが、１２月に行われました西尾先生の

講演の資料につきましては、年末に講演資料の配布ということで、皆様の方にお配り

しております。もしないようでしたら事務局の方に言ってください。 

○１１番（上村義雄君） はい、わかりました。ありがとうございます。 

○委員長（川上絹子君） 財政面のことで、何か意見のある人、おっしゃって下さい。 

  今金町の人口を考えていくと不安要素はたくさんあります。財政的にどうなのかな

って考えますけど、理事者もプロですから大丈夫という確信があって向かっているこ

とだろうと思いますけども、これは議会の方としての意見をまとめて、理事者の方に

提出していきたいと思いますので、色んな意味で図書館・体育館ばっかりではなく、

空き家対策の処理の仕方とか、色んな意味でこの防災に対して含めて、一緒に考えて

対策がとれるような方法を述べていただきたいと思います。 

  向井委員。 

○４番（向井孝一君） いま同僚議員の方から、私と別な意見が出されたんですけれど

も、私はですねこの総合体育館と図書館という部分については、前段で私が特別委員

会の委員長をやりました。そういう流れの中で、基本設計だとか地質調査だとか色ん

なものを議会議決をして認めてきました。今現在、自主設計の最終的なまとめの説明

というのは受けてないんですよ。基本設計からどのように、どう直して予算がどのく

らい減ったかという話はまだ、所管の我々も聞いていませんし、中学校のことに対し

ても、いま耐力度テストがまとめてようやく我々の常任委員会に間に合うようにって

いう説明しか受けていないんですよ。そういう中で議会の思いだけで結論付けていく

というのは非常に危険な思いがするんですけれども、その辺は私は慎重に議論しなが

らまとめていただきたいと思います。 

○委員長（川上絹子君） いま向井議員からも意見が出ましたけれども、これは産業教

育の方で出てきている資料の関係で、いま発表してくれたんだと思いますけれども。 

  日置君。 

○７番（日置紳一君） ２８年度から３２年度までの５年間で、今後、建てる建設事業

というのですかね、その５年間で建物は２６億位なんですよ。道路だとか全てやって

４５億位になるんですけれども、３３年度以降というのは建物だけでも６７億８千万

の予定を組んでいるんですよね。その中には道路、橋だとかは一切入っていません。



- 14 - 

 

これ１０年位でやるとしたら、１３０億位のお金になってしまうって。それが本当に

やっていけるのか。まず用意ドンでやってしまう。さっきから話も出ていますけども、

体育館・図書館いま始めるとして、用意ドンで本当に大きなお金を使ってしまう。あ

と、病院だの順番が最後になっていった時に、まだ本当に必要なものが残っているに

も関わらず、室蘭市のように予算がないからできないと。そんなことになったんでは

やっぱり町民の皆さんにも申し訳たたないと私は思いますので、やはり最初から少し

倹約をしていくというか、先程から自主設計が出ているからと言いますけども、それ

が出たからって最終的のどれくらいのものが建つんだというのが分かったわけです

から、それで出てきた数字も私はまだ大きすぎるだろうと思っていますので、やっぱ

りこの順番がもし変えられない、体育館・図書館はどうしようもないんだというので

あれば、最初は少し抑えていかないと、建てても良いから抑えるとか。先程も言いま

したけれども、防災の絡みで言えば、今回の図書館というのはここにもってくること

は全く関係ないんですよね。何回も言ってきたんですよこれは。でもそこに取り入れ

る、体育館の中に入れるから安くなるんだからやるんだと。外したんだから関係ない

でしょと何回も私は言っていますよ、特別委員会でも。それでも押し切られているん

ですよ。図書館に関しては。そこは抜かすとか、体育館自体ももう少し人口に合わせ

て、もうちょっと下げるとか。そういう絡みも併せてやっていく必要があると思いま

すよ。 

○委員長（川上絹子君） いま日置君から、段々計画が大きくなって図書館、教育委員

会の事務所という形で話が進んできているけれども、そこの部分はどうしても建てる

というのであれば、もうちょっと縮小するような形でもっていくとか、身の丈に合う

ような建設方法にしていったらどうかというような意見が出ました。これから今金町

のことを考えると、本当に国営事業のことも何か先日ちょっと町長と話をした時に、

２０億町の負担が２０億かかるだろうという話をしていました。工事が入って思いが

けない難航をして、凄い時間がかかって金額もかかっている場所が結構見受けられる。

町の負担、個人の負担、全ての面で大変な負担が被さってくるのかなと考えています。

そういうことも全部含めて、建物それから残る若い人達にどれだけの負担が背負って、

支払っていけるのかそういうことも、ずっと先を見越しての考え方で皆さんの意見を

述べていただきたいと思います。また、若い人の夢を取るようなこともしたくもない

けども、やっぱり負担になるようなことは、私たちはきっと支払いの時の段階になる

と歳をとっていて、一線ではないような気がしますので、その時に、若い人たちがど

れだけの負担を背負うのかなという、ちょっと心配もありますので、そこも見越して

皆さんで意見を色々と議論をしていただきたいと思います。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） 前回の特別委員会の体育館・図書館の部分で調査報告という段

階で、６月定例会の報告の中でこのように書かれております。建設に伴う外構、公園

整備及び解体撤去など総事業費が見通せない状況の中、耐震診断の結果による中学校

移転改築も控えており、将来的に健全な財政運営を維持できるか不安要素も大きいと
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いう部分で、今回、色々先程も言いましたけれども、少しそういったこともあって、

体育館・図書館について反対はしていないんですよ。議会として。だけども、もう少

し財政的なものを考えて、もう少し建設費だとかそういうものを下げてはどうかとい

う部分で、私は終始一貫して意見を言ってきました。だけどもそれは押し切られたよ

うな感じで今回こういった部分で、財政も含めて、これから財政シミュレーション、

町としてこれからやらなければならない公共施設のシミュレーションも出してもら

った中で、いま同僚議員が言うように、本当にそこの不安要素というのは凄いあるん

ですよね。これからかかるお金というのは、そういったものが本当にこれから大丈夫

って。我々以上に町民が不安がっている部分があります。一昨日ですか、上ノ国の町

長が言っていましたよね。人口が半分になったら、会社だって大変だぞって。だから

町として上ノ国の工藤町長がおっしゃるとおりのことだと、私は今金町としてこれか

ら人口が減っていった中で、そういった部分で、いま理事者側の提案どおり、はいよ

ろしい、はいよろしい、というふうにはなっていかないのかなというふうに思うわけ

です。だからもう少し財政も含めた中で、もう少し議会として理事者側にきちんと物

申せるようなことも、必要かなというふうに思います。 

○委員長（川上絹子君） ありがとうございます。 

  岸君。 

○１番（岸 徹也君） いま様々な財政の不安というものを皆さんからお話を聞いてい

ますけれども、特に、この歳入にあった、歳入に見合った、身の丈に合ったというお

話ですけれども、歳出の抑制というのは欠かせない物だと。これは私だけではなくて、

皆さんそういう気持ちだと思うんですけれども、その中で良く理事者側からは選択と

集中という言葉が良く出てきます。まさしくそこは優先順位の部分になるのかなと考

えます。しっかりその優先順位を間違えないように、何が大事なのかと。先程の防災

の部分との話とも多少リンクしますけれども、そういう部分も含めて議会からやはり

意見を理事者側に出すべきだと考えます。以上です。 

○委員長（川上絹子君） 小川君、意見ありませんか。 

  小川君。 

○２番（小川ひとみ君） ちょっと意見にまとまりがないんですが、体育館ということ

だけを考えてみると、耐震で引っかかった体育館です。防災ということで拠点である

ものが体育館でもあるわけなんで、やはりここのところは防災を考える以上は体育館

というものの建設というのはきちんと考えていかなければいけないだろうと思って

います。そして財政という部分で色んな皆さんの不安ということで、お話されていま

す。そして理事者側からも財政計画というのは出されているものですから、やはり不

安という根拠をもう少し私たちの中できちんと理解してもらえるような表現とか、そ

ういうものが出てこないと難しいのかなって。そういうところを考えていかなければ

いけないのかなってことは思うんです。でも、自分ではよく理解はできないんですけ

れども、そういうことの根拠をきちんと数字で出せるようなものがないと駄目なのか

なっていう、いまは思いがしています。以上です。 
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○委員長（川上絹子君） 小川君の意見ですけども、もし建てないというための根拠で

すか。建てるとしたらの根拠ですか。 

  小川君。 

○２番（小川ひとみ君） 財政計画という形で不安だっていう、もっと大きなスパンの

体育館ということだけではなくて、財政のことで皆さん色んな不安があるってことで、

数字を出された先輩議員もいらっしゃるんですけれども、そういう部分で数字な部分

が出てこないと理事者側にそういう自分たちの思いを理解してもらう上では、数字的

な部分も出てこないと、そういう不安の根拠は数字とかで出てくるのであれば、また

そこには説得力が出てくるのかなって思っています。そしてもう１つ良いですか。全

く違う観点で、財政的な部分、施設のことを考えると、財政的な部分をちょっと抜い

て考えると、体育館と図書館っていう公共施設ということは、いま色んな補助政策あ

りますよね。でもやはりその補助の中では、町民全部に対しての平等に万度に皆に行

き渡る補助ではないですよね。対象者があっての補助だと思います。この公共施設と

いうのは、やはり本当に町民全員の全員に対する補助と言いますか、サービスと言い

ますか、公平なサービスを与えるものだっていう考えは、私はまた別のあれですけれ

ども、根底にはそういう思いは私の中ではあります。 

○委員長（川上絹子君） はい、わかりました。 

  いま違う意見も小川さんの観点から意見が出ましたけれども、それぞれの考えがあ

って良いことだと思いますので、意見を出し尽くすだけの意見を出して、その上で次

の段階に進んで行けるように、色んな意見を出していただきたいと思います。 

  芳賀君、何かありませんか。 

○５番（芳賀芳夫君） まず１つは、先般、としべつの方で公会計法の改正ということ

で、行政といえども企業と同じそういう収支決算を示せと。そういうことからの会計

法の改正だというふうに思っております。今回、私、ある町民の方と話をした中で、

町民だよりで決算報告が出されていましたけれども、全く分からないと。我々町民が

見ても分からないと。それとそのことについて、ある程度知識のあるＯＢの方にもち

ょっとお話をしたんですが、所管が違って分からないと。一体町民に対して親切さが

ちょっと欠けているなと。町民はですね、単年度の収支、収入、支出これがどうなっ

ているのかと。そして不足分について基金からの繰り入れだとか、借り入れとそうい

った単年度のそれぞれの収支決算が知りたいというお話もございましたが、これはこ

れから総務委員会で議論はしたいと思っているですが、いま一般会計で使われるお金、

交付税で特会を含めて３０億ですか、町税が５億と、３５億の財源が基本であります。

その中から、特別会計に関する色んな繰り出し金を含めて約５５億、昨年は２８年度

計画、５５億の計画でありました。そういった単年度ごとに収支、町民が強く求めて

いるこの現実を何とか実現していきたいなというふうに個人的には思っています。そ

こで、今回の大きな公共投資、本当に大丈夫なんですか。実は認定保育園が建設され

た時にですね、いまの保育所に図書館を持っていくという構想委員会が立ち上げにな

ったと。ある人から聞かされました。私は知らなかったんですけども、その後にです
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ね、国営の事務所が設置になると。そういう方向で決まったんですが、何の報告もな

かったと。非常にその方は憤慨していました。今回のそういった建設についてもです

ね、本当に計画性、きちんと本当に町民の求めるものになっているのかどうか。非常

に不安だと。財源は本当に、財政はどうなのかと。そういう不安がですね、町民は冷

静に見ています。こういったことをはやり我々も正確に伝えなければならないし、理

事者としてもそれをきちんと説明する責任もあるのかなというふうに思っています。

要は公共施設については、どういう町づくりをするかという一つの視点から、色々病

院であるとか、としべつであるとか、学校であるとか、体育館であるとかそういった

ものに波及していくわけですけれども、この先、１０年、２０年見た時に、いまの人

口はどうなるでしょう。推計数字は出されております。子ども、いまの出生率を見て

もですね、１年に３４から３５人の横倍です。更には確定申告における町民の所得、

これも過去５年間横倍のようです。これが人口減になった時に、この財源、町の財源

あるいは交付税というのは人口減とともに下がっていく。これは紛れもない事実とし

て目の前にあるわけですよね。そういったこともやはりしっかり議論しながら、３，

５００でもやっていけるような町づくりをいまからやはり想像する必要があるのか

なと。私はそのように思っています。そういったことで理事者は今回協議に日程がつ

かないということでありますから、何かの機会がありましたら総合計画、計画は計画

として良いんですけど、現実がどんどん毎年変わっていくというこの現実を見ながら、

修正を加えながらやっていくそういう議会と行政になっていければ良いなというふ

うに自分なりには思っています。以上です。 

○委員長（川上絹子君） 他に意見ありませんか。 

  加藤君。 

○３番（加藤三明君） いま財政のことで、いろいろ議論しているんですけれども、私

としては数字の見方というのは、様々な見方があるんですよね。Ａという人はＡの人

の感覚で見るし、Ｂという人はＢの人の感覚で見るというような数字というのは、あ

る程度はつくろうものだと。私はそう思っております。そういう中で、信じる、信じ

ないはあれですけれども、私としては財布を握っている人間が行けるという見通しが

あるようでございますから、やっぱり信じることも大事かなと。どこでどういうこと

でいまものをやるという決断を下すことも、勇気ある決断も大変だろうと思いますけ

れども、必要なこともあるかなと思いますから。更に十分協議の上、財政についても

こういう中ですから、少しでも節約した中の建物にしたら良いんじゃないかというよ

うな思いはございますから、その辺の話し合いをしてですね、やっぱり議会は議会の

見方になるし、行政の方は行政の見方というものがあると思いますから、その辺、十

分腹を割った話し合いをして、それで尚且つ行けるというなら、その言葉を信じて進

んだ方が私は良いと思いますけども。 

○委員長（川上絹子君） 他に意見ありませんか。 

  加藤さんのそのまんまの理事者がやれると言うんだから良いんじゃないかという

意見も出ましたけども、ただ１つ言えることはない物はないし、有る物は有るという
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こと、だからそれは個々の経営に対してもみんな各々言えることであって、ない人は

やはりやっぱりないんで、現実を見なければならないところもあるので、そこら辺の

加味した上、でちょっと考えていかなければならないんですけども、理事者もいつま

でも理事者ではないということ、選挙があれば変わる可能性もあって、建てかけて１

年位たって理事者が変わった、また町議も変わった時、責任の所在がどこに行くのか

ということも、やっぱり責任問題として考えながら、やっぱり身の丈に合った考え方

もしていかなければならないし、夢を切るような考え方もしてはならないかなと思う

んですけども、皆さんの意見を本当にたくさん出してもらって、特別委員会のまとめ

の意見が持っていきやすいように意見を出していただきたいと思います。 

  芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） 今回、財政の話になるわけですが、これからの地域社会と言い

ますか、こういったものは増えることはない、減る一方、そして高齢化と。こういっ

た中で、一般的にはこういう施設の合理化、集約そして効率を上げていくと。公定経

費をランニングコストというものをいかに下げるかというのが、やはり常識的なもの

かなというふうに私は思っています。やはり分散型というのは人口が増えてですね、

いまの機能が発揮できないと、そういったものとは違うわけです。結果はもう見えて

いるわけですから。そういったこともしっかりと議論しながらですね、進めて行く必

要があるのかなと。そして、そういうことによってですね、固定的なランニングコス

トが削減されれば、それだけ町民に還元できる、そういう財源確保ができるわけです

から。そういったことも併せながら協議される必要があるというふうに思います。 

○委員長（川上絹子君） あと他に意見ありませんか。 

  今金町もたくさんの問題を抱えて、病院の問題色々なこともありますけれども、ま

た病院も決して赤字だからとしてなくすることができない施設。公共機関であります

し、そういう必要性の有るもの、また、何とか我慢のできるもの、そしていまやらな

くても良いかなと思うもの、どうしても急がなければならない耐震の関係で出てきた

らどうしても急がなければならないものとか、これから時間的に色んなものが出てく

るとは思いますけれども、色んなことを予測しながら皆さんの意見を聞いていきたい

と思います。 

  山崎君、何かありませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） その前に１点確認をしておきたいんですけれども、先程から

体育館・図書館に関しての発言もあったんですけども、これも含めた話でも良いんで

すか。 

○委員長（川上絹子君） 良いです。 

○１０番（山崎 仁君） 良いんですか。 

○委員長（川上絹子君） はい。 

○１０番（山崎 仁君） 私はこれまで財政の講演会、それから去年いただいた財政健

全化推進プログラム、その他色々見ながらちょっと考えたんですけれども、今金のこ
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れから将来どうなるだろうなって思った時に、社人研が２０６０年に２，８００人に

なるという。今金町は施策を講じて３，８００にする。その前提条件が人口の流出、

転出が０これは先日新聞に載っていましたけど、道南地区では七飯町だけがプラスで

あとは軒並みマイナスです。函館は全道でもトップクラスのマイナス率だっていうこ

とでありました。前提条件のもう１つが合計出生率が１．３９を２．１にする。それ

をやったとして、前提条件をクリアしたとしても３，８００に減るだろうと。現実、

今年の小学校に入学される子ども達が３０数名。大きくこれが増えるだろうというこ

とは私は恐らく考えにくいのかなという気がする。こういういまの今金町の将来予測

を考えた時に、やっぱり町を継続していくためには、安定した財政運用が必要だろう

なって気がする。今から１０年前、町村合併の嵐が吹いている時には、今金町では基

金は４０億、起債６０億、この数字が、いまはこのいただいた財政シミュレーション

でいくと、２８年ベースで５２億ですか。それで以前１０年前よりも増えている結果

になった。増えている要因って何なのかと思ったら、徹底した行財政改革を今金町が

やったと。これは恐らく使っている備品の果てから色んな物で財政改革をしてきたと

いうふうに思う。これが１つと、もう１つは思っただけ地方交付税が減らなかったん

じゃないかなと。町村合併の時には交付税は減らされるから合併した方が良いよとい

う話だったんだけど。そのあとを見ると、今金町においてはそれほど減っていないよ

うな気がする。２５億位の地方交付税をいただいているようですから。それが相まっ

て１０年前から見ると、１０億以上の基金積み立てがあった。まして以前あった文化

センター建設構想の中では、２０億の事業費で１０億の基金積み立て。この目的基金

を一般基金に繰り替えた。これらがあったからいまの５０億を超える基金があったん

だろうなという。これが健全財政のまず源なんだろうなと、予算を組む時には基金か

ら財調を取り崩しをしても、年度末には戻してこれていたと。これがいまの今金町の

ざっくり言った財政運営だったのかなという気がします。そこで、第５次総合計画で、

いま２８年から３２年まで全体計画、先程どなたかおっしゃっていましたけども、建

設事業だけで４６億、中でも体育館・図書館というのは２４億、そのほか外構を含め

るともう少し、解体も含めるとまだハード部分ではそれだけの費用がかかる。これか

ら５年間の６割くらいが体育館・図書館で使われるということ。これは現実財政シミ

ュレーションに載っているわけですから。それから、６次総、これから策定をされて

いく中では、これもどなたか発言がありました。約７０億近い建設事業が待っている。

それから、その７０億近い建設事業、５本くらいあったと思うんですけど、それ以外

にソフトで考えると国営の償還が入ってくる。先程、委員長が２０億という話を町長

がしていたって言うんですけど、２０億を１０年で借りると年間２億ですよ。この財

源はどこにあるんだっていったら。これは一般財源の自主財源です。地方税収入がい

くらあるんだと言ったら、約５億ちょっと位だっていうふうに意識はしているんだけ

ども。じゃあ、その中で２億削られたら行政サービスはどうなるんだろうなと心配が

ある。例え２億がそこで年間消費されても基金があると、まだ基金を使いながらやり

繰りできるような気がするんですよ。その基金の状況を見るといま５０億なんですが、
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３２年ですか、３２年に基金が３０億。これ体育館・図書館と中学校建設によって基

金の取り崩しをしていくんだろうと思うですけれども、財政予測ではそうなっている。

それを考えた時に、財政講演会でお話を聞いた時にやっぱり身の丈に合った考え方を

持つべきだと、大変大きな示唆を受けたというふうに思います。元々、５次総の中で

は、総合体育館は改築ではなくて、改修だった記憶があります。３億の改修費をかけ

るんだったら、いつまでもつか分からないからだったら改築の方が良いぞという話で、

段々そんなふうに変わってきたような気がするんですよ。確かにあれよりもこれが良

いっていうのはそうなんです。改修よりも改築の方が良いんです。それから図書館だ

って併設できれば良いんです。しかし、そこにまた教育委員会が入るのはそれも利便

性が高まるかもしれません。でも前段で言ったように今金町の人口が減っていく中で、

基金の残高も減っていく。大きな箱もの事業をやっていた時に、将来何が残るんだと

言った時には、いま考え時じゃないかなという気はします。その考えるというのは駄

目だって、体育館・図書館を駄目だって言うのではなくて、考える時間がもう少しあ

っても良いんじゃないか。残念ながら議会に健全化プログラムが提出されたのが９月

です。３月に設計委託をする段階でこれは出ていないんです。だからその時にこれが

出ていればどうなっているんだっていう話が出たかもしれないけれども。プログラム

が残念ながら後手に回った。だからこれを見て私はそう思うんです。体育館も図書館

もあれば良いし、ここまで来たんだから建てれれば良いなと思う。だけどいま私の言

ったような財政に対する不安というのは、これは皆さんお持ちかどうか、私は持って

います。だからもう１回、節約できるところはないのか。例えば２０億で体育館と言

ったんですけど、５億は基礎にかかると言っている。これだってどうなのって言う話

も、もう１回話をしても良いのかなって気がする。そういうところも含めて駄目だと

は言いませんけれども、どうせここで体育館・図書館を含めた財政を考えるのであれ

ば、そこのところ例えば、１年先送りしても図面はいきるわけだし、やれるわけです

よ。色んな意見が出ていますから、その意見の方が納得でできるような色んな議論を

するというのは必要だと思いますから、そういうご配慮がいただければ有難いのかな

って気がします。 

○委員長（川上絹子君） いま、山崎議員から財政面の内訳のような詳しい話が出てき

たんですけれども、他に違う考えもあるという意見の人いましたら。色々監査の立場

で徳田議員何か意見ありませんか。すみません。徳田議員何かありませんか。訂正し

ます。 

○６番（徳田栄邦君） いま、山崎議員から貴重な意見が出たんですけども、私はいま

ここである建物を作るから財政がどうだっていうことよりも、やっぱりもっともっと

決算時点でどういうような予算の使われ方をしていたのか、そこをもうちょっと議論

して欲しいんですよね。いま、扶助費がどんどんどんどん膨らんできておりまして、

義務的経費が増えてきております。それとやっぱり投資的経費が段々段々マイナスに

ならざるを得ないわけなんですよね。義務的経費というのは、扶助費それから職員の

給料あるいは公債の償還これらをやっぱりきめ細やかに見ていって、やっぱり決算の
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時にもっともっと普段からですね、どういうような財政状況にあるのかということを

やっぱりもっと勉強するべきだと思うんですよ。山崎君、いま５２億と言ったけども、

それいつの数字ですか。 

○１０番（山崎 仁君） これに載っているのは２８年。 

○６番（徳田栄邦君） ２８年。いまは、一般財調で全部合わせて３９億、それからあ

そこに１９億、５７億位だというふうに。ちょっと私の記憶違いかも分かりませんけ

れども。とにかくその、先程、小川さんが言ったようにやっぱりきちんとした財政を

考えるのであれば、いまのシミュレーションからぼっていって、じゃあどうなのよっ

て、１０年先に２０年先は分からないですから、１０年先はどうなのよって言った時

に、起債の償還と利子を合わせて、いまのところ大体６億から多くても７億位の償還

で収めているから、理事者はこの程度の公債費であれば払っていけますし、一般会計

にそんなにしわ寄せが来ませんよって言う説明をしているわけですけれども、いま山

崎君が言ったように、人口が減っていって扶助費がどんどん増えていった時に、生産

人口が上がっていけば良いんですよ。生産人口が落ちてきた時には、当然、税関係は

落ちてくるわけですから、そうしますと国だっていまのどんどんどんどん国債発行し

ているけども、最後のしわ寄せは地方交付税の総額が今年で３，８００億でしたかな。

間違ったらごめんなさい。その位に抑えられているわけですから、これとて伸びる要

素があまりないわけなんですよ。だからくどいようですけども、ただ決算出てきた数

字が単年度こうだからということで、議論もなしにやっぱり承認するんでなくて、や

っぱり普段から予算の時も目的別の全部パーセントとか全部出てくるわけですから、

これらをやっぱり普段からみんなで勉強しながら、じゃあ、この予算構成がどうなの

よ、それが決算にいった時どうなっているのよ、そこをもっとやっぱり勉強していか

なければならないと思うんですよ。ここをずっと見ていますけれども、私は監査委員

ですから言う立場にないんですけれども、決算の時にあんまり議論がない中で、承認

がされているわけですけども、もうちょっとやっぱりその辺の数字というものを、ど

うしてこういうふうになるんだということを、きちんと理解していかなければならな

いんですよね。だから普段から扶助費の伸びがどうなのか、それから給料の伸びがど

うなのか、それから給料がどうなのかって、義務的経費の動向っていうのは、これか

ら益々大事になっていくと思いますので、その辺を今年度の予算から注意深く見てね、

それで予算出てきたあとに勉強会でも開いて、この予算は果たして良いのかどうなの

かってそういうとこまで議員としては勉強していくべきだと思います。何か取り留め

のないようですけど、以上です。 

○委員長（川上絹子君） いま、徳田君から色んな数字の面で、暫時休憩します。 

 

休憩 １５時４３分 

開議 １５時５４分 

 

○委員長（川上絹子君） それでは休憩を閉じ開議いたします。 
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  いま、ある程度意見が出されてきましたけども、あと財政と防災に関してこれだけ

はもう少し言っておきたいという意見を言い足りないところを述べてもらって、あと

きょうの委員会を閉じる方向に向かっていきたいと思うんですけども。あともう少し

これだけは言っておきたいという人おりませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 先程、財政それから前段で防災についても発言をさせてもら

ったんですけれども、防災の拠点、避難所を整備する。これは当然です。昨日出た、

津波のことを考えたら、近隣、隣の町では大変な事態になっているんだろうなって思

います。総務課長が何かライブで出ていましたけども。大変だと言っていました。今

金はって言ったら、地震だけではなくて、やっぱり水防もあるし色んな災害が想定さ

れている中で、この町の機能を維持することは、どこを考えれば良いんだっていうん

ですよ。町の機能、中心機能を担うのは。やっぱり先程も言いました、私はこの役場

だと思う。この役場が恐らく耐震診断をやったら一番最初に改築をしなければならな

いような状況じゃないかなと思う。これに手を付けず、これ診断したら恐らくすぐや

らなければならないかだからやらないんだって言う話を以前どっかで聞いたような

こともあったんですけども。やっぱり町民の生命・財産を守りそれから防災の拠点と

なる、指揮命令を出して行く、これ動き方は色々あると思うんです。先程、議会もこ

の中に入ったら良いんじゃないかという発言もありましたけれども、やっぱりそうい

う防災の指揮命令系統というのは、私は１本で集中的にやるべきものだと私は思って

いる。その拠点というのはどこだっていったら、私は避難所ではないんですよ。やっ

ぱりこの役場なんです。この役場に役場職員が一応有事の時は集まって、ここで情報

収集をしながらいざという時に対応をする。このことを恐らく地震なんかは来ないん

だろうなと思っている方がたくさんいると思う。たくさん地震は来ないんだろうなと

思う中で、建物を建てる時に耐震がと言っている。地震があって、耐震のことを考え

るのなら、ここが一番最初です。ですから、優先順位って言うんですか。先程、町が

示した財政健全化推進プログラムの中では、３３年度以降ということでなっています

けども、私はこれ中々理事者も職員もこのことは言えないと思うけども、議会がこの

ことを指摘して、やはり防災の拠点たるものはしっかりもつように、こういうことも

是非、考えの中で出せれば良いのかなと思うんですけれども。 

○委員長（川上絹子君） いま、山崎議員から防災の拠点であるこの役場の大切さを、

もう一度見直していただきたいという、考えるべきだという意見がありました。先日、

田代方面の方が避難場所が体育館になっているけど、ああいう橋の状態で、どうやっ

てそこに行けば良いんだって、なんか食ってかかってこられてとっても答弁に困った

んですけども。そんなこともみんな興味がないんではなくて、本当に興味があって不

安がって色んなことを想定して考えているんだなと、その時は良く感じました。です

から私たちもやっぱり町民の不安を少しでも取り除けるように色んな面で考えて、そ

ういう情報も町民の方に流してく、議会ではこう考えていますということを流して行

けるような議会でありたいなと思っています。あと意見もう少しこの点は話をしてお
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きたいということがありませんか。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） これからの防災と財政についてという特別委員会のまとめの

中で、その防災と財政をまとめた中であれするのであれば、私は先程、山崎議員が言

ったように、その防災の指揮を執る本部これが役場だろう。それは、熊本の地震の宇

土市の市の庁舎が５階建てが全部使えなくなってしまった。それで指揮が執れなかっ

たって言う部分であるわけですから、そういう順序もきちんと踏まえながら、この防

災の方で言われたその耐震化の要するに町有施設の中で順序を決めて、そして全部そ

の中から前後の順番を決めてあれするという、総合的な判断から、これを進めて行か

なければならないという意見がありましたので、私もそのとおりだなというふうに思

います。財政を鑑みながら、今回、特別委員会の中でもって、財政についても勉強さ

せていただきました。そして、この地震に対する私も認識を新たにした一人です。で

すから今回の特別委員会のまとめを報告する時には、議会としてそういう地震の耐震

化に向けたシミュレーションもあるでしょうし、そういうところをきちんと特別委員

会として出していただきたいなという思いで、議会の財政を含めて考えていただきた

いというまとめにしていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（川上絹子君） いま、意見が出されました。防災の時の指揮の拠点というこ

とで、多くの方の意見が出されています。また、防災の指揮を執る拠点でもあります

し、職員の命を守る拠点にも、何があっても家庭を顧みず、ここに集まっていただい

て、いち早く走って歩いてくれる職員のやっぱり命のこともありますので、そういう

面でやっぱりこの役場庁舎のことも、本当に考えていかなければならないだろうなと

思っております。それでは他に意見ありませんか。特にないようですので財政につい

て終わります。 

 なお、委員の皆様から出された意見を基に、正副委員長と事務局で委員会調査報告

書を作成し、次の委員会で報告内容の確認をしていただきますが、それでよろしいで

しょうか。 

 （異議なしの声あり） 

  ご異議がないようですのでそのように決定いたします。 

  次回の本委員会は２月２０日、午後１時３０分からの開催といたしたのであります

がご異議ございませんか。 

  （異議なしの声あり） 

ご異議がないようですのでそのように決定いたします。 

他にございませんか。 

  特にないようでしたら、議件１を終わります。 

  次に、議件２その他を議題といたしますが、委員の皆様から何かございませんか。 

   

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（川上絹子君） ないようですので、本日の特別委員会はこれをもちまして、
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閉会といたします。 

  ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

閉会 １６時０３分 
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