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産 業 教 育 常 任 委 員 会 

 

期 日 平成３０年２月２７日（火） 

時 間 午前１０時００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３０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 

  



- 3 - 

 

開議 １３時３０分 
 
    ◎委員長あいさつ 
〇委員長（向井孝一君） おはようございます。 
  大変今年に入りまして寒さと大雪が続いた中で、いつになったら春が来るのかなと

いう感じでこんにちまで来ました。 
  きょうは何となく朝から本当に何カ月ぶりに朝から太陽さんが見えたという、すば

らしい１日になったわけであります。 
  今年は、本当に３０年度のきょうから予算審議をするわけでございますけども、色

んな課題、色んな問題もあると思いますけれども、３０年度予算に向けて皆さんから

活発な質疑をいただけるように進行してまいりますので、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。 
  また後程、きょうは森林組合の総会ともぶつかっておりますので、後程休憩に入り

ました際に、詳細な説明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
    ◎町長あいさつ 
〇委員長（向井孝一君） 町長が出席しておりますので、町長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） おはようございます。 
  常任委員会に際しまして、私の方からごあいさつさせていただきたいと思います。 
  いま、委員長の方からも天候の話がありました。 
  昨年のこの本常任委員会におきましては、例年にない少ない降雪量と吹雪も少なく、

農業での安定的な水の確保が心配され、様々な工事や農作業等が早くに手を掛けられ

るという話題を含めたあいさつでありました。 
  しかしこの一変したこの冬でありますが、降雪と吹雪等に見舞われております。 
  ちなみに、先週の２月の２３日現在での積算の降雪量、どれくらい降ったかという

ことの積み上げをした数字でありますけれども、昨年の同じ２月２３日は２メートル

５８センチでありました。今年は、５メートル２８センチであります。 
  積雪の深さといいますか、当然溶けるわけですけども、溶けて常時いくらくらいあ

るんだということが積雪の深さというわけですけども、これにつきましては昨年の同

じ日は４４センチでありましたが、今年は常時１メートル２０という倍の数値を示し

ています。 
  そういうことから今後におきましても適切な除排雪を行なうための除雪費の補正

を提案しているところであります。 
  ちなみになりますが、国におきましても大変この全国的なこういう状況が続いてい

るということから、特にいまいったようなところの積雪、どれくらい降ったかという

積算が１メートル以上越しているところ、加えて平年から比べてどのくらいの雪が降
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っているか、１．３２倍降っているところについては特別交付税の繰上を行ないます

よということで、そういう措置をされています。 
  既に今金町も通知がきておりますけども、４，５００万のお金が振り込まれた。 
  これはプラスではなくて、あくまでも払われるであろう特別交付税の一部を前倒し

で交付するという話であります。 
  道庁の方に顔を出しておりますけども、特交の要請はこの間しているわけでありま

すが、いまいわれたように全国的に積雪の問題がありまして、中々この地域だけ上乗

せということも難しい状況に当然あるわけでありますけども、少しく推移を見守りた

いと思っております。 
  なお、今定例会におきましては、今金町の教育委員の人事案件を提出しております

ので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 
  行政報告及び執行方針におきまして、様々な事項について示しておりますが、予算

審議を通じてご意見、ご提言等をいただき執行に努めてまいります。 
  今定例会に提案いたします３０年度の予算編成にあたっては、各種計画等への掲載

事業や喫緊の重要課題に向けた事業精査と新たな取り組みについても関係機関、団体

等の意見反映をして調整を図ってきているところであります。 
  歳出につきましても、しっかりと積算をして計上し、歳入は厳しく予想して調整し

た予算を基に、執行段階で更なる精査と歳入確保に心掛けてまいります。 
  報告と状況を含めた今後の課題について、あいさつをさせていただきます。 
  報告でありますが、株式会社Ｊウインドウせたなによる風力発電送電線工事に関し

てであります。 
  昨年の台風１８号復旧工事の影響で南岸線の埋設工事が予定より延期され３月か

らの着工と聞いております。 
  １２月１８日の住民会議、更に南岸沿線住民の会メンバーのお一人が役場に来られ、

歩道部分の埋設を深くしてほしいということと、定期的な電磁波調査の際に立ち会わ

させてほしいという要望をされました。 
  このことについて、１２月２７日にＪウインドウせたなの社長さんと面談をした際

に、私の方からもきちんとその意向を伝えたところでありますが、八雲簡易裁判所に

おいて調停中であるため、即答はできませんということでありました。 
  そのごでありますけども、この調停につきましては１月２２日に不成立になったと

の報告を受けているところであります。 
  この間、私も３０年度に向けまして、事業等、予算要請を行ってきている中で、改

めて感じてますことは国全体の総額予算が増額していることから、新規、更新問わず

に採択要件の基準がとても厳しくなり、単に順番待ちということにもならない状況に

なってきております。 
  その顕著な例が農業関係事業のハードルの高さであります。 
  現状維持の計画では採択にはならず、生産量、生産額を高める、そのために規模を

大きくして収益性を求めるということであります。 
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  改めてしっかりとした根拠や計画性と早い段階からの提案が求められております。 
  また、文部科学省予算の厳しさも予想されます。 
  東京オリンピックが終了しますと情勢は変わるとは思われますが、そのごは札幌オ

リンピックという動きもあることから、厳しさは変わらないと思います。 
  現在、建設中の総合体育館予算におきましても優先度を高めて復活したという経過

があります。 
  このことから、今金中学校の建て替えについても、全国相当数の計画が見込まれて

おり北海道における優先度も確保することで、早急な対応が必要であります。 
  この度、町有公共施設等整備に係る検討を行い方向性の原案を作成しました。 
  原案を基本に調査研究や事務を進めてまいりたいと考えております。 
  そのためには、議会におかれましても常任委員会の枠を超えて、特に中学校の立地

場所の調査検討と提案等をお願いいたしたく考えており、改めて議長を通じて要請を

させていただきます。 
  なお、１３時３０分から森林組合の通常総会があり、私の出席について休憩措置の

ご配慮いただきましたことにつきまして、感謝を申し上げます。 
  特に、この状況でありますが、新たな整備対策と森林環境税の取り組みについて議

論されておりまして、重要な時期であるわけであります。 
  この対策は市町村が主体となって実施する様々な事業、間伐事業含めて様々な事業

があるわけでありますけども、その事業に対する財源が充てられる制度でありまして、

この基準は国有林だとか道有林だとか町有林には対象にならないんです。 
  あくまでも民有林の面積に対して国から配分がくるということで非常に重要な要

素であるわけであります。 
  そういう取り組みの中でも既に国から言われておりますのが、市町村長から色んな

機会を通じてアピールして下さい。 
  特に民有林で整備をしていないところ、手を掛けていないところ、加えて森林組合

に加入しないで管理をしていないところ、それについては一生懸命声をかけて下さい

という、そういう発信が当然あるわけであります。 
  そういう時期でありますので、きょうの森林組合の総会には是非、参加をさせてい

ただいて、その話をさせていただこうかなと思っていました。 
  これから詳細について３０年度の税制改正の中で、いま与党の方で提案している部

分でありますので、詳細が決まり次第また議会の方にも様々な資料を提出してまいり

たいと考えておりますけども、まずはその呼びかけのスタートになるきょうの森林組

合の通常総会にご出席をさせていただくご配慮に改めて改めて感謝を申し上げまし

て、私の方からあいさつとさせていただきます。 
  このごに提出議案の説明及び概要について説明をいたしますので、ご審議をお願い

いたします。 
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    ◎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。 
  ３月定例会に提案する案件について、副町長より説明があります。 
  副町長、中島君。 
○副町長（中島光弘君） おはようございます。 
  それでは平成３０年第１回定例会に提案を予定しております案件について説明を

申し上げます。 
トータルで３２件の案件がございます。 

  同意案件が１件で同意第１号、今金町教育委員会委員の任命について、新たに条例

を制定しようとするものが２件であります。 
  議案第１号、今金町債権管理条例制定について、議案第２号、今金町指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定について。 
  条例の全部を改正しようとするものが１件で、議案第３号、今金町個人情報保護条

例の全部を改正する条例制定について。 
  条例の一部を改正しようとするものが１２件であります。 
  議案第４号、今金町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例の一部を改正する

条例制定について。 
  議案第５号、今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について。 
  議案第６号、今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定について。 
  議案第７号、今金町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について。 
  議案第８号、今金町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て。 
  議案第９号、今金町介護保険条例の一部を改正する条例制定について。 
  議案第１０号、今金町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定について。 
  議案第１１号、今金町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定について。 
  議案第１２号、今金町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について。 
  議案第１３号、今金町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について。 
  議案第１４号、今金町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例制定について。 
  議案第１５号、今金町観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

制定について。 
  次に、指定管理者の指定案件が１件で、議案第１６号、プラザ２１に係る指定管理



- 7 - 

 

者の指定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８件であります。 
  議案第１７号、今金町一般会計補正予算（第１１号）。 
  議案第１８号、今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第５号）。 
  議案第１９号、今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）。 
  議案第２０号、今金町介護保険特別会計補正予算（第５号）。 
  議案第２１号、今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第４号）。 
  議案第２２号、今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第５号）。 
  議案第２３号、今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）。 
  議案第２４号、今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）。 
  続いて、平成３０年度の一般会計をはじめ、各特別会計予算が８件であります。 
  議案第２５号、今金町一般会計予算。 
  議案第２６号、今金町国民健康保険特別会計事業勘定予算。 
  議案第２７号、今金町後期高齢者医療特別会計予算。 
  議案第２８号、今金町介護保険特別会計予算。 
  議案第２９号、今金町介護老人保健施設特別会計予算。 
  議案第３０号、今金町国民健康保険特別会計施設勘定予算。 
  議案第３１号、今金町簡易水道事業特別会計予算。 
  議案第３２号、今金町公共下水道事業特別会計予算。 
  以上、３２件であります。 
  それでは今年度の各会計の補正予算及び新年度予算につきましては、こののち所管

課より説明をいたしますので省略させていただき、同意案件、条例制定、条例の全部

改正、条例の一部改正、指定管理者の指定について、提案理由を申し上げます。 
  同意第１号、今金町教育委員会委員の任命につきましては、平成３０年３月３１日

をもって任期満了となる同委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 
  議案第１号、今金町債権管理条例制定については、町税などの強制徴収債権を除く

町の債権の管理に関し、その督促、強制執行等に関する措置、その他の必要な事項を

定め、その管理について一層の適正化及び効率化を図るため、本条例を制定しようと

するものであります。 
  議案第２号、今金町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め

る条例制定については、介護保険法の一部が改正され、平成３０年４月１日より指定

居宅介護支援事業者の指定が都道府県より市町村へ移譲されることから、申請者の要

件等について本条例を制定しようとするものであります。 
  議案第３号、今金町個人情報保護条例の全部を改正する条例制定については、行政

機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報の定義の明

確化及び要配慮個人情報に関する規定の新設のため、本条例の全部を改正しようとす

るものであります。 
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  議案第４号、今金町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例の一部を改正する

条例制定につきましては、平成３０年度の国保制度改革により、保険給付に要する経

費は北海道からの交付金により全額が賄われることから、基金設置の目的について

「国民健康保険事業の安定に資するため」とする文言整理のため、本条例の一部を改

正しようとするものであります。 
  議案第５号、今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につきましては、

平成３０年度の国保制度改革により、北海道が示す標準保険税率を参考とする税率改

正を行ない、賦課方式を４方式から３方式へ移行することから、本条例の一部を改正

しようとするものであります。 
  議案第６号、今金町学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定につきましては、

平成３０年度の入所申し込みにおいて定員を上回る状況となり、現施設での対応が困

難なことから、近隣施設を活用し、子育て支援の充実を図るため、本条例の一部を改

正しようとするものであります。 
  議案第７号、今金町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定については、平成

３０年度の国保制度改革により、事業主体が北海道となることから、これまでの国民

健康保険運営協議会の名称が使用できなくなることを受け、引き続き名称が使用でき

るように本条例の一部を改正しようとするものであります。 
  議案第８号、今金町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定につき

ましては、平成３０年４月１日より国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行及

び高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の２の規定が新設され、従前の住所の市

町村の保険者として住所地特例の適用を引き継ぐことと規定されたことから、本条例

の一部を改正しようとするものであります。 
  議案第９号、今金町介護保険条例の一部を改正する条例制定につきましては、第７

期今金町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画に基づき、平成３０年度から平成３

２年度までの保険料率を改正するとともに、市町村の質問検査権の範囲が拡大された

ことから、本条例の一部を改正しようとするものであります。 
  議案第１０号、今金町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定については、平成３０年１月１８日に交付された、平成３０

年基準改正省令の改正により、指定介護予防支援の事業の基本方針等が追加されたこ

とから、本条例の一部を改正しようとするものであります。 
  議案第１１号、今金町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定につきましては、今金町指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例制定にあたり、本条例において事業申請者

の資格を規定していることから、新たに指定居宅介護支援事業を追加するため、本条

例の一部を改正しようとするものであります。 
  議案第１２号、今金町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきましては、平成３０年１月１８
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日に公布された、平成３０年基準改正省令の改正により、認知症対応型通所介護の基

本指針が示されたことから、本条例の一部を改正しようとするものであります。 
  議案第１３号、今金町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきましては、平成３０

年１月１８日に公布された、平成３０年基準改正省令の改正により、認知症対応型通

所介護の基本指針が示されたことから、本条例の一部を改正しようとするものであり

ます。 
  議案第１４号、今金町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例制定につきましては、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、主任介護支

援専門員の定義に変更が生じたことから、本条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 
  議案第１５号、今金町観光施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

制定につきましては、国の地方創生拠点整備交付金を活用し、休止中のプール棟を改

修したことにより、施設名称を変更するため、本条例の一部を改正しようとするもの

であります。 
  議案第１６号、プラザ２１に係る指定管理者の指定につきましては、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。 
  よろしくお願い申し上げます。 
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。 
  質疑ありませんか。無いようですので次に進ませていただきます。 

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） おはようございます。 
  最初にお詫びと訂正をさせていただきたいと思います。 
  本日、正誤表をお配りしております。 
  これには３つありまして、まず１番上なんですけども上段につきましては議会資料

に同封しましたまちづくり推進課の方でまとめている資料でありますが、新年度実施

事業の概要というものがあります。 
  それの２４ページ、鳥獣被害防止対策補助金があります。 
  その補助金の上限なんですけども、記載上では２０万円となっておりますが、１０

０万円に訂正していただきたいと思います。 
  それと同じ資料なんですけれども、一番最後のページに新年度実施事業の概要の一

番最後のページになりますが、政策事業調書がつけております。 
  これにつきましても鳥獣被害防止対策補助事業でありますけれども、これについて
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も内容等に不備がありましたので、追記又は訂正させていただきました。 
  それを本日お配りしておりますので、差し替えをお願いしたいと思います。 
  それと３つ目なんですけども、本日説明いたします産業教育常任委員会資料の８ペ

ージにも、いま説明いたしました政策事業調書をつけております。 
  これにつきましても、先程の本日お配りしました事業調書を基に説明させていただ

きたいと思いますので訂正させていただきたいと思います。 
  大変申し訳ございませんでした。 
  農林振興課では、説明事項が２件、それから報告事項が４件について説明させてい

ただきます。 
  説明につきましては、中里課長補佐から説明いたします。 
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） 農林振興課長、川平君。 
〇農林振興課長（川平秀明君） 大変申し訳ございませんが、もう一か所訂正をさせて

いただきたいと思います。 
  産業常任委員会のいまの資料の７ページでありますけども、新年度予算の中で７ペ

ージの中段の辺りに負担金・補助及び交付金のとこにあります、美しい森づくり基盤

整備交付金、その下の鳥獣被害防止対策補助金という項目がありますが、その左側の

方にうすく矢印のようなものをつけておりますが、これはこちらの方の間違いであり

ましたので、削除していただきたいと思います。 
  大変申し訳ございませんでした。 
〇委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 
  只今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 
  村上君。 
○８番（村上忠弘君） 新たな新年度事業ということで、訂正ということで差し替えと

いうことで出されましたが、この中でまず被害面積が１６ヘクタールですか、という

その根拠についてまずお聞かせ下さい。 
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） 政策事業調書のこの面積についてでありますが、当初

この予算を組む時のアンケートの状況で約熊の被害が約１６ヘクタールでありまし

た。 
  ですので、この中では１６ヘクタールという書き方をさせていただいておりますが、

その中では単純には５６万９，８０８円ということですので、若干アンケートが未回

収が多かったことも考慮いたしまして、予算額につきましては１００万円というふう

にさせていただきました。 
〇委員長（向井孝一君） 村上君。 
○８番（村上忠弘君） 分かりました。助成対象の部分についてなんですけども、その

対象額が５０万以上、５０万以上の掛かった部分という下限設定なんですけども、５
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０万以上ということになれば、いまここで大体見ているのが１ヘクタール約１２万で

すか、要するに４ヘクタール以上対策しないとまず該当しないということ。 
  これって要するに１ヘクタール、２ヘクタールでやるという人はどういう扱いにな

るんですか、はっきりいって。 
  まず補助対象にはならないということですよね。 
  私はこれはリフォームだとか、それから農業基盤の部分だとかって、そういう補助

対象とはまた全く別な考えをしなければならないのではないかと私は思うんですよ

ね。 
  なぜかと言ったら、この辺の熊、鹿だとかって出るのは一部の限られた地域の人方

なんですよ。 
  その人方を今回救おうという形であれば、もっと下限設定というのは持つべきじゃ

ないと私は思うんです。 
  ですからこの提案では私は納得できないというふうに考えているんですけども、そ

の辺どうですか。 
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） 下限設定の５０万につきましては、事業の本来の趣旨

は違うかもしれませんが、産業基盤ですとか、他のものの下限設定にある程度合わせ

た形をとっております。 
  それとあのこの電牧の費用に関しましても、当初、物凄く高いものだというふうに

想定していたんですが、段々調べていくと大体１ヘクタールあたり１２万円程度でで

きるのであれば、ある程度自分の例えば農作物を守るのであれば、自己責任の中であ

る程度できるのではないかというふうに考えておりました。 
  ただ、それが物凄い広い面積ですとか、あと何か所も必要だということであれば、

それについては支援をしなければいけないのではないかなという前提のもとでこう

いう形を作らしていただいております。 
〇委員長（向井孝一君） 村上君。 
○８番（村上忠弘君） 自己責任って、それはちょっとどうかなと思うんですよね。 
  鳥獣、熊、鹿にしても、はっきりいって出るところ、出ないところがあって、出る

ところについては自己責任でやれっていうこと。 
  先程も言ったように、農業基盤だとかそういうところについては全員が該当になる

部分なんですよね。 
  出ないところについてはさ、全く該当、該当というより要するにあれですよね、な

んも被害も何もないんだから、本来ならそういう被害のあるところについて、そうい

うふうにしていま困っている状況があるっていうことで、同僚議員の一般質問の中に

もあったように、そういうふうにして何とか行政として支援できないのかということ

なんですよ。 
  今回こういうふうにして新規事業の中でそういった部分が出されてきたと、私は非

常に良い取り組みだなと思って見ていたら、きょう差し替えでこういうふうにして下
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限設定があると、補助の２０万の上限はそれはそれで良いかもしらんけども、掛かる

部分についての設定というのはこれはちょっと考え直してほしいというふうに私は

思うんです。よろしくお願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 
○副町長（中島光弘君） 考え方と言いますか、基本になったものについて調書の中で

も設定をした部分とそれからいま担当課としての考え方と言いますか、制度設計につ

いて説明をさせていただきました。 
  昨日の総務厚生常任委員会の中でも、まちづくりの中にこの資料が載っているもん

ですから、そのことに対してもご意見をいただきました。 
  これは本会議で皆さんから改めて色んなご意見をいただいて、今回特に農協の方も

これに対する対策を一緒にという方向も少し聞いておりますし、予算化をしておりま

すので、本会議の中で議員の皆さんから色んなご意見を聞いた中で、いまここで全部

訂正するとか、変えるというのは少し提案しておりますので、ちょっと不自然であり

ますけれども、当然そういう要素も加味して町長の方に相談をしてというふうになる

というふうに思っておりますので、皆さんというか村上議員の意見については承りま

したので、また改めて本会議の中でご指導やら色んなご意見をいただければというふ

うに思っております。 
〇委員長（向井孝一君） よろしいですか。 
  上村君。 
○１１番（上村義雄君） この鳥獣害被害というのは、現実の農作物の被害というこ

ともありますけれども、人間の精神的被害というのが、このリスクが非常に高いと

いうことを考慮いただきたいなと思うわけです。 
  これは大正末期ですか、大正時代に苫前のその開拓の集落が人身事故があり、真

冬です。真冬の時の人身事故、女性が殺される、大事件になったわけですけども、

いまでもその苫前にはそれの事件の資料というのがあるようです。 
  私も行ってみようと思っておりますけれども、その集落はもう全滅してそこから

撤退してしまったということです。 
  ですからこの鹿とか熊とか出る地域というのは、野原のど真ん中では出ないんで

す。 
  山間の条件の悪いところで皆さん努力して作っている、そういうところに熊にし

ても鹿にしても人の少ないところに出て、美味しいものを食べようとするのは熊も

鹿も生きていかなければならないわけだから、それは当然でしょうけれども、しか

し、それらのそこで営農している人方の心の痛手というか、こんなにあれだったら

というふうなことから、これは北海道ばかりではなく、内地、府県ではイノシシの

部分が非常にあるようでございますけども、そういったことも考慮しながら、やは

り被害が大きい少ない金額の大小ではなくて農業を継続して、そして将来に繋げて

いこうという思いを考えた時に下限を設けてどうこうじゃなくて、少しでもそうい

うそこで頑張って下さいという応援という意味合い込めていただいて、その補助、
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町長もそこらあたりには一般質問の中で決断されたことだろうと思いますけれども、

そういったことも加味されて同僚議員のいま質問されたことがあります。 
  それらも今後の検討の課題としてとらえていただければと思いますが、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） 理解をしたいと思っています。 
  確かに今金にも数年前まで鹿なんていませんでしたから、刻々と状況が変わって

いるというのが１つありますし、生産物の被害と同時に生命に関わってくるような

部分もありますので、当然そういうことも加味した中で、ご意見として伺っておき

たいと思っております。理解はしたいとは思っております。 
  よろしくお願いいたします。 
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。 
  村上君。 
○８番（村上忠弘君） ３０年度の新年度予算の中で水稲直播面積拡大推進の部分が

ですね、昨年度で終わったという説明なんですけど、昨年、何の前触れもなく今年

いきなりなくなったということなんですけども、何かその辺問題でもあったんです

か。 
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） 水稲直播の事業につきましては、全ての農業予算そ

うなんですが３年に１度見直しをかけております。 
  その中で次年度に向けてどうするかという協議を去年の春から続けておりました。 
  実際のところ、これ事業実施主体となっているのが直播研究会があります。 
  それとその事務局をやっております農協もありまして、その辺と最終的に色々協

議を重ねたんですけども、あまりその辺の要望がなかったという実情があります。 
  それと直播に対する今後の方針というものについてもあまりよく見えてこないと。 
  それと拡大していくのかどうしていくのかというところがしっかりできない状況

で、そのような形の中で最終的には要望がなかったという形でありますので、落と

させていただいたという形であります。 
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。 

ないようですので、農林振興課の質疑を終わります。 
暫時休憩をいたします。 
 

休憩 １０：５９ 
開議 １１：１０ 
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〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
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２件、報告事項１件についてご報告申し上げ

ます。報告にあたりましては室次長 伊藤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。 
  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。 
  徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） 支払基金の積み立てを止めた理由を教えていただきたいと思い

ます。 
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） 徳田委員のご質問でございますが、２５節、

積立金における今金町国営緊急農地再編整備事業支払基金の積立金でございますが、

例年５，０００万という形の中で積立金を積み込んでまいりました。 
  今年度につきましては、当初予算としては計上はいたしましたけども、町一般会計

の収支バランス等を考慮して、今後、補正予算等の機会の中で財政当局と調整をしな

がら計上してまいりたいというふうに考えてございます。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） かかるものはきちんと当初で見るべきなんですよね。 
  これは毎年５，０００万ずつ積むって言って、議会に報告しているわけですから、

やっぱり収支のバランスを見込んでって、これから補正で当然組まなきゃならないわ

けで、これ議会との約束ですからね、毎年積むというのは。 
  その辺のところをきちんとやっぱり、それでなくても備考資金から３億５，０００

万程取り崩して、今年の収支予算組んでいるわけですから、それが４億になっても別

に構わないわけでね、議会との約束事はですねきちんと守っていくように私はするべ

きだと思いますので、早い機会にきちんと補正を組んで、積立するものは積立するよ

うにしていただきたいと思います。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） 議会との約束ということでは理解もしておりますし、それか

らこの積み立てを止めるという意味ではありませんし、早い時期に、早い時期と言う

と補正になりますけども、この位置付けはするということでお約束はしたいと思って

おりますので、いずれにしましても国営の大事業につきましては当然一定程度終わっ

た時に返還金なり、返していくということが出てきますで、色んな事業を計画してい
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く上でもきちんとした積立をして行こうというのは議会とも共通理解していること

だと思っておりますので、早い段階で補正予算ということで位置付けをしたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 
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。 

それでは農業委員会からは、説明事項２件、報告事項９件について説明をさせてい

ただきたいと思います。 
  （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。 
  只今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 
  ありませんか。 
  上村君。 
○１１番（上村義雄君） ちょっと確認というかしたいんですが、新規就農が出てる、

年度ごとに３人、４人、２人というような形で出ているんですけども、その新規就農

の状況と現在の営農についてのそういう部分が把握できたらお知らせいただきたい

と思いますけど。 
〇委員長（向井孝一君） 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） この表にはですね、８ページでございますが、

平成２４年から２９年までの件数が載せられております。 
  これらの部分につきましては、平成２５年で４件ありますが、そのうちの１件が都

合により現在農家の方はやっておりません。 
  それ以外の届出されている部分につきましては、現在も就農しております。 
  以上でございます。 
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。 

な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） お疲れ様です。 
  私どもの方からは、説明事項４件、報告事項２件であります。 
  資料の説明につきましては、田中課長補佐より説明いたしますので、よろしくお

願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 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ところで休憩に入ります。 



- 16 - 

 

  当初、休憩は２時までという予定でありましが、皆さんの方からせっかく森林組合

の総会であいさつ終ってすぐ来るのはどうかという意見もありましたので、２時３０

分まで休憩にしたいと思います。 
  よろしくお願いいたします。 
  それとですね、午後から上村議員につきましては森林組合の理事ということでござ

いますので、欠席をしますのでよろしくお願いいたします。 
 

休憩 １２：００ 
開議 １４：２７ 

 
〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
  午前中のまちひと交流課より説明が終わりましたので、只今の説明に対して質疑が

あればお受けいたします。 
  加藤君。 
○３番（加藤三明君） まず１点、今金温泉のいま現在取り組んでいるボーリングの進

捗状況が分かる限りちょっとお知らせいただきたいんですが。 
○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。 
  まず井戸の掘削状況でございますが、２月末日の工期で当初計画をしておりました

が、中々８００メートルを超えてから硬い岩盤にあたりまして、工期を延長してござ

います。 
  工期が２月２８日ということで当初計画をしていたんですが、３月２３日までとい

うことでいまも掘削状況となっております。 
  また、当初１２時間の掘削を予定しておりましたが、中々先程話したとおり硬い岩

盤でありますので、２４時間体制で少しずつ、夜中は少しずつ掘削するという状況で

対応しておりまして、３月２３日の工期として、いま現段階では掘削状況としては９

２８メートルまで掘削しておりますので、ご報告いたします。 
〇委員長（向井孝一君） 加藤君。 
○３番（加藤三明君） 何か相当ご苦労をしているという話は聞いておりましたけども、

それでいま現在では分からないだろうけども、予定しているような期待のできるよう

な温度なりお湯の質あたりがどうなのか、いま現在分かる限り報告をお願いしたいと

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） お答えいたします。 
  いまご質問をいただいた内容につきましては、あくまでいま１０００メートルを掘

削するという予定で進めておりまして、１０００メートルを掘削しないと揚湯試験で

すとか、坑内の検査ができない状況でありますので、いずれにしましてもまずは１０

００メートルを掘削すると。 
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  そこから検層、揚湯試験をやってうちが要望している毎分７５リッターの４５度程

度というのを要望していまして、その湯量、温度がとれるところでストレーナーとい

いまして、水筒を切った管を入れてそこから揚湯するという状況でございます。 
  ですので、いまの状況では坑内の状況が分からないという状況でございます。 
〇委員長（向井孝一君） よろしいですか。 
  加藤君。 
○３番（加藤三明君） 分かりました。同じ温泉のことで、美利河のプールのあとのリ

フォームの件について、ちょっとお聞きしたいんですけども、お聞きというか思いも

ありまして聞きたいんですけども、いま現在オープン後にはどのような使用目的を考

えていることがございますか。 
  例えば団体でなければダメだ、人数が何十人以上でなければダメだとかという制限

的なこととか、色々営業にあたっての思いはあると思いますけども、いかがでしょう

か。 
○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） いまも現在も工事中でございまして、２月の末、

今月末ですけども工期が終わろうとしております。 
  ３月に入りまして検定等々ありますので、そのうち引き渡しということになります。 
  いま現段階ではクアプラザピリカと４月からの営業に向けて、どういう営業体制が

いいかということは協議しております。 
  また、１２畳の部屋が３つございます。 
  これはビジネスで来られる方も１人でお泊りになれますし、ファミリーの方も予約

を受け付けますし、それ相当の宿泊施設として、用途として使用して行こうかなとい

うように考えております。 
  また、４０畳程度の大広間がありますけども、こちらの方は会議だったり、研修会

だったり、合宿だったりということで使用用途を決めようかなと思っています。 
  また地域住民並びに近隣住民の皆様がバスできた場合の休憩所とかにも利用した

いなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（向井孝一君） 加藤君。 
○３番（加藤三明君） それでですね、私なりの色々と懸念していることがあるんです

けども、あくまでも私の懸念ですから、昨年の暮れに４０人くらいで利用しまして、

何か聞いてれば大広間はできたは良いんですけども、あそこで調理的なことは考えて

いないというような話は聞いているんですけども、仮に団体が入りまして、あの部屋

を使ったとしたら、いまの調理室から運ぶということになろうかと思います。 
  そうなると相当色んな支障が、問題が出るんでないかなというような懸念がするん

ですけども、暫定的なことでも対応するようなことは考えていないんですか。 
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） この点もですね、受け入れ人数にもよります。 
  レストランの方で食事をしていただくというのは原則だと思います。 
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  ただ大人数で団体客が来られた場合には、昼食ですとか、夕食ですね、そういう場

合は一人一人の料理中々できませんので、運んでくるというのは手間ですから、例え

ば弁当方式でやるとか、そういった工夫はできるのかなというふうに思いますので、

その辺はクアプラザピリカと協議いたしまして、どういう方向が良いのかちょっと検

討させていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 
〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 
  村上君。 
○８番（村上忠弘君） ピリカスキー場のゲレンデの利活用計画について素案が出され

てきたんですけども、これは原案に向けて今後どのような日程で、日程というのか予

定で進めて行くのか、その辺お願いいたします。 
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） お答えをいたします。 
  先程、担当補佐から説明があったとおり、これまだ骨格でございます。 
  これから提案を受けて、提案を受けた観光施設事例とか色んなアクティビティーを

提案されていますので、これの提案をどれだけの経費が掛かるんだろうか、どれだけ

の財源が必要で誰がやるんだろうかとか、誰が主体となってやるのだろうかというこ

とをこの計画にそういう意識づけをするのもこの計画の一つなのかなと思っており

ますので、その中から美利河地区にあったものを、ソフトでもハードでも利用できる、

活用できるものが新規でできるものがあれば、どんどん前向きに考えていきたいなと

思います。 
  ただ、財政状況、事情もありますので、ハード事業にしろ、ソフト事業にしろ、や

っぱりルールを持って着実にですね一つ一つという段階になるのかなというふうに

思います。 
  年度が明けて６月定例会には何らかのアクションとして一つ事業展開もしたいな

というふうにいま思いはございますので、そちらに向けていまスケジュール間で色ん

な関係機関と調整をしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 
  徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） 私からもですね、このいまの関連でちょっとお伺いするんです

けども、色々ないまアクティビティーをこれから検討して何が良いのか模索している

段階だと思うんですけども、問題は宿泊施設だと思うんですよね。 
  いまのセンターハウスのところに交流棟を造って、ここに団体さんを受け入れるこ

とにしましたけれども、センターハウスの方の宿泊部門がですね、あの部屋が個人向

けの部屋になっていないわけなんですよね。 
  大人数で入るといったって、隣の声が聞こえたりなんかするようで、非常に使い勝

手が悪い、あの部屋をこれから少なくとも４人部屋にして、きちんと独立した部屋に

していくとか、そういうことも併せて考えていかなければ、センターハウスそのもの

の宿泊提供では私はお客さんは増えていかないと思うんですよ。何をやっても。 
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  泊まるところがきちんとしていなければ、人数は私はリピーターの方は来ないと思

うんですよね。 
  ですから計画を立てる時に併せてその辺のところも年次計画を持って、この辺のお

もいっきりセンターハウス自体を改修する計画等についてもそろそろ検討していか

なきゃならないんでないかと思うんですけど、いかがでしょうか。 
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） お答えをいたします。 
  徳田議員のおっしゃる意見、お客様からも聞こえてきます。 
  やはり当初建設した当時は研修宿泊施設ということで、中々壁がつけれないという

ことでスタート建築したものですから、途中、月日が経って宿泊施設という名のもと

にある程度壁を設置したんですが、その辺は薄い壁だったり、隣の声が聞こえたりと

いうことは、いま現在もあります。 
  ただ、我々もですね、いま開閉が可能な大部屋だったセンターハウス側の部屋もあ

ったんですけども、それも指定管理事業者から要望がございまして、ちゃんと個室に

していただきたいと、キャパを増やしたいという要望がありましたことから、昨年度

個室に１部屋をしたわけでありますので、おっしゃる意味合いは重々私も分かります。 
  建ててから２０数年経っておりますので、次には改修、大規模改修というような計

画もですね想定しておかなければならないなというふうに思っておりますので、その

際にですね、いま徳田議員がおっしゃられた意見も踏まえながら、宿泊施設、リピー

ターで来られる要望に応えられるような宿泊施設の確立に目指して行きたいなと思

っておりますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） 実はですね、ＴＴＮさんがですね、その辺のノウハウを持って

いるんですよね。 
  居酒屋なんかも個室の居酒屋を作る、私ども見に行きましたらＴＴＮの本社でそう

うのも飾ってありましてね、これきっともってこういうのもやるんですかと聞いたら、

やりますよと言っていますからね、そういうノウハウもあるもんですからね。 
  もうちょっとＴＴＮさんにアピールして、あんたがた好きなようにやってみません

か、見積もり取ったらどうですか。 
  あの人方、都会風の感覚でやればおそらく畳業者ですけども、その辺のやっぱりノ

ウハウも持ってますのでね、一度見積もらせてどの程度かかるんだということでやっ

てみたらどうですか。 
  あんたがた使いやすいようにするにはどの程度かかるんだと、そういうようなこと

も私は、ＴＴＮさんだって協力しないって言わないと思うんですよ。 
  ですからやっぱりもうここまできたんですから、もう逃げられないんですから、あ

んたがたどうですか、もうちょっと資本でも突っ込んでやりませんかと、少し一度ア

プローチしたらどうですか。 
〇委員長（向井孝一君） 副町長、中島君。 
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○副町長（中島光弘君） なんて言ったら良いでしょうかね、センターハウスの宿泊棟

そのものがいまのニーズに合っていないというのは私たちも認識しているんですよ

ね。 
  きょうはその話題になっておりませんけども、スキー場をどうするか１つ課題が間

違いなく出てきます。 
  そこを考えた時に冬だけではなくて夏場も含めた美利河の利活用ということでい

ま色んな提案をしてもらう、その際に使っていただいている組織だとか団体だとか色

んな人達からも意見を聞いて提案をしてもらっている。 
  それから、一方では今金中学校の子ども達と国際大学の学生達がゼミの中で美利河

を題材にした色んな提案を今回してくれました。 
  色んなものがいま揃ってきています。 
  それでＴＴＮの副社長とも話を先般いたしました。 
  私が確認をしたかったのは、ＴＴＮが指定管理を受けてもらってますけども、ＴＴ

Ｎが持っているノウハウ、それからいまイチゴ栽培を通して、うちの町に企業として

いきつきたい、そのことに対しては本当に真摯に考えてくれているわけですんで、一

番はですね、ただ町が出資をするといえばやってくれると思います。 
  多分、予算はうちで持つから色んなものをと言ったら、多分、色んな企業が手を挙

げるところもあるんじゃないかなと思うんですが、前にもちょっと話をしましたけれ

ども、今回その計画をつけて、作って、勿論６月には補正になりますから議会の皆さ

んにもこの部分まで今回踏み込みたいとか、長期的にはこんな考えを持っているとか

という意見交換をして議決をいただくということになると思うんですが、一つはあそ

こを本当にやっていただける企業があるのか、ないのか。 
  それから、そこのことのためにどんなハードルがあるのか。 
  美利河としてはどんなメニューが可能なのかというあたりを少なくともこの１、２

年の中で是非詰めたいなと思っております。 
  先程、徳田さんが言われたことに、多分、ＴＴＮも一部参画してくるような気もし

ます。 
  例えば、ここを引き受ける場合にはこんなハードルがあるとか、例えば、こういう

ことが必要ですよ、それからスキー場の運営そのものに少し指定管理的に魅力を持っ

て下さるというところもあるというふうに聞いてますので、果たしてそういうところ

が参入をするとすれば、何をクリアにして何をしなければならないのかということを

是非この１、２年で早急にやりたいなと思っていました。 
  指定管理というのは中々難しいですよね。 
  皆さんもご存知だと思いますが、収支のバランスの中で一定の金額でお願いするわ

けですから、その指定管理側に儲けなさいといったって中々難しいですよね。 
  例えば、さっき言った宿泊施設が変わりもしないで、色んなものを呼びこむという

のは難しいということもありますので、いま原課の方とも話をしておりますが、そう

いうことで興味のある企業があれば是非この１、２年の間にこちらからアプローチし
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て行こうと、場面的には町長にも入っていただいたりということで、あらゆる可能性

を１回ちゃんと図ろうと、ひょっとしたら町の方が手を引くということができるので

あれば、私は一番ベストだと思うんですが、いまの指定管理方式というのは多分いつ

までいっても同じで、現場の施設を変えれない、魅力のあるものになるかってならな

い、ただここの報告書にもあったとおり、今後のことを考えると新幹線的なことがあ

ったり、それからスキー場もニセコとかというのもありますけど、いま凄く高いです

よね、外資も入っていて、そういう意味では美利河の地区のスキーというものも少し

価値観が上がっているという話も聞きますし、それから前にもお話をした４町という

スタンスでは町長も現実に動いていただいていて、４町がお金を出すというのは中々

難しいですよ、他の町の施設にというのは、ただし、４町にとって美利河の地区が必

要ということであれば町長がいま考えて下さっているのは、国の方から４町連携に対

して出資というか、補助金を出せるような、いま可能性がないのかということでいま、

町長それから副町長とは４月をあけたらそこへいま少し話を持って行こうかなとい

うふうに思っていました。 
  各町にお金を出してくれっていうのは中々難しいと思うんですけど、ここの地区に

国から４町で連合でやっているというのは中々ないことなもんですから、その辺をい

ま町長の方にも色々動いていただいて、そういうことで他の町にもお願いをしたいと、

とにかく皆さんからたくさんのご意見がある中で、やっぱり本当にもうあそこをどう

するかというのは待ったなしだと思うんですね、一定程度どこまで投資しなきゃなら

ないのか、ここまで投資したら企業が本当に乗るというのであれば、やっぱりもうは

なしても良いかもしれません。 
  議会の皆さんがよろしいといえば。 
  ただそのことも含めてこの１、２年の間にこの提案をもらったものを基礎として、

いまやっていきたいというのが考え方です。 
  ですから、いま指定管理というのはあと２年間ＴＴＮにお願いをしています。 
  ＴＴＮにもこのあいだ、今後のことの話をしました。 
  今後スキー場という展開がひょっとしたらあるかもしれない。 
  それから４町の中で色々なことがある時に指定管理が終わった時には次の段階と

いうのは町長としては、そこを受けてくれる企業があれば是非そこにうちの方が逆に

提案する場合もあるし、興味を持つ企業の方から来ていただいてということもあるん

ですけども、そこにはＴＴＮも参画をしたいんだよという話はありましたので、いま

とにかく美利河地区を守っていただいているＴＴＮですから。 
  それから、この町に真剣に根付きたいとうことで、色んな心配はあると思いますが、

間違いなく社長さんも、副社長さんも、それからそのお父さんの会長さんも、この美

利河を気に入っていてプライベートでも来ていただいていますので、この関係はきち

んと大切にしていきたいなということで思っておりますので、いまいただいたご意見

も担当課長も間違いなく聞いておりますし、私たちもそのつもりでいますので、あら

ゆる可能性はこの１、２年でやっていきたい。 



- 22 - 

 

  都度都度、動きがあったりある意味投資が必要だという時には議会にきちんと相談

をして、やっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） この際ですから、焦らないでゆっくり計画を練って私はやって

ほしいと思います。 
  それともう１点、その例のイチゴの観光農園について、課長も触れられておりませ

んけれども、見通し等について、どのようなタイムスケジュールでこれからひらかれ

ていくのか、その辺ちょっとお答え願いたいと思います。 
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） お答えをいたします。 
  ＴＴＮが事業主体でありますイチゴ栽培の関係でございますけども、２月にですね、

ハウスが引き渡しになりまして、本格的に事業展開をすることで担当関係各所が集ま

りまして、これからのスケジュール間の確認をしたところであります。 
  それはＪＡさんだったり、普及所だったりとか、あとパイプ会社さんだったりとか

ということで、勿論、行政も農林振興課と私どもの方で出席をさせていただきました。 
  ３月の７日にイチゴの苗が現地に到着するとこでございます。 
  品種は四季なりというものでございます。 
  １８００株が到着する予定でございます。 
  翌日の３月８日にはイチゴの定植作業を開始する予定になっております。 
  これは種苗会社さん、事業者さん、あとほくさんという事業者さん、わたなべパイ

プさんということで、ＴＴＮも職員も色々な事業者に色々ご指導をいただきながら、

３月８日に定植作業をするということです。 
  これに伴いまして、２月２０日に色々な準備段階にも入っています。 
  暖房機器が正常に動くかとか、そういう試運転を開始しております。 
  また、肥料ですね、肥料のＴＴＮで在庫発注もできませんので、ＪＡさんの方に協

力を得ながら溶液の方も在庫発注しているところでございます。 
  これが順調に育ちますと、６月、７月くらいには第１期のイチゴが収穫できるとい

うふうに聞いております。 
  また、８月にはゆきララという品種の苗が届くということの予定となっております

ので、そちらの方も順次、栽培準備だったり栽培作業だったりということで調整する

ということで話は聞いておりますので、報告いたします。 
〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 
○６番（徳田栄邦君） ３月７日に苗が入ってきて、それでどの程度のものができるか

わからないですけれども、我々からすると販路がどうなっていくのかな、それからど

の程度の収量があるのかなと,その辺も心配で実は上手くいってくれれば良いなと思

っているわけなんですけども、先日、札幌に行った時に大丸さんに行って時間があっ

たもんですから、地下のあそこの野菜売り場を見てたらイチゴが１粒箱に入って１，

５００円で売っていたもんですから、丁度若いお兄ちゃんでしたけど店員さんに、こ
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れで売れるのって言ったら、生産が間に合わないほど売れるそうです。 
  誰が買うのって、やっぱり中国人かいって言ったっけ、半々ですねって言ってまし

たけども、本当にデパートの中は中国人みたいな人で溢れてましたから、きっともっ

てあの人方が買うのかなと思いましたけども、それだけやっぱりいまは品質の良くて

高いものでも好みに合えば買うそうなんですよね。 
  ですから、大量生産じゃないそうなんですよ。 
  ですからその辺のところもやっぱりこれからどんな種類が入ってきてあれするの

か分からないけども、とにかく良いものができるようなＴＴＮさんもノウハウ持って

いないでしょうから、その辺はやっぱり農林課あたりも産業振興課あたりも、檜山、

道の力なんかも借りて協力してや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） イチゴのハウスの関係はいま課長が説明したような流れとい

うふうに聞いています。 
  それで、先程も言いましたけども、副社長の方と私の方で少し確認をさせていただ

いたのは、当初、美利河地区に次々とハウスを建ててという考え方のビジョンがあり

ますが、会社としてはいまあそこにハウス、多分もう１つ建てても２つだと思うんで

すが、まず美利河の中でこの品種、いま進められている品種がどう育つのか。 
  それから、どういうような販路にもっていくのが良いのか、それからもう１つ何と

言っても美利河で栽培するわけですから、美利河の営業にこう繋げていくような仕方

をしたいということで、副社長の方も言っておられました。 
  その基本的なものができないうちに次から次へという考えは持っていないという

ことですから、先程、美利河の焦らないでという話がありましたけれども、私どもも

ですね、私どもが持っている力は貸すべきだと思っていますし、確かに声としては聞

こえてきます、大丈夫かとか、色んな声は聞こえてきますが、せっかく入ってきた企

業をですね、やっぱり育てたり共に力を貸していくというのがあれで、失敗するのを

待っているというはなしにはなりませんから、当然、企業ですから営利に繋がらない

ことはしませんから、勿論、真剣でありますし、私たちもそれに応えていくような組

める体制は組んであげたいと思ってますし、なんといっても美利河でまず収穫をいま

するわけですから、それがクアプラに宿泊をされる皆さんだとか、それから町内の皆

さんだとか、それからＴＴＮが持っている販路にどういうふに繋がって行くかという

あたりをきちんと支援していけるところは支援をしていきたいと思いますし、また、

どうなんだろうという疑問もあれば、きちんと腹を割って話をしたいというふうに思

っていますし、私的にはＴＴＮはそこまできちんと考えを持っているパートナーにな

れるというふうに思っていますので、いま言われたようなことも考えながらきちんと

支援をするものは支援をしていきたいと思っております。 
  勿論、地元にいる以上はＪＡの協力なしには中々いけませんので、当然、農協の皆

さんにもご協力いただいたり、それから商工会も当然あるわけでありますから、商工

会にもということで、なんせ動き出して少し見えると、皆さんきっとなるほど始まっ
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たんだなということになるというふうに思いますので、スタートが肝心だなというふ

うに思っておりますので、是非、そういうことで進めて行きたいと思ってますので、

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。 
  な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６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。 
  只今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 
  質疑がないようですので、以上で、公営施設課の質疑を終わります。 
  この時計で３時４０分まで休憩いたします。 
 

休憩 １５：３０ 
開議 １５：４０ 

 
〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 
  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いたします。 
  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。 
  私の方から何点かお話をさせていただきたいと思います。 
  まず１点目でございます。平成３０年度教育行政執行方針のダイジェスト版につい

てでございますけれども、別紙資料の中にダイジェスト版が入ってございます。 
  後程、お目通しをいただければ幸いでございます。 
  ２点目です。種川小学校小規模特認校制度の利用についてでございます。 
  ２９年度特認校制度を利用した１年生が３名でございました。 
  ３０年度も３名の新１年生が利用してまいります。 
  また、１年生、２年生が今年度同様１クラスずつの学級になることから、４学級、

全校生徒数が１９名の学校となることになります。 
  ３０年度も制度の浸透に努めてまいりますし、地域の協力のもと昨年８月スタート
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いたしました、コミュニティースクールの制度の導入の浸透も図ってまいりたいと思

っております。 
  ３点目です。新入学児童生徒の学用品支給時期でございます。 
  経済的理由により就学困難と認められます児童生徒に支給される、要保護、準要保

護児童生徒援助費についてでございますけれども、新入時児童生徒に係る学用品の支

給時期を入学前の時期へと見直しを行いました。 
  その支給手続きを終えていることをご報告申し上げます。 
  感染症対策についてです。 
  感染予防につきましては、小学校、中学校の養護教諭、担任、教師を中心にまた保

健福祉課保健師、教育委員会所属の健康アドバイザー等々、連携を図りながら続行継

続しております。 
  １月後半から２月にかけて、ご存知のようにインフルエンザ罹患児童生徒数が急に

増加傾向にございまして、一部学級閉鎖の措置を取らざるを得ない状況になりました

が、現在学校はほぼ正常の状態に戻ってございます。 
  保育施設等への利用申し込み状況です。 
  ２９年度において定員を大きく超える申し込みを受けた認定こども園いまかねで

は、３０年度４月入園に向けた第１次締切を、締切時点で１２５名の定員に対しまし

て、１３名の定員超過、１３８名利用申し込みとなっておりました。 
  それに伴って臨時的通年開所を行ってきました種川保育所につきましては、今年度

も引き続き通年開所、１０名の予定でございます。 
  また、鈴金保育所につきましては、大幅な利用者の減少に伴いまして、地域や父母

との協議を経て休所が決定してございます。 
  また学童保育所につきましては定員が７０名に対しまして７７名の利用申し込み

となっており、待機児童を生まないために老人福祉センターを拠点としての対応策を

検討してございます。 
  ６点目です。旧石器文化館のリニューアルについてであります。 
  冬期間の休館中に館内のリニューアルに着手し、４月オープンを目指し現在進行中

でございます。 
  檜山北高等学校、今金高等養護学校の３０年度の出願状況について、お話をしてま

いりたいと存じます。 
  檜山北高の状況についてですが、３学級、定員１２０に対しまして、６７人の出願、

５３人が欠員となってございます。 
  ４月から１年生は２学級になることが確実となったような状況でございます。 
  次年度も３学級維持が予断を許さないような状況でございますし、それ以降も生徒

数の減少により欠員、応募希望者数が８０を下回り学級減が避けられない状況となっ

ております。 
  また、今金高等養護学校につきましては、３学級、定員２４人に対しまして２７人

の出願、３人の定員超過となってございます。 
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  以上、教育長報告といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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。 
  それでは教育委員会提出の常任委員会資料に基づきまして説明をさせていただき

ます。 
教育委員会からは説明事項が３点、報告事項が７点でございます。 
説明につきましては宮崎次長より、給食センター所管分も含めて一括説明をさせて

いただきますので、よろしくおねがいいたします。 
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） 説明が終わりました。 
  只今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 
  質疑ありませんか。ありませんか。 
  ないようですので、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。 
  全体をとおして、委員の皆さんから何かございませんか。 

  ないようですので、それでは次に合同委員会での説明が必要な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。 

  次に理事者から。 

  本常任委員会においては合同委員会での説明が必要な案件はなしということで、よ

ろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

  特にないようですので、本委員会からは合同委員会開催の申し入れは行わないこと

とご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  ご異議がないので、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。 

   暫時休憩します。 

休憩 １６時２７分 

開議 １６時３５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３０年所管事務調査についてを議題といたし
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ます。 

  内容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） 所管事務調査につきましては、通年で委員会調査がで

きるように申し合わせをしておりますので、平成２９年の継続調査申出書と同様に平

成３０年度（案）を作成しております。 

  お手元に配布いたしました、継続調査申出書をご覧いただきたいと思います。 

  決定次第、本日の日付を入れる予定としております。 

  議長宛に、産業教育常任委員長ということで、委員会の閉会中の継続調査申出書

（案）、委員会は次の事件について閉会中に調査を要するものと決定したので、会議

規則第７５条の規定により申出します。 

  記 

 １．理由、会期中に調査ができないため調査が終了するまで。 

  ２．事件、（１）今金町議会委員会条例第２条に規定する産業教育常任委員会が所

管する事項について。 

  （２）地方自治法第１０９条第２項に関することということでございます。 

  なお、具体的な所管事務調査の箇所等につきましては、６月の本会議の常任委員会

の方でまとめ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） 説明が終わりました。 

  只今の説明に対し、ご意見をいただきたいと思います。 

  それではこの内容で継続調査の申出を議長に提出してよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

〇委員長（向井孝一君） ご異議がないので、そのように決定いたします。 

  その他で何かありませんか。 

  なければ閉会とします。 

 

   ◎閉会の宣言 

○委員長（向井孝一君） 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３７分 
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