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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開会の宣告 

〇議長（村瀬 廣君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しておりますので、本日をもって招集

されました平成２９年第１回今金町議会臨時会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（村瀬 廣君） これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（村瀬 廣君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の署名議員には、徳田君、日置君を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定 

〇議長（村瀬 廣君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本臨時会の会期は、本日の１日間といたしたいのでありますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なしの声あり」） 

〇議長（村瀬 廣君） ご異議がないので、以上のとおり決定いたします。 

 

    ◎日程第３ 議案第１号 

〇議長（村瀬 廣君） 日程第３、議案第１号を議題といたします。 

  平成２９年度今金町一般会計補正予算（第１号）について、理事者の説明を求めま

す。 

  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） おはようございます。 

  提案理由を申し上げます。 

  議案第１号、平成２９年度今金町一般会計補正予算（第１号）について、提案理由

を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ５億７，９３

６万３，０００円を追加し、補正後の額を５７億２，７５６万４，０００円にしよう

とするものです。補正の概要につきまして、歳入より申し上げます。 

  １ページをお願いします。 

  １３款、国庫支出金において５，３１９万４千円の追加は、国庫補助金で４月２０

日国からの内示による社会教育費補助金であります。 

  １７款、繰入金において６，１００万５千円の追加は、基金繰入金で財政調整基金
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繰入金、公共施設整備基金繰入金であります。 

  １９款、諸収入において３，３３６万４千円の追加は、雑入で北海道備考資金組合

積立金支消金交付金で財源調整であります。 

  ２０款、町債で４億３，１８０万円の追加は、総合体育館建設事業債です。 

  次に歳出につきましては２ページをお願いいたします。 

  ８款、土木費において都市計画費で１，４５０万円の追加は、高美公園施設撤去工

事外であります。 

  １０款、教育費において保健体育費で５億６，４８６万３千円の追加は、体育施設

建設費で旅費、役務費、委託料、工事請負費であります。 

  次に第２表、債務負担行為、３ページをお願いいたします。 

  事項、総合体育館建設事業、期間、自、平成２９年度、至、平成３０年度、限度額、

総合体育館建設事業、金額１９億３，３００万円。 

  次に第３表、地方債補正、４ページをお願いいたします。 

  起債の目的、総合体育館建設事業債、限度額、４億３，１８０万円、起債の方法、

普通貸借又は証券発行、利率、年５％以内、償還の方法、政府資金については、その

融資条件により、銀行その他の場合にはその債務者と協定するものによる。 

  ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしく

は低利に借換えすることができる。 

  計、８億２，３１６万４千円。 

  以上、概要を申し上げました。 

  なお、合同委員会にて説明を申し上げました補正予算に一部変更がありますので、

総務財政課長より説明を申し上げます。 

  ご審議いただき議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（村瀬 廣君） 総務財政課長、森君。 

〇総務財政課長（森 朋彦君） ただいまありましたように、４月２４日に開催してい

ただきました合同委員会で説明しました補正予算（案）につきまして、一部内容を変

更して提案の運びとなりましたので、該当部分について説明をさせていただきます。 

  議案書をお願いします。 

  （総務財政課長資料朗読説明、記載省略） 

〇議長（村瀬 廣君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑は、歳出・歳入全般について行います。 

  ５ページから１０ページです。 

  岸君。 

〇１番（岸 徹也君） これは、合同委員会のときにも、体育館・図書館建設に関して

は質問をさせていただいております。重複する質問もあると思いますが、再度答弁の

方をお願いしたいということで質問したいと思いますけども、まず町側の姿勢として

は図書館は延期すると。そして、教育委員会に関しては移設はしない。体育館建設に
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関しては予算は縮減の方向で動いていくのだという部分のお話も聞いておりますの

で、それに関しては私も一定の評価はしたいというふうに思います。 

  その上で、質問をさせていただきたいと思いますけども、まず図書館についてなの

ですけども、現有施設、いまある図書館に対しての手当というのでしょうかね、整備

というのでしょうか、そういうもの。いま新たに建てるのは少し延期という形の表現

になりますけども、ストップしているわけですから、いまある現有施設はどのように

整備をしていくのかという方向性、考え方を質問したいと思います。いかがでしょう

か。 

〇議長（村瀬 廣君） 副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 図書室の関係のお話だと思いますので、お答えをしたいと思

いますが、いま現有では町民センターの２階に図書室ということで町民の皆さんにご

利用をいただいておりますけども、町民センターそのものの施設の改修ということは

現時点では考えておりません。そういうのは、あそこも耐震が必要になってきますの

で、前に工事をしたのはあくまでもトイレだとかの必要な改修をしておりますので、

基礎的なものはしておりませんので。ただし、いろいろな意味で現有の施設が教育委

員会の所管になりますけども、たくさんの皆さんに使っていただくというのが１つあ

ります。 

  それから、今回の合同委員会、それから特別委員会の委員の皆さんからのご指摘を

いただきました中でも、教育委員会の方に指示をしたのは、当然ながらいま使ってい

る人たちはその必要性というのは当然認めていただいておりますし、お子さんだとか

いろいろな意味で学校を含めて必要性の拡大というのを望まれている面があります

けども、ただ現在町民センターの図書室を利用していない方だとか、それから所管が

ちょっと違いますけども、本の必要性だとかということにつきましてはまだまだ周知

だとかいろいろは意味合いが足りないのではないかということも今回いろいろなご

指摘の中で確認させていただきましたので、ただたんに建設年度の見直しということ

だけではなくて、図書館の必要性、図書館がなぜ必要なのか。またどういう機能を持

つのがこの町に必要かという辺りは、きちんとそういう意味では普及をしていく期間

ということが必要だろうということで、改めて教育委員会の方にはお願いをしている

経過がありますので、そういった意味でご理解をいただければというふうに思います。 

〇議長（村瀬 廣君） 岸君。 

〇１番（岸 徹也君） 普及の方を中心にしっかりやっていくのだという話でこれは私

もその通りだと思いますので、いまある施設を、中もかなり込み合っている感じもあ

りますので、そういう整理も含めて、普及も含めてしっかりやっていただければとい

う気持ちでおります。 

  もう１点、修正動議の部分の中で防災拠点として、体育館の場所がどうなのだとい

う部分の修正動議があって、場所の変更に関してはなかなか難しい話なのだと。そう

であれば、そういう災害があったときにはどのような対処をしていくのだという部分

の観点から何点か質問したいと思います。 
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  まず、災害が起こってあの地区一帯が水に浸かるというのは本当に大変な災害の話

になるのですけども、それはあるかどうかもわからないし、１，０００年に一度とい

う数字も出ていますけども、しかし０％ではない以上、何かしら考えておく必要があ

るのかなというふうに思うのですね。その上で、あの利別川の氾濫、決壊も含めて大

雨が降ったときにそのようになる、それを抑える１つの手段としては美利河ダムとい

うものがあると思うのですね。あれは国の施設だと思うのですけども、美利河ダムと

町との連携常態というのでしょうか、どういう状態まで水位が上がれば連絡がくるよ

うになっているのか、もしくは町側からダムの方に連絡をして働きかけをするような

体制があるのかどうか、その辺りを聞かせていただければと思います。 

〇議長（村瀬 廣君） まちづくり推進課長、寺崎君。 

〇まちづくり推進課長（寺崎康史君） 岸議員のご質問にお答えいたします。 

  ダムの管理者は出水時の放流を行うときは関係機関に活動体制等を十分に考慮し

まして、ダムの操作の規則及び水防計画の定めるところに基づきまして、関係機関等

に予報して通知するものというふうになっておりまして、ある程度の大雨の予報が出

た場合に水量を調節するために、役場にはＦＡＸ及び担当課長の方に電話で持って放

流を行いますという通報がくることになっております。同じ連絡がせたな警察署、今

金消防署、北海道電力の運用グループ、狩場利別土地改良区、せたな町に同じ連絡が

いくこととなっております。 

〇議長（村瀬 廣君） 岸君。 

〇１番（岸 徹也君） そういう連絡がくるということでありますので、連絡がくると

いうことだけなのでしょうから、事前に雨の予報が出た場合というのは予測ができる

のでしょうけども、町側から何か働きかけをするということはできないというふうに

解釈してよろしいのですよね。 

〇議長（村瀬 廣君） まちづくり推進課長、寺崎君。 

〇まちづくり推進課長（寺崎康史君） ダムの管理者に指示をすることができるのは河

川の管理者ですから、函館開発建設部だけが上昇させない旨の指示ですとか、放流の

指示ですとか、制限を解除する指示をすることができるというふうになっていますの

で、まちとしては権限がないというふうに考えています。 

〇議長（村瀬 廣君） 岸君。 

〇１番（岸 徹也君） それでは、最後になりますけども、災害が起こることが予想さ

れる場合には、住民に周知をしなければならない。事前に早めに。その際、今金の場

合は広報車を使って災害が予想される地区に対して広報活動を行って避難をしてい

ただくという流れになるのだと思うのですけども、いま現在、私の知る限りでは広報

車６台。スピーカーを積んである車ですね。そこで対応するということであればそれ

でしっかりやってもらうしかないのですが、これ将来的に本当に広報車での広報活動

で大丈夫なのか。高齢者がいま大変多い中で、家の中にいた場合には広報の声も聞こ

えない可能性もあると。そういうものを含めて将来的にどういう考えがあるのかとい

うのをちょっとお聞かせいただければと思います。 
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〇議長（村瀬 廣君） 副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） お答えをいたします。 

  前にも関連の質疑の中でお答えをしたと思いますが、この１，０００年に１度とい

う話が出てからタイムラインの作成をするというお話をさせていただきました。この

タイムラインというのは、当然町民の皆さんに理解をしてもらわないと不安でありま

すよね。例えばいまのやり取りなんかも見たらわかるように、こういうケースになる

とこういうことが想定されてこうなりますよだとか、それからあわせて、いま庁内に

ある防災組織の機能の強化というものも図っていかなければならないというふうに

思っております。 

  それから、いまご質問にあったのは、ハードの面につながっていくことかなと思い

ますが、これまでも担当課から検討した経過を、財政を含めて私の方に報告をいただ

いたことがありますが、現時点では膨大な予算がかかるシステムです。これはだから

といって、ご指摘いただいているように広報車というのは時間帯によって、風向きに

よっていろいろな意味で聞こえないという指摘も受けています。これも当然だなとい

うふうに思っていますので、この機会にもう一度その辺の検討、それから先進地とい

うところもあると思っております。いま庁内の補佐クラスの中で、例えばドローンだ

とかいろいろな災害に使えるようなものの検討をということで、視察も含めた動きを

しておりますので、いま言われたような視点もきちんと含めた中で、当然、予算だと

かいろいろな体制が決まれば議会の方に相談をして、議決をいただく場面もあるでし

ょうし、ご助言をいただく場面もあるというふうに思っておりますけども、今回のタ

イムラインはソフトもハードも含めて、それから住民の皆さんへの安心ですとか、い

ろいろなものにつながるような作り方をしていきたいというふうに思っております

ので、また改めてご意見やご助言をいただく場面もあるというふうに思っております

けども、よろしくお願いいたします。 

〇議長（村瀬 廣君） 他に質疑ありませんか。 

  向井君。 

〇４番（向井孝一君）今回、図書館建設が延期になったということは非常に残念に思う

次第でございますけども、今回の一部設計変更に関する部分で３，６００万円ほど余

計に支出がかかっております。そういう観点から、例えば計画通りに体育館を建てた

場合に事業費４億円補助があって起債があって、持ち出しの基金というのはどの程度

で納まったのかその辺を詳しくお知らせいただきたいと思います。 

〇議長（村瀬 廣君） 総務財政課長、森君。 

〇総務財政課長（森 朋彦君） 今回、計画を一部変更することによりまして、新たに

発生した経費というのが、冬季の養生費、建設工事に関わる部分ですけども、ここの

ところで３，０００万円、それから修正設計に関わる部分で５４０万円、それから先

ほど変更があった旨申し上げましたが、エネルギー消費性能判定に関わる手数料が５

９万３，０００円ということでありますので、おおむね３，６００万円ほどが費用と

しては追加になったことになります。ここの部分が先ほど言いました財源充当の部分
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では追加になった部分ということでご理解をしていただきたいと思います。 

〇議長（村瀬 廣君） 向井君。 

〇４番（向井孝一君） そこで実際に図書館建設も並行してやった場合に、基金として

それだけの取り崩しがあるのかということも聞きたかったので、その辺もお知らせい

ただきたい。 

〇議長（村瀬 廣君） 総務財政課長、森君。 

〇総務財政課長（森 朋彦君） ただいま申し上げました３，６００万円くらい、ここ

の部分については今回財政調整基金の方で調整をさせていただいている部分であり

まして、公共施設整備基金については今回の提案している予算の中では、当初予定し

ておりました金額とほぼ変わっておりません。２，５００万円程度。 

  全体の中では、総合体育館・図書館を整備する当初の計画の中では、公共施設整備

基金から５億円程度を充当する予定で検討していたという経過であります。 

〇議長（村瀬 廣君） いまの答弁でよろしいですか。 

  他にありませんか。 

  川上君。 

〇９番（川上絹子君） １つ聞きたいのですけども、もしこの体育館を修繕という形に

なった場合の金額はどこまでだったのでしょうか。それを知らないできょうのこの議

会の予算を出されてもちょっと腑に落ちないので教えていただきたいと思います。修

理をするとしたらいくらかかったのでしょうか。 

〇議長（村瀬 廣君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 以前から申し上げておりますように、当初、体育館が相当古く

なったので、経年劣化しているので、これに約３億円くらいを投資して一部の改修を

しましょうと。重要なところについては改修しましょうということで方針を持ってき

たわけであります。それに基づきまして、国の補助金をいただくための動きをした経

過の中では耐震の診断が義務付けられました。その結果耐震診断の中で倒壊の恐れが

あるということから、改修を行うことは非常に困難であるという結論を出させていた

だきました。これは国も道も指導があっての話であります。最小限の改修ということ

で留めて３億円でありましたが、具体的な数字というのは全面改修をする場合にどう

するかということでの予測の中では、当時は約７～８億円くらいかかるだろうという

ことの想定をしていたわけであります。そこまでかけられないので、約３億円くらい

で最小限必要なところだけやりましょうということから３億円という数字を弾き出

してやった経過があるわけであります。それに国が指導するところの補助金をいただ

くためには、耐震改修をしなければいけないということから、プラスすると１３億円

くらいかかるのではないかという予測の数字が出たわけであります。そういうことで

私も受け止めました。具体的には、耐震改修をしながら全面改修をするということに

なりますと、委託料を計上してそのための数字を出さなければいけないところであっ

たわけでありますけども、先ほど言ったように結果として耐震をしても長く使える状

況にはないということから、改築の方が望ましいという国なり道の指導も受けながら、
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町長としても決断をして改築にしたわけであります。当時は指導機関の方も７億円、

８億円プラスして耐震改修をするとすれば、町長、あといくらか足すと新しい建物が

できてそれが４０年も５０年ももつ建物になるのではないでしょうか、それの方が望

ましいという指導も受けながら最終的な判断をさせていただいた経過があるわけで

あります。具体的な正式な数字というのは弾いておりませんけども、ごく普通の全面

改修をしたとすれば８億円くらい。プラス耐震改修をするとすれば、耐震改修の金額

がいくらかということは具体的には出てきませんでしたがおおよその国・道の様々な

見解を求めますと、約４億円、５億円プラスという数字がかかるでしょうという話か

ら、先ほど言ったような、あくまでも想定でありますけども約１３億円くらいかかる

のではないかということが１つの大きな目安になって改築に向けたということであ

りますのでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（村瀬 廣君） 川上君。 

〇９番（川上絹子君） この改修に対しても、本当であれば業者の見積もりをきちんと

出して、こういう数字であるから新築に向かいたいのだという予算を正直に出すべき

だったのではといまでも思っています。それがおおよその話であって見積りもせずに

いまの段階でこうやって体育館を建てるという話になっているけども、これだけ人口

減少している中でこのような状態の中で物を建てていって本当にこのまちがやって

いけるのかと。そういう不安を持っています。 

  それから新しいものは確かに皆ほしいんです。ほしいけどもそれを建ててしまうと

大変なので皆はこれをもしきょう何かの形で決まるかもしれないのですけども、この

ことの慎重性をきちんと考えていかなければいけないと思うんですけど。 

  それと、あと倒壊の恐れがあるから体育館を建てなければいけないという話があっ

たときに、私は１回質問しました。そのときに真ん中に柱を建てて体育館を使うのか

と言われたのですけども、未だかつて柱なんか建ってなくて現に使っているのですよ

ね。だからそこら辺も疑問の１つになって私はもう新築することがどうしてこんなに

素直に賛成できないところが疑念として残っています。 

〇議長（村瀬 廣君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 先ほども申し上げましたように、議員がおっしゃるように将来

的な財政負担だとか様々な状態を考えた場合には、古いものはいつまでたっても古く

なってだんだん劣化するわけですね。ますます危険度を伴うわけでありまして、それ

は体育館だけではなく全ての建物がそうであるわけであります。一定程度建物につい

ては対応年数があるわけでありますから、それを改修するか補修するかあるいは改め

て作るかという判断になるわけでありますけども、私といたしましては当時様々な状

況で指導を受けたりした中では、改めて立て直した方が望ましいという決断を出しま

したので、そのことによって例えばどのくらいかかるだろうかという財政の問題も含

めて、何百万円も何千万円もかかるであろうという設計をもちながらそれを判断材料

にするということは、当時の状況の中ではそういう選択肢はありませんでした。あく

までも改築に向けていくということが当然今金町の財政に向けても望ましい方向性
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であるという認識を受けたわけであります。議員おっしゃるとおり様々な決断・判断

をするときにはそういう比較するような要素のものがあってしかるべきという認識

は私も受け止めているわけでありますけども、当時そういう状況の中で判断をさせて

いただいて議員がおっしゃるとおりの中の耐震をし、あるいは大改修をしたとすれば

どのくらいの金額だということについて弾くことができなかったということについ

てはお詫びを申し上げたいと思います。いずれにいたしましても様々な指導機関等々

を含めて専門家の意見を聞きながら改修から改築への方向に向けたということにつ

きまして、是非ご理解をいただければと思います。ただ、何度も申し上げますけども、

耐震改修をしたとしても、町民センターを一部直しましたけどもあれは構造を変えて

おりません。あくまでも内装で何千万円もかけて直したわけでありますけども、構造

を変えるとすれば相当大きな金額がかかるわけでありますけどもそういう対応の中

の改修というのは、私はこれからの施設もやり得る要素があると思いますけども、耐

震化をしても古いものは古いわけでありますから、これは耐震専門の設計屋からも直

接伺ったわけでありますけども、古いものは古いと。外側だけ鉄でガードするだけで

あって、ゆっくり倒れるか早く倒れるかという話も聞いたこともありますけども、そ

れで何十年も先延ばしにすることができるのかと言ったら、それは非常に難しいこと

だと。先ほど申しましたように国・道の指導機関の方も、耐震をやったにしても１０

年そこそこの目安であろうというお話も伺ったことを考えますと、将来的にそれだけ

多額の想定された十数億円をかけるよりももう少し足して新たなものをつくること

によって、４０年、５０年の建物にするということの方が私は望ましいという方向性

を導き出しながら結論を出させていただいたということにつきまして、改めてご理解

をいただきたいと思います。 

〇議長（村瀬 廣君） 他にありませんか。 

  上村君。 

〇１１番（上村義雄君） 今回の第１回の一般会計の補正の中で、合同委員会の中でも

質問し、また修正動議の中でも内容の疑義を出している。その部分についてまず聞き

たいと思います。 

  総合体育館の基本構想からずっとマックスの面積。その理由はなんだと前回にもそ

の前のときにも聞きました。局長は中体連の大会をやるのにバレーボールの２面コー

トは絶対に必要だという答弁でした。いま現在ようやくバレーボールが今中で６人制

のバレーをやるわけですけども５人しかいない。それで別なバレーに興味を持ってい

る人がいて、それに入部してもらって６名にして今年の中体連にはどうにか出場でき

るでしょうという話です。これ２年かそこらのあいだでそれだけの差異が出てきてい

るのです。先日の合同委員会で聞いたときには、いまの現有の３，１００平米の総合

体育館が、いま新築するのには３，４００平米という３００平米も多い総体にすると

いう計画です。このあいだ聞いた中では、局長はバドミントンをするのに必要だとい

うお答えをいただきました。このいままでの昭和５１年から使われている総合体育館

では、農協の総会がずっと体育館で行われてきました。それは農協の総会を開くのに
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は体育館しか入るスペースがないということで総体を使ってきたわけです。ところが

ここ数年は町民センターで十分足りるだけの農協の総会が町民センターで行われて

いる。総体を使うまでもない人数になっているということです。これが人口減少の現

実です。そういう現実の中でいまの総体から３００平米も多くした総合体育館が、改

めて聞きます。なぜそれだけ大きい施設が必要なのか。それは修正動議の中でも、人

口減少の中でもって体育館の大きさを、また特別委員会の結論の中でも身の丈にあっ

た体育館でいいのではないのかという結論をつけているわけです。そういう状況の中

でなぜまず３，１００平米のいまの体育館から３００平米も多い体育館にしなければ

ならない理由をまず聞かせてください。 

〇議長（村瀬 廣君） 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） まず現有の体育館よりも、いま予定した体育館

の建築面積の方が大きくなった理由についてということでございますが、まず１番大

きなところにつきましては、今回は２階の部分、逆に言いますと倉庫スペースの上の

部分、デッドスペースになっている部分に、町民からの要望が非常に多かったと感じ

ておりますランニングデッキを設置したことによりまして増えているというふうに

認識しております。その部分につきましては全体になりますけども５００平米程度割

いておりますので、いままでない機能としてそれが付加されております。逆に観覧席

だとか現状の利用状況を見ながら不要としたものについては不要としながらやって

おりますし、アリーナの面積についても大きく増やしたものではありませんし、武道

場についてもこれも公式コートとはなりませんけども、現有の面積を最低限確保する

というような形で面積の配分をしてございますので、そういったところでご理解をい

ただければと思います。 

〇議長（村瀬 廣君） 教育長、田中君。 

〇教育長（田中俊一君） 私の方から、いま議員からご指摘があったバレーボールの状

況を含めてお話をさせていただきたいのですが、局長の答弁の中にバレー部が大会を

やるから２面ほしいんだというお話がありましたけども、日常的にもいま相当利用数

がございます。確かに中体連をやるときのバレーボールは２面必要になります。これ

は対外的にそれだけないと日程消化できないという部分でも話でもございます。 

  それからもう１つ、バレー部の子ども達の様子がいまお話をいただきました。現在

５名ということですけども、いま実は小学校の先生の方にバレーの堪能な先生も１人

きてもらっております。この先生は上ノ国町でずいぶん指導なされて、上ノ国中学校

の子ども達を全道大会に送った先生です。小学校の先生なのですが中学校のバレーに

も参加しているという状況がございます。そういうふうにしていろいろな人材もいま

私の方でも考えながら配置をしたいというふうに思っています。 

  もう１つは、先ほども申し上げましたけども、利用状況についてはバレーに限らず

中学校のスポーツ少年団、一般の方等も相当の数利用しているという状況があります。

その辺もご理解をいただけるとありがたいというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 
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〇議長（村瀬 廣君） 上村君。 

〇１１番（上村義雄君） 私の聞こうとした本筋が答えております。 

  １つは、総体の面積はランニングデッキがそれを加えたからそれだけになるんだと

いう。現実の少年団とかそういうのでもって常に使われているんだと。だからこれだ

け必要なんだという論法でしょうね。現実、本当に時間調整しながら暇なしにそれだ

け体育館が使われているのか。私も体育館の日程スケジュール等の方を見させてもら

いました。確かに入っていることは入っているんです。しかし、実際にそこの部分で

どうなのかと見たら、結構がらんとしている中で持ってちょぼちょぼとやっている状

況でした。私も見てきているんです。これだけ規模を大きくすることが、平米辺り５

０万円、６０万円の道単価でもって金がかかると。実際にそれだけ必要なのかどうか。

中体連やるためには２面必要だ。檜山の中体連は７町ですから７年に１回中体連をや

るためだけにそれだけマックスが必要になるのか。このあいだ聞いた中では、バドミ

ントンをやるからと。それはもちろんバドミントンも使うでしょう。バドミントンば

っかりではないでしょう。だけどもいろいろな角度から見たときにそれだけのマック

スな体育館が必要なのかということです。 

  今年の１月に、産教の実態調査でもって徳島県の勝浦町で給食、そういう中学校の

そういうところを見させてもらいました。これは前回報告しておりますけども。その

中で４３年に作られた体育館が耐震構造に直して、耐震構造にするための費用は国か

ら助成をいただいて耐震構造にして、現在もきちんと使われております。うちらは５

１年です。４３年に作られた体育館。こういうふうに丁寧に使えば使える体育館です。

前回のときにも質問させてもらいました。鉄はペンキを塗ってサビを防げば鉄の金属

疲労以外劣化することはないと私は思っています。ですからいまの総合体育館が５０

年でも８０年でも使える、金属疲労したらボルト止めであるわけですからそれを取り

替えて使うと。これがいま現在国が目指している長寿命化政策です。直して使う。新

しいもの、新しいもの、それは新しいものは私もほしいです。新しいに越したことは

ないです。しかし、予算規模、体育館だって町民の貴重な財産の１つです。そういう

ところを本当に突き詰めて面積平米の算出をしたのか。再度もう１回聞きます。 

〇議長（村瀬 廣君） 副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 上村議員には毎回ご指摘やらご助言をいただいています。 

  １つお願いをしたいのは、この体育館については、例えば耐震の調査ということで

専門家の診断をいただいております。それでもって危険だということで当然国の方も

補助を付けてくれるということであります。例えば、上村議員がおっしゃっている、

ものを大切に使う、このあいだもちゃんとペンキ塗っているのかというご指摘があり

ました。私も確認したら少ないです。ということは、やはり私たちも自分の施設だと

いうふうな使い方をしていたのかということもご指摘があったというふうに思いま

す。いま使われている体育館というのは、上村議員がご覧になったときに、利用人数

がそうでもなかったときもあると思います。今金町は他のまちに比べると組織化も多

いですし、子ども達だとか大人の皆さんの団体が使われているのも利用数は多い方で
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す。私は少なくなっていくという現実はおっしゃる通りだと思いますが、今回の改築

というのは危険だという大前提と、防災の拠点にもしたい。それからもう１つは面積

が増えたという部分についてはランニングデッキというお話がありましたけども、こ

れは健康づくりに使っていきたい。これは教育委員会の所管の施設だということでは

なくて、福祉から高齢者からいろいろな意味で健康づくりの施設にしたいという思い

も含まれております。なかなか上村議員の思っているものに、私どもがきちんと納得

できる答えがいつもなくて、納得できない部分があって申し訳ないと思うのでありま

すが、私は今回の施設でいろいろな思いがあって、それは人口減少の歯止めにもした

い。それから子ども達から高齢者までの健康づくりの施設にもなってほしい。今まで

利用をなかなかできなかった人たちにも、その手立てというのは教育委員会に考えて

ほしいというお願いもしております。是非いろいろなご指摘については謙虚に承りた

いと思っておりますので、先ほど川上議員からもご指摘がありました。たぶん自分の

うちを建てるのであれば見積りを取ってというふうになっていくと思います。やはり

その部分が足りないのではないかというご指摘も謙虚に受け止めたいというふうに

思います。ただ、この体育館はそういう意味も含めて今後の活用を是非図っていきた

いということで、これからもご指摘なりご助言は承りたいというふうに思っておりま

すけども、是非ご理解をいただければ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。 

〇議長（村瀬 廣君） 他に質疑ありませんか。 

  徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） いろいろと議論のあるところでありますけども、この体育館の

建設にあたっては構想委員会の皆さん方にご足労願って、都合１年ちょっと、回数に

して８回、９回ですか。それらにお手を煩わせて答申まで受けたわけでありますけど

も、その答申に応えることができない結果となりつつあります。そこでこの構想委員

の皆様方に対してどのような対応であたられるのか。答申を受けたからもうそれで終

わりだと言うのか、それとも改めてこういう結果になったということをご報告するつ

もりがあるのかどうなのか、その辺をお聞かせ願いたい。 

〇議長（村瀬 廣君） 副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） いまお話いただきましたとおり、構想委員会を組織いただい

て、いろいろな皆さんからご意見やご要望、しかもそれを設計に反映してというよう

なことも含まれております。これは町長が諮問して最終決定は町長がしております。

このことの経過については町長から構想委員会の皆さんに説明をする予定でおりま

す。 

  それから所管の教育委員会については、社会教育団体ももちろんおりますので、こ

れから各種会議があります。ただ、私はその報告の仕方は図書館を全面的にやめると

いう話ではないというふうに思っています。これはご指摘あったとおり、いま併設と

いう時期がどうなのかというご指摘もありました。それから財政面を考えたときどう

なんだというご指摘もありました。ただ、構想委員会からいただいた今金町に相応し
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い図書館のあり方はこうなんだという答申をいただいておりますので、これは町の方

で大切に活かしていく方向はもっていきたいというふうに思っております。決してい

ただいたものをなしというものではなくて、思い・構想は残るということで説明は申

し上げたいと思います。ただ、町長がきょうも冒頭申し上げましたとおり来年図書館

の建設ということはしないということでありました。これは町長の重い決断でありま

すけども、私は事務を預かる身としては、いただいた答申についてはきちんとつない

でいきたいと。これは当然これから図書館の必要性というのは先ほど岸議員からも質

問がありました。いろいろな町民の皆さんにこれから説明だとかをしていかなければ

いけません。当然図書館はいらないという人もおります。使わない人は、前も言いま

したがいらないという方がいますけども、これはなぜ必要なのかということをきちん

とこれから教育を通じて皆さんにお諮りをして、そのことで必要だということになれ

ば当然また議会の皆さんにお話をして相談を申し上げたいというふうに思っており

ます。これはある意味一度きちんとまな板に戻して全町民の皆さんにいろいろな周知

をして必要性もきちんと訴えると。それから議会の方に相談してそういう時期が来れ

ば、当然いただいた構想を実現する時期があるのではないかなというふうに私は思っ

ております。ただ、現在町長が表明したことは尊重して私たちも事務に預かっていき

たいというふうに思っておりますし、議員各位からいろいろなご指摘をこの間いただ

きました。きちんと受け止めた中で、いろいろな説明をするものについては説明を申

し上げたいというふうに思っております。 

〇議長（村瀬 廣君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 構想委員会の皆様方には一つ丁寧に説明をしてあげてほしいと

思います。 

  もう１点。実は、教育委員会で体育館の建設あるいは図書館の建設にあたって、子

ども達あるいは一般の町民に対してアンケート調査を行ったわけですよね。私、先日

本を探しに町民センターの図書室へ行きましたら、女の子が２人いて、私の顔を向こ

うは知っているらしくて、どうして図書館だめになったのと。私たち、どういう図書

館がほしいかアンケートがきたからクラスの友達と相談して、私たちは１人で勉強す

るスペースがほしいと。もう１つは図書館のサークル活動をしてほしいと答えたのに、

何故図書館がだめなのですかと言われましたので、私もちょっと急いでたものですか

ら、だめになってのでないよ、皆さん方の要望に応えるためには少しお金がかかり過

ぎるからちょっと時期をずらしただけだよと言って、逃げるように帰ってきたのです

けど、帰りに車に乗ってからもっと丁寧に答えなければならなかったなというふうに

反省はしています。やはり子ども達に夢を与えたのですよ。図書館作りますよ、どう

いう図書館がいいですか。それに対して子ども達は一生懸命に考えて、答えを出して

くれているんですよ。これはやはり教育委員会と学校の現場でなければこれはフォロ

ーできないのですよ。我々議会が背負うとしても無理なのですよ。この子ども達に与

えた夢を壊さないように上手に延期になった説明をしてほしいと思いますけどもい

かがですか。 
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〇議長（村瀬 廣君） 教育長、田中君。 

〇教育長（田中俊一君） ご指摘ありがとうございます。 

  いまおっしゃったとおり、たくさんのアンケートの中に子ども達の願いが託されて

おりました。確かにそのとおりであります。いまお話いただきました、自分たちが勉

強する場所がほしいと。３月の議会の折にちょっと申し上げたかもしれませんけども、

やはり中学生なんかもあそこのいまのせまいところでも勉強をしている状況であっ

て、その子ども達のアンケートも含めて、勉強するスペースがほしいと。それと静か

に本を読む場所がほしいと。やはりせまさではなくて、多機能を持っている場所で勉

強やサークル活動がほしいというご指摘も皆さんからいただいておりました。 

  子ども達に対しましては、体育館もそうですけども、図書館も含めていろいろな意

見をいただいていますので、それをもう一度私たちは読み返しながら、いま議員の皆

さんからもいろいろな指摘ございましたので、それも含めて今後に向けてまたどうし

たらいいか検討させていただく時間を与えていただければありがたいと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（村瀬 廣君） 他にありませんか。 

  日置君。 

〇７番（日置紳一君） いまの話ですけども、私も構想委員会には申しわけない形だな

と思っているんです。しかしながら、私どもの考えというのはやはり何かを建てると

きには、まず予算を決めてその予算の中で構想委員会にお願いしてどういうものをつ

くっていくかというのが当然だと思うんですよ。最初から予算を決めないで構想委員

会に任せたら予算が膨らむのは当たり前です。それを議会が止めなかったら誰が止め

るんですか。そういう意味で私たちは今回かかりすぎるから修正動議を出したわけで

す。これはどちらかというとやはり私たち議会というのも理事者に責任があると私は

思っています。 

  それから、先ほどから皆さんの質問を聞いていますと、合同委員会で理事者側の説

明を受けて、私はきょう採決に臨もうと思ってきたのです。この図書館の問題もふら

ふらしているようでは、またここで私の態度も変わりますのでその辺はきっちりと説

明してもらいたいし、先ほども建物の場所、一番私たちが大切にしている場所が、職

員の皆さんが骨を折ってあそこに建てなければならないということになっていると。

それは最大限私も個人的ですけども理解をさせてもらってきょうに臨んでいるんで

すよ。ですからその部分のそこが鉄板だというので、それであれば規模もどうしよう

もないというのであれば、体育館の中身については予算は削れるでしょうと。そうい

う話もさせてもらっていますので、その辺の確認をまずいただきたいと思います。 

〇議長（村瀬 廣君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 質問に答えさせていただきたいと思います。 

  従前から申し上げておりますように、この間の様々な経過を含めて大きな判断をさ

せていただいたと。その大きな判断というのは、きょうもお話をした経過があるわけ

でありますけども、図書館いついては、体育館と図書館を併設の計画というのは当然
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断念するということを打ち出したわけであります。断念というのは分離するというこ

とであります。その断念するということについては、私の任期中にはこれを行うこと

ができないという判断にもなるわけであります。ただ、その後はどうなのだというこ

とを言いますと、この総合計画を含めて様々な構想というのはずっと以前、昭和５８

年から思いを継続してきているわけであります。都度そういう思いがありながらも、

時の議会、理事者がいまはこの時期ではないということでこんにちまで先延ばしにし

てきた経過があるわけであります。私のときには大きな意見をいただきまして、総合

計画に登載させていただいて実施計画も打ち出させていただきながら検討した経過

があるわけでありますけども、残念ながらこういう方向性を私として判断せざるを得

ない状況になったわけであります。これからどうするという部分につきましては、以

前から申し上げておりますように、外崎町政の部分の中では実施できることは叶わな

いわけでありますけども、その後の将来、私が町長でないときにもそこまで拘束する

何物のないわけでありまして、議員さんも同じだと思います。議員さんもいま議員と

いう立場をいただいているからこそ、判断・決断、方向性を出せるわけでありまして、

その後について決して打ち止めるだとかということにはなかなかならないだろうと。

それはその時代の中で様々な意見を反映しながら方針・結論を出していくということ

になっていくだろうという認識を私は持っております。そういうことから、今回の、

以前から少しありました体育館に関する予算につきましても、図書館を私は断念する

わけですから、それを分離するということの、図書館の改めての予算を計上させてい

ただきましたが、この予算もあくまでも基礎に関わる部分でありますから、大きな形

状を変えることはできないわけであります。ただ、はっきりしているのは、いままで

提案してきた体育館は同じ体育館ではないのです。分離することによって壁がない体

育館になりますよね。それで当然壁をつくらなければいけないわけですから。その木

その部分については初年度でもってお願い申し上げますので、この数字を変えること

はできない。ただ、加えて分離することによって関連する予算については設計の変更

料だとかということはかかるわけですけども、これはこの度ご理解いただければと。

ですから、３月に提出した予算の、体育館に関わる初年度の予算の内容というのは、

あの時点から大きく変わるかと言いましたら大きく変わるわけです。それは分離する

ということで大きく変更をしているわけでありますから、同じ数字ではない。ご理解

いただきたいのは、図書館の部分の基礎は入っているわけではありません。図書館に

関係する基礎というのは、２年目に考えようとしておりましたので、それは全く入っ

ておりませんので、あくまでも今回は体育館単体の中の基礎の部分の数字で、これを

大きく変更するということにはなかなかならないということで、是非ご理解いただけ

ればと。その前提は何かと言いましたら、いまここで１年、２年かけて体育館をつく

りたいと思っているわけですから、そこに改めていま分離をするということで、来年

くっつけて建てるということには決してならないわけでありますから、これはあきら

かに私としては外崎町政の中では図書館については実現できないという認識をきち

んと受け止めながら、先送りという言葉を使わせていただきたいというのはそこであ
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ります。その先送りという言葉が先ほどから様々なご意見をいただいているように、

子ども達なり、将来に関わる方々への夢・期待・希望だとかを打ち消すということに

はならない。将来を我々が打ち消すことはできないわけでありますから、その余韻は

残させていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（村瀬 廣君） 他にありませんか。 

  山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） いろいろ議論を聞いているわけですけども、図書館の部分が

今回は延期になったということ。大変楽しみにされている方、町民の夢ということを

考えれば、理事者の提案というのは残念なことなのかなと思います。今後において、

この図書館構想がどこで協議されるのか。以前は三役会議の中で図書館の協議もされ

た経過があるようであります。今回、国の方から公共施設管理計画をつくれという話

が出てきました。設計、その他についても精神は残るんだと。ではその残った精神は

どこで今後協議されるのか、そのことがあればお伝えいただきたい。 

〇議長（村瀬 廣君） 副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 公共施設管理計画そのものは前回お出ししましたので、これ

を見直すとかということにはなりません。ただ、今回図書館については町長の考え方

がきょう明示されましたので、この部分をどこで受け止めて位置付けをしたり検討を

加えるのだということにつきましては、営繕検討委員会の中に要素として含めて参り

たいというふうに思います。当然ながらいままでは図書館は入っておりません。もと

もとは来年建設予定でありましたけども、これが時期の見直しをするわけであります

から、当然どのような、規模を含めてどういうところに必要なのかという辺りのゾー

ニングも含めての検討になると。そこで出されたものはどこにつながるのだというと、

次の総合計画の基礎資料に役立てるようなものになるように作り上げたいというふ

うに考えております。 

  それから以前もお話があった庁舎のこともありました。それから近々の課題として

は中学校もありますので、この辺も含めたものになるというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

〇議長（村瀬 廣君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 当然、今後の町有施設の改修・改築等については、様々な議

論が出てくると思います。これは多額な費用がかかるということでいうと、今金町の

いまの財政規模で年次計画をもってどうやっていけばいいのか。当然、これは総合計

画にも関わるということでありますけども、それぞれ慎重な対応が必要になってくる。

是非その協議を進めていく中では、総合計画というのはやはりやりたいという話が前

提にあるわけですよ。そこにこういう考えもあるというのは、議会側から出て行く話

であります。今金町議会の基本条例の中では、前に総合計画が議決要件になっており

ましたけども、いまはそれが外されております。いろいろな機会を捕まえながら、議

会側との営繕検討委員会の進捗も含めて報告やら協議等が、私は必要かなと思うので

すけどもいかがですか。 
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〇議長（村瀬 廣君） 副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） そのつもりでおります。今回本当に総合体育館、図書館の建

設に関わってたくさんの議員の皆さんからいろいろなご助言をいただきました。中に

は厳しいご指摘もありました。議会軽視ではないかということがあったり。私どもと

しては説明をしていると思っていても伝わっていない部分があったりということで、

そういう意味では肝に銘じておりますので、できるだけ相談に乗っていただきたいと

いうふうに思っております。 

  教訓として、できてしまってから相談をするとなかなか見直しも大変でありますか

ら、いま私の方ではできれば中間的な報告がいろいろなものでできるような形を取っ

ていきたい。そこでいろいろな意見を出してもらって、そこで決めたことにつきまし

ては議員の皆さん全員に後押しをしていただけるような進め方をしていきたいとい

うふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

〇議長（村瀬 廣君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） この件に関しては、町長が決めてまちのかじ取りをしていく

わけですから、その執行権に入るつもりは全くありませんけども、そのバランスを取

りながら是非協議の機会を設けていただきたいと思うのと、もう１つ。 

  今回、２４億円の総事業費が図書館を延期することによって１９億円に変わりまし

た。これによって総体の事業費は少なくなったわけですけども、それでもまだ大きな

金額です。これに対して、場所も建物の大きさも変更はもうできないということに関

しては、先ほどどなたかの質問の中で、努力をしていくというお話であります。当然

それは必要な事ですし、動議が提出され可決されたということは非常に重いことであ

りますから、是非それ以上の、より突っ込んだ予算の縮減といいますか、事業費の縮

減を目指していただきたいと同時に、これは建てたら終わりではないのですよね。建

てたあとに備品もある、公園の復活もある、更に解体もある。全ての事業費を計算し

たらまだまだ相当な金額になるのだろうと思うのですよ。ですからそれらも早い段階

で、ご提示をいただきながらその部分でも縮減できるところがあれば、積極的に縮減

をしていただくと、この事が必要だと思うんですけど、如何ですか。 

○議長（村瀬 廣君） 副長町、中島君。 

○副町長（中島光弘君） ご指摘があったとおりのような視点でこれから取り組んで行

きたいというふうに思っておりますし、多分経過を見せないと分かりませんよね。 

  こういう部分がこういうふうになった、それから出来る事と出来ない事はあると思

いますが、そこに向かって努めるという事の努力は惜しまないつもりでおりますので、

それからこれから色々またほかに予算がかかるというのもご指摘のとおりでありま

す。 

  そこも、工夫が出来るもの、それから利用の形態を工夫する事によって、縮減出来

るもの、そこも併せて検討をしてご相談を申し上げたいというふうに思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（村瀬 廣君） 他に質疑ありませんか。 
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  芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） 今回の図書館については、当面の間、延期をするという事であ

りますが、先程、副町長の方から構想委員会について、あるいは同僚議員からも話が

ございました。 

  実は認定保育園が開園した時、保育所の跡地を図書館にするという構想委員会が検

討されたと。 

  しかし、諮問を受けて答申を出したんですが、そのあと国営事業が入って、そのあ

と何も報告が無かったと。 

  実は私にこういう事って議会でどうなっているんだと、逆にそういう指摘をされま

した。 

  そういう視点を考えた時に、構想委員会については判断できる材料というのが、そ

のようなものが出されているのか。 

  当然、全般的な町政全般の財務状況はどうなのか、そういった人口減に対してその

ようなこれからの町を引っ張ってくれるのか、そういった事を不満に思っている方が

かなりおりますよね。 

  先程、同僚議員も言いましたけども、構想委員会の意見というのは、そう言った財

政だとか、一切分からないわけですよね。 

  実はこの事についても、ついでに話をされたのは、いまの行政で実際、１年間単年

度収支で赤字なのか、黒字なのか、不足分は財調繰入でどうやっているのだと。 

  人件費がなんぼかかっているのだ、逆にそういう厳しい目が最近出てきています。 

  そういった事をやはり懇切丁寧に説明をした上で、構想委員会というのを積み上げ

る必要があるのではないかなというふうに思っていますけども、その点についてはい

かがですか。 

○議長（村瀬 廣君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） 前段の、旧保育所の関係でありますけども、それの分について

は私の方から答弁をさせていただきますが、認定こども園の構想を打ち立てた場合に、

旧幼稚園、旧保育所から小百合保育園という施設が残るわけであります。 

  この利活用をどうするのだという事で庁内の検討を含めて私の方の考え方の一つ

として、上手に使って行こうという発信でありました。 

  それは構想委員会でも何でもございません。 

  認定こども園そのものについては、幼稚園、保育所、小百合保育園の職員の方々含

めて、庁内を含めた、保母会を含めた中での検討であるとか、調整であって、いま言

ったような３つの施設をどう活用するかという事を、構想委員会は立ち上げることは

しませんでした。 

  私の方の、町長の判断として、空いた施設をどうするかという事の考え方の１つと

して、長きにある構想である図書館に使うこともできますねという話は、タウンミー

ティングで、私の方で図式を示しながら、この施設はこのように使える、この施設は

こう使える、小百合保育園はこういうふうに使えるという事で打ち出した、説明した
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経過があるわけでありますけれども、その話でありまして具体的に町民の方々とか、

構想委員会に検討していただいたという経過ではございませんので、その分ご理解い

ただければと思います。 

○議長（村瀬 廣君） 総務財政課長、森君。 

○総務財政課長（森 朋彦君） 財政面の話がありました。 

  年に３回ですか、決算状況それから中間の報告を含め町民の方へ先行配布というこ

とで資料の方は配布させていただいております。 

  以前にもご指摘がありましたけれども、少し分かりずらいのではないかというよう

なお話もいただいておりますが、極力そういう事が無いように、例えば家計費になぞ

らえて見たりとか、そういう工夫はさせていただいておりますけども、もう少し整理

は必要ではないかということにつきましては、受け止めさせていただいて、今後の課

題とさせていただきたいなと思っております。 

  財政状況のお話がありましたが、総じて言いますと最終決算の段階では、それまで

は例えば基金の繰り入れですとか、財源調整の幅をもって運営をしておりますが、最

終決算においては、戻すと言いましょうか、基金の方の実際使わずに翌年度に繰越を

すると、できてきていた経過があります。 

  ただし、２８年度につきましては、ご存知のように台風の風の被害がありましたの

で、単独費で災害復旧予算の約１億程度かかっておりましたので、その部分で少し叶

わなかった部分がありますが、それにしても国営の基金ですとか、それから、まちひ

としごとの基金の方に積み替えをしたと言うようなことも含めますと、総じて黒字で

という事で、決して赤字の決算にはなっていない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。 

○議長（村瀬 廣君） 芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） 金銭面については、森課長の言う事は理解していますけども、

いま現在、財政で財源の柱と言えば交付税、約３０億ですか、それと町税と約３５億

がベースになります。 

  ただこれからは、人口減、いまも５，３００、５，０００を切るような勢いでいま

減少しています。 

  交付税を見た場合に、測定基準と言いますか、これは人口に対する割合が非常に大

きい部分があります、施設の関係を含めてですね。 

  こういったことを考えた時には、こういう施設計画については、無いよりはあった

方が良いとか、あるいは古いより新しい方が良い、これはみんなの要望だと思います。 

  ただこれは、要望をそのまま受けてやったあとに、今金町はどういう状況になるの

か、現に北海道の夕張市が破たんをしたときに、私記憶があるんですが、悲鳴を上げ

て国に要請をすると、朝のみのもんたの朝ズバでやっていましたが、いきなりですね、

その日になり市長を選んだのは自分達だろう、そのつけを国民がやるというのは何事

かという、そういう報道があったんですよね。 

  非常にびっくりしましたけども、こういったことはいま現在も国内の市町村の約１，
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９００のうち半数が無くなるだろうと、こういったことも国の方では推測されていま

す。 

  そういった時に、地域の暮らしを守るためにはいまから慎重にも慎重を重ねながら、

対応していただきたいなというふうに思っています。 

  規模であり、あるいは利用度ということもありますけども、全ては町債と言えども

町民の借金です。 

  ある金は行政には財産もお金も無いんですよね。 

  町民との共有財産ですから、そういう視点からこれからのこういった公共施設等に

ついて、慎重にも慎重を重ねた上で、検討していただきたいなというふうに思います

けども、いかがですか。 

○議長（村瀬 廣君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） ありがとうございます。 

  芳賀議員には毎回財政関係のご助言をいただいています。 

  確かにいま、夕張の状況を考えると全然そういう状況ではございませんが、懸案の

いろんなものを考えた時に非常に厳しくなるというのは想定されることであります

し、自分の町の懐状況というのは、そのことを町民の皆さんがしっかり認識をしてい

ただくというのも必要なことでもありますし、分かりやすい情報を提供して行くとい

うのも私達に課せられた課題だというふうに思っています。 

  十数年前に市町村合併の論議が出た時に、あの時一番勉強になったのが職員だった

のですよね。 

  自分の町の財政というのをそれまでは担当をすれば分かるのですが、そうでないと

仕組みから預金額、通常でいくと預金ですよね、基金額、それから借金、そういうも

のを分からなかったり、仕組みをわからなかったりということで、そういうことを踏

まえていま職員研修の中でも財政の研修をしたりということもやっております。 

  この間、ご指摘を受けている中で思ったのは、少しこちらから出向かないと公表だ

とかしています。 

  でも、見ていない人にすると出していないというのですよね。 

  それから、いろんな行事の案内も同じですよね。 

  やる方は出しているんですけど、見ていないという声が出るという事は、そこまで

行って説明をしていないということもありますので、もう一度、数十年前は地域を回

ったり、それから福祉がやる福祉活動、教育がやる地域巡回、その中にうちの方の財

政が入って、例えばうちの町が財政状況がこうで、こういう課題があってこういう状

況なんだよということもこれから説明できるような機会を持ちたいなというふうに

思っておりますので、今後とも是非ご助言の方をよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（村瀬 廣君） 芳賀君。 

○５番（芳賀芳夫君） 実は農協改革、いま静かになっていますけども、町長の方から

いまの総合経営の中で、金融面について分離をすると、この話はまだ消えていないの

だと。 
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  その通りだと思います、私も。 

  いずれ分離される可能性はあるのかなと、そういう懸念を持っています。  

  そういったことを考えた時に、いま現在行政がいまの組勘制度というものを利用し

た時の恩恵度というのは莫大なものなのですよね。 

  更にいま、確定申告が終わりました。 

  今金町のトータルで良いと思いますが、収入というのは伸びているのか減っている

のか、こういったこともやはりこれからの町の方向性に反映される大きな基準財力だ

と思っています。 

  特に農業のまち、福祉のまちと言いながら、まだまだ一歩二歩足りない側面がある

と思います。 

  むしろ、そちらの方にウエイトをもう少し幅広くそういう声も聞くということも大

事だと思っています。 

  そのように対応はしていると思いますけども、やはりこれから大変国も財政あるい

は経済に対しての再生計画、５カ年計画が策定されているやに聞いております。 

  これはなにかと言えばですね、町村合併こういったものもやはり目としては残って

いるのかなと。 

  駄目であれば合併しなさいという、そういうシフトも考えられると。 

  そういったときにやはり財務というものがしっかりしていなければ、本庁があっち

だとか、こっちだとか、最終的には財布の厚みなのですよ。 

  そういったことも視野に入れながら、これから健全な運営にあたっていただきたい

というふうに思います。 

○議長（村瀬 廣君） 町長、外崎君。 

○町長（外崎秀人君） ただいま、貴重なご意見と提案でありますけども、受け止めて

おります、ありがとうございます。 

  私は町長の就任の時からお話をさせていただいておりますけども、基本ベースは

様々当然あるわけでありますけれども、行政は総合行政であるわけであります。 

  バランスというものを保っていかなければならないだろうと。 

  片方に偏ってしまうとどうしても片方の声がどうしても上がってしまうと、その辺

を何で補っていくかと言いましたら、先程言ったような政策全体について万遍なく

様々なサービスが共有できるような環境を整えていくことが必要だろうと。 

  それは一つのベースは何かと言いましたら、まずは何よりも行政的な配慮として必

要な物を最優先にしながら、万遍なく偏りなくサービスを展開して行く。 

  加えて少しく情勢的な、状況的な余裕があったり、あるいは緊急性が伴うものにす

れば特別特化しましてそこにする手厚い支援というものは当然考えていかなければ

いけない。 

  それもいつまでもというのはなかなかなっていかない。 

  ですから、いま今金町で行っているもの全部事業調書を出していますけども、時限

立法、３年だとか５年だとか設けさせていただいておりますけれども、そこでもやは
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り偏りを無くするために、一定程度重点化するときについては重点化をしながら、議

員がおっしゃるような形のバランスを取りながらやっていくことが一つの行政を安

定的に運営をしていく要素になるだろうと。 

  一度やってしまうとなかなか切れないというものも当然あるわけでありますけれ

ども、それは最初からその辺のご理解をいただきながら次のステップに望めるような

環境を作っていくことが私は必要ではないかなと思っています。 

  基幹とする農業をベースとしているわけでありまして、これは私は農業関係者だけ

では無くて、関連する職業なり住民というのはたくさんいるわけでありますから、そ

れを上手に循環できるという、私は農業、商業、建設業という言葉と使っておりまし

て、地域産業ということを言っております。 

  これは全部循環するんだ、みんなつがっているんだという認識でご理解をいただけ

なければいけないのかなと。 

  議員がおっしゃるところの福祉というのは全体がみんなで補っていかなければい

けない要素が当然あるわけでありますから、この二面性を核にしながら様々な事業展

開をしながら本当に財政の安定化を目指した取り組みをこれからも努めて参りたい

と考えておりますので、ご提案とご指導含めてありがとうございました。 

○議長（村瀬 廣君） 他にありませんか。 

  以上で歳出歳入全般についての質疑を終わります。 

  歳出歳入全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  歳出歳入全般についての質疑漏れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

  まず原案に反対者の発言を許します。 

  ありませんか。 

  上村君 

○１１番（上村義雄君） 平成２９年度一般会計補正予算（第１号）に対しまして、町

民の代表の一人として申し述べさせていただきます。 

  まず今回の補正予算は、第１回定例会において修正動議により削除した予算を多少

の数字を変更して出されたものでありますが、理事者からは３点に渡る提出理由に対

して、一言も答えていません。 

  議会の議決を軽く捉えていると言わざるを得ない。 

  また、合同委員会での質疑の中で、総合体育館の耐震診断結果に対する改修費用に

対しての町長の答弁は客観性に欠けることが明白になり、新規建設の根拠が打開して

います。 

  体育館は町民の貴重な財産の一つです。 

  改めて、体育館新築費用と改修費用の見積もり（町内外の業者を含め）最低２社以

上を比較し、どれだけの差があるのか、町民一人当たりいくらの負担があるのか、ラ

ンニングコストの対比等、わかりやすく町民に説明する責任があります。 
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  以上の点に答えること無く、平成２９年度一般会計補正予算（第１号）を臨時会で

議決するのは時期尚早であり、町民不在と言わざるを得ない。 

  よって、この平成２９年度一般会計補正予算（第１号）には賛成しかねます。 

○議長（村瀬 廣君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

  向井君。 

○４番（向井孝一君） 今回非常に当初の計画から後退したことには、苦渋の選択をし

ながら賛成討論をしたいと思います。 

  と言いますのは、同僚議員の方から発言がありましたように、構想委員会において

の答申の内容の中には、図書館そのものについて教育委員会事務所も移転するという

ことが文面の中で明記されていると同時に、総合計画の中にもきちんと明示されてき

たわけであります。 

  そういう中におきまして、過去において教育委員会事務所がどういう経過で移転し

てきたのかという事も私なりに調べてきました。 

  昭和５１年、総合体育館ができ、同時期に社教職員が体育館事務所に移りました。 

  この時期は、河端町政２期目の時だと記憶しております。 

  そのご、昭和６２年に村本町長が誕生し、平成３年、美利河ダム関連事業も終了し、

事務所施設が空くということから、学習センターを開設し、総合体育館と役場庁舎に

分かれていた教育業務を開発局のダム関連事務所を借り、一か所で教育業務をしてき

たのが経過であります。 

  そのご、村本町政４期目の平成１３年度に、庁舎３階を改修し、教育委員会事務所

を庁舎内に移し、約１６年が経過し、こんにちに至っているということであります。 

  その庁舎に移した理由の一つには、当時開発局の事務所というのは民地を利用して、

開設していたということと、学習センターに管理人を置く経費が掛かっていると、そ

ういうことから一か所に事務所を移してきたという経過を私はＯＢの方から聞いて

おります。 

  そのご、平成２６年６月定例におきまして、町長の方から現在の総合体育館につい

ては耐震の指摘を受けて、改修では駄目だと。 

  新たに建て替えをするという案が出されまして、当時、私も産業教育常任委員会の

副委員長をやっておりまして、村本さんが当時の委員長でございました。 

  そのときに、そういう説明を受けて所管事務調査の中身の中に、教育関係について

は総合体育館は耐震化診断により倒壊の可能性が高いという判定となったため、建て

替え時期の検討がされていることから、図書館構想のある中で複合型も含め、高齢者

の利用も想定しながら検討されたいという、我々は意見書を出しているわけでありま

して、そのことの持つ意味合いというのは大変重いものもございますので、今後にお

いては町長在任中、あそこは福祉センター、それから認定こども園、学童、そういう

社教の本当のゾーンでありまして、新たな町づくりのためには必ず必要となってくる

時期が来ると思いますので、この在任中、教育委員会を通じながら町民の皆様に親身

な説明を是非お願いをし、賛成討論といたします。 
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○議長（村瀬 廣君） 次に反対の討論ありませんか。 

  無いようですが、他に討論ありませんか。 

  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 賛成ですけどよろしいですか。 

○議長（村瀬 廣君） 反対の方がいらっしゃいませんので、どうぞよろしいです。 

○６番（徳田栄邦君） まず当初予算に修正動議が出されて、今回別な形とはいえ、同

じような予算を提案するにいたった。   

  何故こうなったのか。 

  私は理事者に考えて欲しいと思うのですよ。 

  構想委員会を否定するものではありません。 

  また執行権をおかすつもりもございません。 

  数年前までは、審議会に議会の代表からの委員を入れていただいておりました。 

  しかし、二元代表制の充実、あるいは町民自治の観点から、議会は議会として独立

した機関でなければならないということから、基本条例で謳って議員の派遣は、審議

会の参加については見合わせているわけであります。 

  そういうことからすると、私は議会に対してもっともっといままでと違う丁寧な説

明が求められていると思うのですよ。 

  今回の一連の流れを見ますと、構想委員会の中でいろいろ審議なされて、あたかも

決まったようなことを議会の説明の中に、いろんな場面でそういう言葉が使われてき

ました。 

  構想委員会が重要なのですか、議会が重要なのですか。 

  私は議会が先だと思うのですよ。 

  ですから財政のシミュレーションについても、議会から指摘をして一番最後に出て

きたではありませんか。 

  構想委員会というのは、先程どなたか言ったけれども、財政というのは関係ないん

ですよ。 

  どれだけの規模のものを造るかというのはあるかもわかりません。 

  だけど、建てる事によって、どういうような財政状況になるかということは構想委

員会の中の議論にはならないのですよ。 

  先々週でしたか、四国の１，０００人程度の小さな村で議会不要論という論議が始

まりました。 

  小さい町ですから、議会にかかる費用というのはそれなりのウエイトを占めるんで

すよ。 

  だけども、議決機関として、もういらないよ、総合会議で十分だろうと、そういう

議論も出てきているのですよ。 

  これは自治法の絡みもありますから、そう簡単にはいかないと思いますけども。 

  ですから、構想委員会で決まったことを、こういうふうに決まりましたから議会、

そこに論議の論点も無いような提案の仕方というのは、私は止めるべきだと思うので
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すよ。 

  今後、大きな事業まだまだたくさん出てきます。 

  やっぱり議会に対して、こうなりましたではなく、こういう問題がありますけども

これはどうしたら良いですか、そこに違いがあると思うのですよ。 

  そのことをやっぱり十分反省していただきたいと思います。 

  この総合体育館というのは、２０億かかる、先程同僚議員からも言っていた。 

  これからの備品、あるいは周辺整備をかけたらもっともっとかかるでしょう。 

  ちょっとここ何十年の間でも一番の事業なのですよ。 

  総合体育館というのは、私は必要だと思ったから第１定例会の時に賛成討論をやっ

たら、懲罰だと言われた。 

  そういう指摘も受けています。 

  だけど私は自分の信念として、総合体育館を建替えて、そしてあそこの施設を利用

して、健康づくり、スポーツの振興、あるいは観光施設の無い町で大きな大会を誘致

して、お客さんに来てもらう。 

  そういう町づくりをしたい、そう思っているから賛成しているのですよ。 

  これから、設計をもう一度見直されるようです。 

  是非、今度は議会の意見もその中に取り入れてもらえるような、そういうような形

をとっていただきたいと思います。 

  町民から作って良かった、あって良かったと言われるか、こんなお荷物どうするん

だと言われるか、議会にかかっているのですよ。 

  その為にもやっぱり、もっともっと丁寧な説明というものを議会に対してしていた

だきたい。 

  その事を念願いたしまして、本案には賛成いたします。 

○議長（村瀬 廣君） 他に討論ありませんか。 

  反対の方おりませんね。 

  加藤君。 

○３番（加藤三明君） 私は議員生活が十数年になりますけども、こういう経過という

のは無かったと思います。 

  これを良い契機にしましてですね、今後二度とこういうような問題が起きない、今

回こういう問題が起きたことをプラス要因としまして、今後の議員活動に進めていた

だければ良いかなというふうに思います。 

  いろいろと経過がありましてですね、時期はかなり遅れた経過はございます。 

  やはり私としましては、町民の夢を叶えていただきたいというのが私の信念、思い

でございます。 

  ですから、今回のいろんな話がございましたのをプラス要因となるようにして今後

の計画に組んで、いろいろな問題がこれから数多くあると思いますので、今後の活動

に活かしていただきたいと思います。 

  以上でございます。 
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○議長（村瀬 廣君） 他にありませんか。 

  山崎君。 

○１０番（山崎 仁君） 今金小学校を改築して以来の大きな事業です。 

  当初２４億で、ＭＡＸが２４億、最初は基本設計、それから設計委託、いろんなこ

とが変更になってここまで来ました。 

  最後に、図書館の合築は今回諦めて、体育館、総合体育館という話です。 

  もしかしたらこれが、当初からあった計画に戻ったのかなという気もします。 

  今回いろいろ考えさせられたのは、町長はこれを構想委員会から受けたものである

から、これは民意だという事で話をされていた。 

  ところが、議会で動議が提出をされ、可決をされ、修正動議が可決をされた。 

  これも民意ですよ。 

  話がどんどん大きくなっていって、構想委員会に私も総合計画の構想委員に２期参

加をした事がありました。 

  大体、構想委員会に提案される原案というのは理事者側から提案されるものだと。 

  これに対して、ある程度の肉付けをしながら、文言の修正をして成案が出来てくる。 

  要するに理事者の考え方がここに私は出ていたのだろうなって思います。 

  いわゆる合築をし、いろんな町民の声を聞きながらどんどん大きくなっていった。 

  それを一方の民意である議会がもう少し考えましょうと。 

  特別委員会で図書館の件については、現有施設の活用も考えましょうと、それに沿

った答えも町長決断をしていただいたようであります。 

  ３点の疑念に対する答えは書いていないという反対討論の中にあったようですけ

れども、私はここまで答弁を聞いていると、体育館を延期をしたから予算が減ったと

いうのではなくて、もっと積極的な予算の縮減を図って行くという答弁をいただいて

いると思います。 

  そういう意味では、場所も変えられない、躯体の大きさも変えられない、でも中身

についてはこれからもっと節約をして、更にこれからかかるであろう費用についても

踏み込んで縮減に努めますと。 

  ここまでの答えをいただいたというのは、私はやっぱり６人の方が動議を出した、

そのことに対する真摯な答えだというふうに考えます。 

  おそらく議題としてあがるのはこれが最後だろうと思う案件であります。 

  町にとって大変大きな費用を要する大事業であります。 

  私は理事者が町がここまで議会に対応してくれたという事を大きく評価をしなが

ら、これからにも期待をし、できれば多くの方の賛同をいただきながら、ここで可決

されれば町民の多くの方も理解をしてくれるだろうというふうに考えます。 

  そういう意味で本案には、これからの期待も含めて賛成をしたいと思います。 

○議長（村瀬 廣君） 他にありませんか。 

  これで討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第３、議案第１号についての採決を行います。 
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  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決する事に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

  起立多数です。 

  従って、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

  この時計で１１時５０分まで暫時休憩いたします。 

 

休憩 １１：４６ 

開議 １１：５０ 

 

○議長（村瀬 廣君） 休憩を打ち切り、開議いたします。 

 

    ◎日程第４ 議案第２号 

○議長（村瀬 廣君） 日程第４、議案第２号を議題といたします。 

  平成２９年度今金町一般会計補正予算（第２号）について、理事者の説明を求めま

す。 

  副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） 議案第２号、平成２９年度今金町一般会計補正予算（第２号）

について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、既定の歳出歳入予算の総額に１，０００万円を追加し、

補正後の額を５７億３，７５６万４千円にしようとするものであります。 

  補正の概要につきまして、歳入より申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。 

  １７款、繰入金で１，０００万円の追加は、財政調整基金繰入金で財源調整であり

ます。 

  次に、歳出については２ページをお願いいたします。 

  ６款、農林水産業費で１，０００万円の追加は、農業費で産業基盤災害復旧支援事

業補助金であります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  詳細の説明につきましては、農林振興課長より説明申し上げます。 

  ご審議いただき、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（村瀬 廣君） 農林振興課長、川平君。 

○農林振興課長（川平秀明君） （農林振興課長資料説明、記載省略） 

○議長（村瀬 廣君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑は歳出・歳入全般について行います。 

  ３ページから４ページです。 

  質疑ありませんか。 
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  徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） 政策調書の作り方についてお伺いしたいと思います。 

  試算ではビニールハウス８０万３０パーセントかける３０棟で７２０万、倉庫等が

上限１００万で３棟で３００万、足して１，０２０万、これを何で約をつけて１，０

００万にしなければならない。 

  その意図というのはどこにあるのですか。 

  普通予算の持ち方というのは過少になったら困るものですから、かかるだけのもの

は予算として見るのが普通だと思うのですけれども、ここに２０万を削った、これが

もし足りなくなった場合には、また補正でもやると言うのですか。 

  その辺の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（村瀬 廣君） 農林振興課長、川平君。 

○農林振興課長（川平秀明君） 政策事業調書の書き方については大変申し訳なく思い

ます。 

  今回事前に調査をいたしまして、試算したことではこのとおりの棟数とは若干違っ

ているのですが、ほぼ１，０００万近くのものになるだろうということで我々の方と

しては試算しております。 

  実際にこの事業調書を書く時にある程度数字を合わせるような形をとりたくて、こ

のような形をとったという事であります。 

  実際に申請いたしますと、若干いまの中では１，０００万を切る程度なのかなとい

うふうにいま考えております。 

○議長（村瀬 廣君） 徳田君。 

○６番（徳田栄邦君） あのね課長、なぜ１，０２０万でダメなのですか。 

  範囲内で収まる予定ならば１，０２０万で組んでおいてあとで減額すれば済むだけ

の話じゃないですか。 

  予算書で切捨てするなんて言う政策調書というのは作るべきではないと思います

よ。いかがですか。 

○議長（村瀬 廣君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） ご指摘いただいたとおりでありますので、気をつけたいとい

うふうに思っております。 

  現場の方は直近まで数字を近いものをあらってくれと言うことで指示を出しまし

て、農協とも協議を重ねてきた経過でありましたけれども、ご指摘の部分については

以後気をつけたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（村瀬 廣君） 他に質疑ありませんか。 

  上村君。 

○１１番（上村義雄君） ここの部分ではこの１７から１８の暴風雨だけという事です

よね。 

  そのあとで昼１２時前後、この突風でまたやられた部分があるのです。 

  それは対象にならないという事になりますよね。 
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  私は昨年の台風のあとの一般質問で行政と農協とそういう協議機関を設けて、そし

て基金を積んで今後の部分ではいろんな災害がこれからは、施設ハウスをやれば当然

そういう形で出てくる、被害が出る、そういうことが想定されるから基金を積んでや

りませんかという一般質問をしました。 

  これが協議できていればその中から対応してやれるという関係になって行くのか

なというふうに私は考えるんです。 

  ですから今後においてでもできることはそういう形で協議をしてきちんと原資を

確保しながら、農業の施設ハウスのこれから特に大事になってくるこの被害を救済出

来るような方法、これは１７日、１８日だけになっている。 

  しかし、そのあと何日の日かちょっと日にちは失念していますけども、そういうハ

ウスが傷んでいる場合もあるのです。 

  私も聞いていました。そう言ったことを網羅しながら救済するという方法を検討さ

れてはいかがかなという、いま課長の方にお伺いするけども、この日にちだけに限る

のか、そのあとでもあった時の部分は救済の対象とするのかということをお伺いしま

す。 

○議長（村瀬 廣君） 農林振興課長、川平君。 

○農林振興課長（川平秀明君） いまご質問がありました今回の事業につきましては、

あくまでいまご指摘がありました通り１７日の夜から１８日の大体午後３時位まで

で吹いた強風についての被害ということで、そのご被害状況調査をさせていただきま

してこのような形の制度を作らさせていただいたということであります。 

  ですからその２，３日後とかの風のものについては対象とはしておりません。 

○議長（村瀬 廣君） 副町長、中島君。 

○副町長（中島光弘君） もう１点ご質問があったかと思います。 

  以前に災害対応のための基金の創設はどうだということで、この間庁内で検討はし

てきておりました。 

  今回実は農協の方から要請があった中で、話し合った中で一定の方向を町長と組合

長の方で話をしていただいて、今後に向けて役場と農協の方でプロジェクトという形

までにはいっていいのかは別にして、これだけ気候が読めない状況が続く時代になり

ましたので、根本的な災害復旧のための手立てを検討しようということで合意をして

おりますので、もうこれから今回終わりましたら作業に入っていきたいというふうに

思っております。 

  それから農業だけではありませんので、商工業もありますのでここも既存のいまあ

る制度で拾えるのか、またはいま樹立をしようとする災害の基金になるかどうかは別

にしてそういうこともいま検討をしていきたいというふうに思っております。 

  どこまで踏み込めるか分かりません。 

  相談をしたいと思っていますが、個人のことも出てくると思っておりますので、こ

の機会にそういうことで検討をスタートするということでご理解していただければ

と思います。 
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○議長（村瀬 廣君） 他にありませんか。 

  村上君。 

○８番（村上忠弘君） 説明資料の中で除外要件ですか、他の助成がある場合というこ

となのですけども他の助成というのはどのような助成のことを指すんですか。 

○議長（村瀬 廣君） 農林振興課長、川平君。 

○農林振興課長（川平秀明君） これはいまのところは現実的には無いのですけれども、

例えば前回の台風でありましたら国の事業ですとかありましたので、そういうことを

含めて考えたというところであります。 

  実際にいま考えられるものはありません。 

○議長（村瀬 廣君） 村上君。 

○８番（村上忠弘君） という事は建更だとか、農業共済だとかというそういった部分

の助成とは関係ないという事ですね。 

  はい、分かりました。 

○議長（村瀬 廣君） 他にありませんか。 

  以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。 

  歳出・歳入全般についての質疑漏れありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

  歳出歳入全般についての質疑漏れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第４、議案第２号についての採決を行います。 

  本案は原案のとおり決する事にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  意義が無いので、議案第２号は原案のとおり可決いたします。 

 

 ◎閉会の宣告 

〇議長（村瀬 廣君） 以上をもって、日程の全部を議了いたしました。 

  これをもって、平成２９年第１回今金町議会臨時会を閉会いたします。 

 大変ご苦労様でした。 

 

閉会 １２時０７分 
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