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平成２８年第１回今金町議会定例会 第３号

平成２８年３月１０日（木）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 議案第３１号 平成２８年度今金町一般会計予算について
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いて
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いて

８ 議案第３７号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計予算について
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

〇議長（村瀬 広君） 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、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 広君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員には、村上君、川上君を指名いたします。

◎日程第２ 議案第３１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、議案第３１号を議題とします。

昨日に引き続き一般会計予算を審議いたしますが、昨日は歳出の２款総務費の質

疑の途中で山崎君の質問を留保いたしましたので、この後、引き続き行います。

質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明にかつ議題外にわた

らず、またその範囲を超えないようにお願いをしておきます。

山崎君の質問を許します。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ９８ページ、お願いいたします。

地域力再生プロジェクト事業補助ってあります。２０１万円。この内容をお知ら

せをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） 地域力再生プロジェクト事業補助金ですが、

これは商工会に対する補助金ですが、コミュニティビジネス創出における雇用拡大、

これが１５０万円、にぎわい！今金という事業に対して５１万円を商工会に補助し

ようとするための事業ですが、これにつきまして、地方創生事業費として商工会に

対する補助金に対するものを地方創生事業として取り上げているというものです。

内容ですか。コミュニティ創出事業につきましては、これは障がい者就労の確立

に向けた各種の実証実験事業なんですが、その分の障がい者に対する雇用と住環境

の整備に対しての補助金、それと、にぎわい！今金というのは、これは毎年商工会

で行っておりますが、年２回商店街に歩行者天国をつくりまして、空き店舗などを

利用して、また既存の商店街を利用しまして、にぎわいを創出するための事業であ

ります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 実施事業の概要を見てみると、商店街活性化事業としてに

ぎわい商店街、空き店舗活用ってあって、その下に高等養護学校卒業生雇用及び調

査研究の農商工連携による新たなビジネスモデル、これらが具体的にどういうこと

なのかということが、まず知らされていない。質問回数が３回しかないので、内容

がよくわかるようにお願いをしたいと思います。
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〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） コミュニティビジネス創出における雇用拡

大事業ですが、これは商工会が平成２６年度から取り組んでいます事業ですが、ま

ず平成２６年度においては、空き家、空き店舗の調査、あと高等養護学校の生徒、

保護者のニーズ調査等を行っております。

２７年度においては、農商工における、実際に高等養護学校の生徒が就労をしま

して実証調査を行っております。

また、業種別の障がい者の就労マニュアルを作成しております。それに関する研

修会を商工会が主催しております。

それを受けまして、実際に障がい者を雇用するとなった場合の住環境をどのよう

に整備していくかという調査を来年度予定をしておりまして、まずは雇用住宅の確

保、シェアハウスの実証調査、あと昨年に引き続き、高等養護学校の生徒の就労の

長期にわたる就労の実証調査、その中で見えてくる問題が、課題がどのようなとこ

ろがあるかということを解決するための事業となっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 具体的な内容ということの答弁なので、それ以上も以外も

ないのだろうなというふうに予測はするんですけれども、これは仄聞するに、いま

障がい者の雇用の話をしていましたけれども、どこの場所でだれが雇用するのかと

いう話が全く出てこない。町が予算をつけて、補助金をつけて、商工会がこの事業、

プロジェクトを推進をしていきたいということらしいんですけれども、これはさっ

き言った仄聞するには、何やら金原の小学校を貸して、町有地を活用しながらハウ

ス野菜を３年間という、これはもう商工会の方から出てきた情報なので。

私思うんだけれども、確かに商工会の事業で、これは大変今金町にとっては有意

義なことだとは思うんだけれども、町がかかわっていないかと言ったら、大いにか

かわっているだろうなと思うんです。何がと言ったら、新聞報道にもあったように、

なにやら三者協定を結んだということらしい。三者協定を結んで、この協定を結ん

だ日は今金町にとって大変大事な日だと町長が発言したって、コメントが道新に載

っていたんです。それから、商工会が発信してくる中で、いま言う金原でも、事業

の概要が決まって、今年度から実施するんだという資料が出回っている。

まちがこの３月当初予算を審議する中で、こういうプロジェクトがあって、こう

いうことで今年は考えて進めますという話が、これ聞くまで出てこないということ

は一体どうなんですか。かかわっていないんだったら別です。でも、かかわってい

るんでしょう。その三者協定を結んだり、フォーラムをやったり、ここで予算をつ

けたり、だれが議会に対する説明責任を持っているんですか。これは商工会の事業

だから、商工会がやりなさいという話になりますか。町がかかわっている、まちが。

予算をつけて、いま、金原の学校跡地を貸そうとしている。これいつ出すつもりな

んですか。これはおかしいなと思うんですよ。どうですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） お答えをしたいと思いますけれども、まずこの予算に、企

業関係の予算は入っておりません、基本的に。

それから、三者連携の話は、もう数年前から農協、町、それから商工会の中で、

同じ町内でありますから、この三つの団体がいろんな連携をとっていこうというこ

とで始めております。その中の経過の中で、いま一番は、養護学校の卒業生の就労

支援に向けて、農業の場面、それから商工会の場面、それから町の場面で一体とな

って推進していこうというのが、趣旨にはあるというふうに思います。

それで、いまおっしゃった企業の部分については、実際の私たちについては、こ

れから企業との協議、財政段階では始める予定です。前回の皆様の方に配付になっ

ている資料、それから、同じ時期にうちの方にも提出がございました。いまうちの

方も、その計画の精査をしながら、これから協議をするという段階でありますので、

それが調わないと、実際に企業に対するいろんなどういう支援をしたり、やってい

くかということが決まったり、その方向が見えれば、議会の方にも相談をしたいと

いうふうに思っておりますけれども、現時点では、いま議員がおっしゃったとおり、

以前金原ということがありましたので、いまの時点ではここで話が進んでおります

ので、以後、町長の方から何らかの形で地域の皆さんへの説明があって、それから、

クアプラの関係についても町長の考え方がありますので、その一環の中でこれから

方向が見えてくるというふうに思っておりますし、その中で、必要な場面について

はうちの方からも説明をしたいというふうに思っております。

以前も質問がありました。所管はどこなんだという話がありました。これはその

ときもお答えをしましたが、所管についてはまちづくりでありますけれども、いろ

んな事情が兼ね合いのある状況を迎えておりまして、一部新聞の方では、前向きな

ものも流れておりますけれども、例えば一番は、いま商工会が調査研究をしながら、

それから農家の皆さん、商工会の皆さんが、実際の雇用に向けて実証をしていただ

いて、現実に新年度も一般企業の方にも入られるというふうに聞いていますし、役

場の方にも１人入ります。

高等養護学校との協議の中では、いまこれから間口増のことだとか、いろいろあ

る中で、一番の課題はやっぱり住居の関係であるということで、それら一体の中で、

施策もリンクをさせていきたいという、町としては考えを持っています。

ただ、現実にはまだ具体的なものがありませんので、その辺の協議が調えば、議

会の皆さんにも相談をして、ご意見をいただきたいというふうに思っております。

それと、いま進める段階で一番肝心なことは、当然ながら、あの計画どおりかと

いうと、財政は私担当しておりますけれども、その協議もいま近々する予定でおり

ます。というのは、ああいう形の進め方が、果たしてうちのまちになじむのか。そ

れから、規模だとか計画。計画としてはわかります。そういうものを目指したいと

いうのはわかりますけれども、町が進める段階で、どういう形がいいのかというこ

とも、いま協議をする予定でおります。

ですから、その辺のことについてはまだ協議の前でありまして、その前に情報提



- 6 -

供という形にはならないということで、申しわけないですけれどもご理解をいただ

きたいと思います。

それと、何といっても、住居、グループホーム的なものについては不足をしてい

るという大前提もありますし、それから、養護学校の子どもたちが就労についた場

合、前にも議員の方で心配をしていらっしゃいましたけれども、受け入れ側がいろ

んなフォローアップをできるかというと、そうはなかなかいかないですよね。そう

すると、やっぱりジョブサポーター的な、そういう間に入ってきちっとそういう人

材なり機能も同時にやらないと、住むところだけができたから、そのままこの事業

がうまくいくかということにもなりませんので、いま、まだ水面下ですけれども、

そういうこともあわせて、そういう人材も確保したいと思っておりますし、そうい

う機能が全部そろってからでないと、なかなかいろんな就労場所にお願いをすると

いっても進んでいかないだろうと。いまは本当に実証実験の中で受け入れをしてく

ださった企業が、経験をした中で採用に踏み切ってくださっているというのが現状

なものですから、この事業については、そういうトータルでいろいろ進めたいとい

うふうに思っておりますので、時点時点でまた報告をさせていただきますので、そ

の際にまたいろんなご助言をいただければというのが現時点のスタンスであります

ので、よろしくお願いをいたします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） いままで商工会から資料提供があった。考えていることは

すばらしいし、このことがまちに根づいてくれれば、目的は達成に向かえるという、

向かうための努力はしなきゃならないのだろうなという気はします。

ですから、事業そのものを否定するわけでもないし、それから、取り組んでいる

団体がよくないという、そんな話をしているつもりはありません。

ただ、その説明が、いま言う、まちはまだこれから協議だという前段で、ああい

う報道に出るようなことがあるということは、これは私は遺憾じゃないかなと思う。

協議もしていないことが、すぐやるような、会社をつくって人材派遣をするんだと

いうところまで、こんな協議ができていないのであれば、あれはとめるべきですよ。

まだ発表にならない話だと。商工会では事業案ということで、たしか昨年の１２月

付だと思うんですけれども、事業案をつくって出しているようです。だから、まち

と協議が調えばって、協議が調ったものをプレスにリリースするというのであれば

わかるけれども、どうもそっちの方が先行している。

まあ、私たちがいま仄聞するには、金原に植物工場をつくってやるんだろうなと

いう話だけ。何かクアプラの話もしていたようですけれども、その話は一切聞いて

いませんから。そういうことで、今後説明をしなければならない事態が発生したら、

というか、積極的な説明があるのであればしていただきたいということで。

議長、次いいですか。

〇議長（村瀬 広君） どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） 同じページの扶助費で、認定こども園いまかね施設給付費
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３，０２６万９，０００円。認定こども園っていうのは、これ当初からですけれど

も、保育のスタッフが足りないんじゃないかと。今金町がそれまであった保育所の

スタッフを、町が派遣をするという形で応援をしている。これはもう保護者にすれ

ば、大変ありがたいことだし、こども園いまかねにしても、このことはありがたい

ことだと思うんですけれども、派遣しているいまのスタッフが、定年を向かえたの

ちどうなるのかということ。いまはいいんです。でも、間違いなく定年は来ますよ

ね、派遣しているスタッフの。そうすると、いま派遣している人数が減っていく。

そうしたら、認定こども園いまかねでは、保育のスタッフを増やすという考え方が

あるのか、それとも、どういう考えなのかちょっとお聞きをしたいんですけれども。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） ご質問にお答えをいたします。平成２３年度

にいまの認定こども園が開始をされました。そのときに、町立の常設保育所を閉園

し、民間の中にすべてを集約するという形でスタートしております。

当面の間、うちのスタッフについても、保育施設がないということもありますし、

急激に規模を大きくするという中では、人員が不足するということで、当面の間、

うちのスタッフが定年を向かえるまでの期間、人材を派遣するというようなことで

協議が進んでまいりました。

それにつきましては、設立当初から我々のスタッフの定年退職の予定年度等も示

しながら、その後については、必要な人員充足はこども園自ら行うということで進

めてきております。そのためにも、その派遣をしている期間、ある意味人件費が浮

くわけでありますので、そういった将来に備えた積立等もしていただきながら、本

日まで来ているところであります。

この３月をもって、２人のうちの派遣保育士が定年退職を迎えますので、そのス

タッフについては、いまこども園の方から抜けるという形になります。それに合わ

せて、こども園の方でも新たな人材の募集をし、数名新しいスタッフの確保もでき

ているということでありますけれども、いま、もう全国的に保育士の確保が非常に

難しいということで、いままでのような、町内にいらっしゃる方だけに目を向けて

募集をするのではなくて、昨年からはもう学校の方にも、保育関係の専門学校だと

か、そういったところにもこども園の方から案内を出したりだとかということで、

幅広く対応をしながら、何とかいま将来も含めてですけれども、こども園自らのス

タッフ確保ということで努力をしているところでございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 想定をされていたことですから、人員の補充というのは、

しっかりこども園にやっていただかなければ、いまの保育環境というのは多分守れ

ないんだろうなという気がするんですよ。

それから、開所当時、将来の予測を立てたときには、入所児童が減っていくとい

う想定でありました。これによって、経営が将来は不安になりそうだということも
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お話を聞いておりました。ところが、定数以上に、待機児童をなくすために種川と

鈴金の季節保育所を通年開所するという、こういう対応になったということは、保

育をする側にすれば、経営を考えればありがたい話だと思う。だから、十分にスタ

ッフを確保しながら、これまでのサービスを落とさないようなことを考えてやって

いただくと同時に、いま種川、鈴金についても３０人、４０人、それぞれ定員があ

るようであります。こののちどういう入所数になるかわかりませんけれども、そこ

とても保育士を増やさなければならない状況が出てくると思う。

だから、認定こども園をメーンにするんだけれども、通年開所をするといった季

節保育所についても、しっかりした確保ができていないと、これはもう待機児童が

ないという、今金町にとって待機児童がないんだということになれば、なにかマス

コミでちょっと保育所に落ちたうんぬんという、ネットで話題になったことがあり

ました。今金町は心配ないんだということを、やっぱり考えておいていただかなけ

ればなりません。スタッフの確保を十分にして、入所をされる親御さんに安心が与

えられるようなことでお願いをしたいんですけれども。季節は４月から通年開所、

このスタッフは確保できているのかどうかということ。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） まず、へき地保育所の２８年度のスタッフの

確保状況でございますけれども、臨時、それから嘱託、それから正職員、再任用の

職員を含めてということでありますけれども、これらを含めて、常勤体制でそれぞ

れの保育所３名ずつ配置をいま固定してございます。これに、やはり土曜日だとか

の運営もありますし、開所時間も延長させていただくということもありますので、

その辺の勤務時間の調整等もありますので、いままでもそうでありますけれども、

地域内の保育士資格を持った方等を含めた応援隊という形で、臨時的な方の配置も

数名行いながら、まずへき地保育所については、１年間運営できていくという見通

しを立てているところでございます。

それとあわせて、こども園も含めた今金町全体のことを考えた場合には、こども

園が主体的にしっかりと保育士を確保するということは当然でございますけれど

も、町としましても、その辺については一緒に努力をしながら、あるいはそれぞれ

が保有している保育士等についても、状況に合わせながら流用といいますか、お互

いに使い合うというんですかね、バランスをとっていくというんですかね、そうい

った協議も進めながら、保育環境の充実・確保を図ってまいりたいと思っておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

３款民生費の質疑を行います。１１２ページから１３２ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） 予算参考資料の１０９ページ、今金町の学童保育所について
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なんですけれども、最初３０名から始まって現在７０名の定員ということになって

おりますけれども、この１月に申し込んだ方がもう断られたということで、現在そ

ういう形の待機児童みたいな感じの方がおられるのかどうか。

また、それいるとして何か対応をいま現在考えておられるのかどうか。まず、そ

れをお聞きします。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 学童保育所の入所の関係についてお答えをい

たします。

いま現在運営しているところの利用者については、６０名以下ということであり

ますので、待機なく、いまは入所が行われております。

４月以降に向けては、昨年の１２月にまず一次的な募集をしまして、その段階で

まず６８名の応募がありましたので、その６８名につきましては７０名の定員内と

いうことで入所の決定をさせていただいております。

本日までに、いろいろとキャンセルも含めて出入り、追加の申し込み等がありま

すけれども、いま７０人ちょうどということで、定員内で納まっておりますので、

いまのところ待機等をお願いしている状況はありません。

しかしながら、就労の形態によって、例えば夏休み期間どうしても見られないだ

とか、いろいろな先立った申し込みもありますので、それらにつきましては、今後

の経過を見ながら、何とか待機の出ないような対策を組んでいきたいというふうに

考えてございます。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 私が聞いたのとちょっと違うんですけれども、一回断ったら、

もうしばらく言えないと思っている人もいるのかもわかりませんし、そういう噂を

聞いて、そうしたら、もう満杯だからというのもあるのかもわかりませんけれども、

ここも出た、そういうのがあいて申し込みがあった場合には、結局いま町が昨年９

月から保育料の助成を始めていますし、４月からまた高校までの医療費の無料化と

いうものを出して子育て支援をしようとしているわけですよね。そのことによって、

そうしたら、一人のところも、二人、三人産もうかなと思っている人が、そういう

ふうになった場合、だんなさんの給料だけでは足りないと。仕方なしに、仕方ない

というか、奥さんも働かなければやっていけないというような家庭もあると思いま

すので、そういうことで預けられないから仕事もできない。そうであれば、そうし

たらまた産むのやめようかとか、そういう悪循環にならないように、丁寧に取り扱

いをしていただきたいなということを申し上げたいと思います。

それから、今年度から準職員を所長にして常勤で使うというのがあるんですけれ

ども、今年度まだ終わっていないけれども、今年度は多分保育士の資格を持ってい

る人が、多分保育所のＯＧの方が嘱託の指導員１名の方なんですけれども、やって

いたと思うんですけれども、今回資格がないというような話を聞いているんですけ

れども、この所長になろうとしている人が。それを準職員にして、所長というポス
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トを新たにつくってそこにつけようとしている、その理由をまず教えてください。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） お答えをいたします。

いま現在の所長につきましては、渡辺先生でございます。教員免許を持ちながら、

児童の保育ということでは、教員経験を生かして頂きながらという立場で、いま所

長という形でお願いをしております。

この４月からは、準職員という形で、新たな方をいま予定しておりますけれども、

その方については、もう既にいま嘱託という身分で学童保育の方にもかかわってい

ただいておりますし、いま、法制度が変わった関係で、指導者に当たる方について

は、資格講習を受けなければならないという規定があるのでありますけれども、こ

れにつきましても、今月のはじめまでに資格講習も受けられておりますので、スキ

ル的には十分対応できる職員というふうに考えてございます。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） この職員の中途採用というのは、町民の方も大変注意深く見

ているんですよね。だから、その辺で余り疑義を持たれないような採用の仕方をす

るようにしてもらいたいなというのが一点あります。

それから、ここにあります、２７年度より学童保育所指導員の名称が放課後児童

支援員に変更となるとあるんですけれども、これ２７年度も２８年度も、臨時指導

員になっているんですけれども、これは間違いなんですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 制度的な呼称につきましては、前段言われた

とおりでございますけれども、うちの採用上の身分ということで、後段の方は押さ

えをしてございますので、その点でご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） わかりますか。日置君、もう一回、その疑問に思っていると

ころをもう一回。

○７番（日置紳一君） ここに書かさっているんですよ、２７年度のところにね。２

７年度より学童保育所指導員の名称が放課後児童支援員に変更となるって書いてあ

るんですけれども、２７年度も２８年度も臨時指導員になっているんですけれども。

これはどうなんですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 先ほどご説明したとおり、いまの法制度上の

指導者の扱いについては、先ほど言ったように、制度が変わって、いま指導員とし

て講習を受けて、そういった身分を持った方でなければならないという配置になっ

ております。その制度上の役職名というんですか資格名が、放課後児童支援員とい

うことになります。

ただ、後段の方に書いております臨時指導員というところについては、あくまで

もうちの雇用上の臨時職員として雇用しておりますので、臨時の指導員ということ

でありますので、本来であれば放課後児童支援員で臨時指導員といううちの雇用と
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いうことで、それぞれ意味が違うということで、間違いではないということでご理

解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） １１３ページの扶助費なんですけれども、高齢者に対する灯

油の補助なんですけれども、前年度より１５０万円ほど減額しているんですけれど

も、大きな要因についてお知らせください。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 大きな予算上の減額の要因になりますけれども、前

年度の積算をした時点で、灯油単価ですね、９８円という単価で積算してございま

す。１人当たり２００リッターの２１０名ということで積算をしているんですけれ

ども、本年度につきましては、単価が大幅に減額しております。それで、今年につ

きましては、１リッター当たり６５円で積算しておりまして、人数とリッター数に

は変更はございませんが、単価の減によりまして予算額が大幅に減少しているとい

う状況でございますので、ご理解をお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

岸君。

○１番（岸 徹也君） １１２ページの前段の方に載っています報酬の部分で、保健

福祉関係の地域包括支援センター絡みの話になるんですけれども、いま、としべつ

の保健福祉課の中で、地域包括支援センターというものが設置されていまして、職

員の方が日々各地に回ったり、いろいろ活動されているんですけれども。

〇議長（村瀬 広君） 岸君、いまの地域包括支援の関係でしたら、介護保険の方で。

地域包括センターについては。

○１番（岸 徹也君） そうですか。この資料には保健福祉等の策定委員会の中には、

地域密着型サービス運営委員会及び地域包括支援センター運営協議会に関すること

というものも載ってはいるんですけれども。別段で。じゃ、のちほどで構いません。

〇議長（村瀬 広君） 別のところで、そこの部分でやっていただければと思います。

○１番（岸 徹也君） わかりました。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 民生費の質疑を終わります。

４款衛生費の質疑を行います。１３３ページから１４３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 衛生費の質疑を終わります。

５款労働費の質疑を行います。１４４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 労働費の質疑を終わります。

６款農林水産業費の質疑を行います。１４５ページから１６４ページです。
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日置君。

○７番（日置紳一君） １５０ページの産業基盤整備促進支援事業について、ちょっ

とお伺いします。

このことは、私もハウス等で大変お世話になって、大変ありがたい事業なんです

けれども、来年度から作業所だとか倉庫等にも適用するということで、本年度は多

分改修と増築しか認められなかったんですけれども、新築は認めてもらっていなか

ったんですけれども、来年度から新築にも適用するという話を聞いたんですけれど

も。この事業は、今年度から始まっているんですよね、２７年度から。そして、ま

だその年度が終わっていない段階で、来年度は今年だめだったやつが来年はいいと、

こういうふうに決めた理由というのはどこにあるんですか。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） お答えいたします。

倉庫などの建物の施設関係だと思うんですけれども、考え方といたしましては、

始めた２７年度につきましては、あくまで言われたとおり増築、改築あるいは修繕

という考え方でおります。

来年度以降につきましても、考え方としては変わりません。あくまで増築、改築、

修繕という考え方は持っております。ただ、若干考え方といいますか、取り方とい

いますか、それが違ってきたんですけれども、いままでの改築というのは、あくま

で一部を取り壊した中のものについて改築ということを考えておりましたけれど

も、今後につきましては、ある程度いままでと同じ用途でありながらも、さらに拡

大したいというものも含めて、改築という形で見ていきたいというふうに考えてお

ります。それは４月以降から変えていきたいなというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） その理由というのを聞いているので。

○産業振興課長（川平秀明君） すみません。理由につきましては、やはり要望が多

かったということと、例えば建物にくっつけて倉庫を増やした場合は増築という考

え方をするんですけれども、それ離してしまうことによって、例えば同じ用途であ

りながらも、そっちは新築だよという見方はどうなのかなということもありました

ので、そういうことも含めてやったと。それと、ある程度の要望があったというこ

とも事実であります。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 離して建てたら増築でも改築でもないですよね。新築という

考えだと思うんですけれども、それであれば、今年度断ってだめだという話で済ん

でいるわけですけれども、まだこの事業は今年度から始まって、まだ年度内で、来

年度そういうふうにすると。当然、やはり平等とか公平の立場からいくと、今年に

さかのぼってやるべきじゃないんですか、それ。そう思いますけれども、いかがで

すか。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） あくまで考え方が改築という考え方で行きたいとい
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うことは同じであります。それで、さかのぼるとなりますと、いろいろなつかみ切

れない持ち込みですとか、いろんな諸問題が出てきますので、ちょっとさかのぼる

ことはできないでしょうと考えております。

当初から、あくまで新築はだめですよということで周知して、何度も話をしてお

りましたので、そういう考え方になっております。

来年度以降につきましても、あくまで新築ではないと、改築あるいは増築の一部

ですよという考え方を持ちましてやるということであります。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 離して改築って言っているのは、それは何、大きさで判断し

ているんですか。離してしまったら、だってそれ、増築でも改築でもないでしょう。

大きさで別なところを建てたら新築で、隣近所に２メーターくらい離れていれば改

築だとかっていう、そんな話ですか。何かよくわからないんですけれどもね。そう

いう中で、もうちょっとはっきりしたわかりやすい説明をしないと、この事業にお

金もらうからっていってね、それありがたいんですけれども、何回もこれ足を運ば

されているんですよね、農家は。だから、１年目だから仕方なかったんですけれど

も、もう２年目に向けては、もう少しはっきりとして、きちっと突っ込まれないと

うなやり方でやっていただきたいなと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） 大変申しわけございません。考え方といたしまして

は、あくまで拡張するものに関してというとらえ方といいますか。ですから、増築

もある程度拡張という考え方もできるんですけれども、いままでは先ほど言いまし

たとおり、離して建てたものに関しては、新築だから無理ですよというような表現

というか、考え方を持っていたんですけれども、今後はそれも建物を拡張する一つ

であろうというとらえ方がありましたので、今後それを対象とするように、代替の

改築だという考え方も含めて認めていきたいなというふうに考えております。

それから、何度も足を運ばせたということに関しては、大変申しわけなく思うこ

ともありますけれども、あくまで申請行為、それから、何回も相談しないとなかな

かうまく行かないところもありましたので、それで何回も来ていただくような形を

とったと思いますけれども、大変申しわけなく思っております。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） いま、日置議員の方から最後の方に言われた、紛らわしい

というか、解釈とかということにつきましては、先般もちょっと関係課を集めまし

た。それで、何がだめなのかはっきりしていればいいんですよね。いろんないまメ

ニュー、地域を応援したい、それから産業振興ということで、活力を与えたいとい

うことで、これは町長の政策ですから、私は一歩踏み切った政策だと思うんですけ

れども、受ける側がきちっとその人の解釈によって違ったり、それから、違う解釈

を聞いて、また問い合わせをしたりという状況が起きているものですから、この手

の事業をいま一回一つのものにして、該当にならないものはこの事業についてはこ
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れとこれなんだというものを皆さんに配付しないと、多分混乱が生じてしまうと。

しかも、私は町長が本当に政策として予算もかけているわけですから、私はいい事

業だと思っていますが、ただ、これが混乱をしてしまったり、現場の方にそういう

意味では不信感を与えたりということがあってはいけませんので、新年度に向かっ

ては、担当課すべて一つにして、事業も一覧みたいなものにして、こういうものは

実際に該当になりません、こういうものは可ですというような、わかりやすい対応

にしていきたいというふうに思っています。

ご指摘のとおり、１年目で多分想定外のいろんな問い合わせがあったり、解釈の

ことがあって、ご迷惑だとかいろんな不信感を与えた部分があると思うんですけれ

ども、そういうことで利便性を図れるような、活力がつくような事業にしたいとい

うことでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） １点だけ。１５５ページ、農業基盤整備促進事業の中で、こ

れも大変ありがたいんですけれども、当初これ始まったころは、１５万円くらいの

補助があって、多分暗渠だったら、この中で間に合ったんですよね、金額的に。そ

れが、消費税が上がったり、資材の高騰等で値上がりして、この中で納まらないと

いうことだとは思うんですけれども、この畑１反に対して１５万といっても、畑、

田んぼでも畑でもいいんですけれども、比較的乾くところに入れなくても、部分的

に入れて１５万円で抑えるという方法というのはとれないのでしょうか。去年もそ

んな話をしたんですけれども、だめだという話だったんですけれども。そこら辺、

何とか柔軟にやってくれれば。かなりの手出しになるんですよね、何町もやると。

だから、その辺ちょっと、どうですか、その辺は。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） これは暗渠整備の事業でありまして、いま言われま

したとおり、１圃場ずつに反当たり１５万円ということを見ながらやらなければい

けないというふうになっております。

ただ、水田であれば完全に１圃場というのははっきりしているんですけれども、

畑に関しては、例えば１枚がヘクタールとかあるところは、５ヘクタール全部やら

なきゃならないかといえば、そうではないようなところもあると思いますので、そ

の辺は相談しながら考えていきたいなというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ちょっとお聞きをしたい。何年か前に、農業委員会から建

議があって、農業センター構想を実現という建議がたしかあったはずです。その以

前にも、議会の産業建設常任委員会から、これは委員会視察報告ということで、ワ

ンフロアで農業者に対する対応が必要じゃないかということはもう１０年来の話で

した。町長からは、私が考える農業センター構想ということで構想が示されました

けれども、そのことって、具体的に協議をしたりしていることってあるんですか。
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それから、前に進んでいるんですか、話は。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） 農業センター構想につきましては、農業委員会から

の建議ですとか、一般質問等でもありました。これにつきまして、我々の方で農林

業振興プロジェクト、あるいは農業振興会議がありますので、そちらの方で協議し

ているという実態ではあります。

ただ、具体的な中身といいますか、それぞれ中身が定かではないと。農業センタ

ーという言葉に対して、いろんな皆様の思いがありまして、どこをどうやっていく

のかという、その整理の段階がいまやっている段階でありまして、果たして本当に

必要なのかということも含めまして、いま現在農業振興プロジェクトの中で、まず

いま課題が何かということで、いま整理している最中であります。

ですから、具体的にこれを称して農業センターだというところまでは、まだ行っ

てございません。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ワンフロアでいろんな対応ができるということは、前から

これは農家にとっての受益にとって大変いいことだなということでは、共通の認識

を持っていると思うんです。それを具体のいわゆる実現に向けてどうするかという、

いまのお話っていうのは、これは何年か前にも同じようなことを聞いた覚えがある

んです。建議も１回だけじゃなくて、複数回同様の建議があったような気がします

から、できるのかできないのかという結論も含めて、やっぱりしっかりまちの姿勢

は示すべきだろうなと思うんですよ。

これは農業者、関係機関からそういう要望があったけれども、これは今金町とし

てはできないならできない、やるのであれば、こういうものは町長が考えていると

前に出しているんですから、ここのところはできるけれどもここはできないという

くらいのことは、やっぱり今金町、まちとしてその考え方は示すべきだと。これは

お願いをしたいと思います。

それから、次いいですか。

〇議長（村瀬 広君） どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） いまＴＰＰで、これから日本農業はどうなるんだという、

形が大きく変わろうとしているところだと思うんです。これは政府というか、これ

政府も北海道も、それから今金町に聞いても、影響額って多分わからないと思うん

ですよ。どこでどう影響額を算定するかというのは、前提条件も恐らく試算する方

はみんな違うと思うので、国が言う影響と、道が言う影響と、それから町が考える

のは、おおよそは出るかもわかりませんけれども、実感としては、影響が出てから

こうだったんだとわかるんだと思うんですよ。

私は、その影響が出て、ああ、こういうことが影響出るんだなという前に、打て

る手は、考えられることは対応をとっていかなければならない、これが危機管理だ

というふうに思うんです。
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日本の農業、今金の農業にとっても、もう危機の状態に入っていくという気がす

る。ですから、その危機管理でどうするんだという話なんですけれども、一番影響

が出るだろうと言われているのが、畜産・酪農だと言っているんです。行政報告の

中でも、４月末までに１０年後の酪農・畜産のあるべき姿を計画として出すんだと

いうことが報告がありました。

いまの畜産・酪農の状況はというと、畜産においては、かつてない高値で何年も

続いて、これからも続くかといったら、そこのところは疑問なところだと。ＴＰＰ、

いわゆる牛肉の輸入関税が下がっていって、どんどん安い牛肉が入ってきたら、国

産の牛肉は間に合わないだろうと。じゃ、元牛にも影響するだろうという予測がさ

れる。ですから、いまはいいけれども、将来のことを考えたら、畜産はどうすると

いうことを考えてもらいたい。

それから、酪農なんですけれども、これは１０年後の酪農というのは、１０年後

で終わってはだめなんです。これ３０年、４０年というのが一つのスパンになって

いる。以前需給特対事業というのは、昭和五十五、六年くらいにサイロがいっぱい

建ちました。あの事業のときに牛舎も直し、搾乳設備も変え、ちょうど４０年とか

ってたっているんです。更新時期なんですよ。ですから、この更新時期に１０年後

のことじゃなくて、３０年、４０年後のことを考えてやらなきゃだめだと。それが

畜産クラスターっていうことで、いま国がＴＰＰ対策で出してきた事業。ところが、

今金町では該当はなかなか難しい。難しいけれども、それを乗り越えていかなかっ

たら、酪農の将来はないだろうという気がする。

個人に任せておく、いま、小規模という、失礼な言い方かもしれませんけれども、

産業基盤整備でいろんな事業を出している。いろんな事業を出しているけれども、

具体例を言うと１億以上の金がかかる。それに１００万円を上限にして３０万円補

助を出しますというけれども、これはてこにも何もならない話。ですから、そこの

ところを、畜産クラスターを活用するのか、それに合わせた農業者の、当時４０年

前は、農業者にこれからこうなるからこうやった方がいいっていう指導をかけた。

農協も町も一緒になって。いまは、農業者の意向を聞いてやろうとしている。だか

ら、時代がこうなんだから、こういうふうにするのも必要だよというくらいのもの

にまとめてほしいと思うんですけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） まず、ＴＰＰの影響につきましては、やはり国や道、

それから町村で出すのは本当に難しくて、なかなか出せないという状況にあります。

ただ、それの影響を受けないためにどうするかということでありまして、そのた

めに、国がＴＰＰ対策大綱というものを出しました。その中で、国の補助事業をい

ろんなメニューを出しております。ですから、それに今金町としていかに乗ってい

けるかということを考えながらやっていきたいというのが、いま話し合っていると

ころであります。

その中で、いま言われました大きな事業の中の一つが、畜産クラスター事業であ
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ります。いま現在は、畜産クラスター事業に乗っていくことが今金町では全く不可

能です。ただ、決してあきらめたわけではなくて、いろんなところで協議して、ど

うやったらいいかということを、もう一度いま始めている段階であります。

ですので、当初はクラスター事業は、ご存じのとおり畜産リース事業に乗るため

だけにつくらせておりましたけれども、今後はそうではなくて、クラスター事業だ

けじゃなくて畜産全体どうするかということも含めて協議したいということで、そ

れでクラスター協議会の下に畜産クラスターの検討会というのを設けて、いま若い

方を中心に、どうしていくのかと、どうしたらいいのかということを協議していた

だいています。

さらに、それに基づいて、我々、先ほど言いました農林業振興プロジェクトの中

で話をしていくだとか、あと特に私たち町とＪＡ農協とは、綿密に打ち合わせをし

ながらやっていかなきゃいけないなと思っております。

それと、以前はよく私も聞きますけれども、町、農協から農業者に強い指導力を

示して、ある程度指導したということも聞いております。ですから、それほどいま

そんなに強くできることもないと思うんですけれども、ただ、こういう方向が必要

だという提案のようなものは必要だと思っておりますので、今後そういうものを見

出していきたいなと考えております。

決してクラスター事業をやらないというふうに、できないというふうにあきらめ

たわけではなくて、どうしていくかということをいま協議しておりますので、よろ

しくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 昨日の一般質問でも、同僚議員から発言がありました。振

興計画をどうするんだと。それから、農協の中期経営計画を絡めた中でという答弁

もあったようであります。これはやっぱり当初の計画をどう立てていって、将来こ

ういうあるべき姿を求めるというのは、これは当たり前のことであって、それはク

ラスターで言うと、近隣でも若松、厚沢部、八雲、これは点数を満点に近い点数を

とって、大型の事業をやる。それには、まず地域の酪農家なり畜産農家が合意を持

って、理解をして将来の姿を求める。たまたま今金町はそこまで行っていないとい

う、意識がそこまで醸成されていないということも逆に言われることがある。

ですから、これを機会に、ちょっと遅きに失しているかもわかりません。道東で

言うと、もう既に計画を立ててどんどん実施に入っているという。そういう中です

から、今金町でもぜひそういう若い人も含めて、近隣、それから道内にはいろんな

事例があります。そういうところを実際に見聞を広めながら、将来の今金町の酪農、

畜産はこうだというふうに、積極的にまちが支援をしていただきたいというふうに

思うんですけれども、そういう具体の現場を見据えるということ、こういうことで

まちが企画をする、農協と一緒に考えていくという、こういうことは考えられます

か。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。
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○産業振興課長（川平秀明君） ほかの町の事例ですとか、そういう情報に関しては、

逐次聞けるような形をとりたいなと思って、常日ごろやっております。特にクラス

ター事業につきましては、先ほど言いましたとおり、近隣町村ですとか、檜山管内

でもやれるところがあると。じゃ、うちとは何が違うのかという、そういうところ

も含めて話し合いはしております。

やっぱり一番違うのは、いま言われましたとおり、農業者の意識と、あと指導す

る力、それでやはり地域の合意がとれなければ全く進まないということがあります

ので、その辺は合意をとれるようにしたいなと思っています。

それとそれ以外に、可能であればそういう関係機関を含めて、先進地だとかそう

いうところも含めて行けるところは行っていきたいなと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。１６５ページから１６９ページです。

向井君。

○４番（向井孝一君） １６７ページのクアプラザピリカの関係について、ちょっと

お伺いいたしますが、年明けて１月に、マックアースが撤退するという話が出てき

ました。今シーズンについては、大変異常天候のもとで、営業日数が極端に延びて

しまったということで、大変厳しい状況だということは理解しているわけですね。

そのあとに、２８年度、全道の障がい者歩くスキー大会を今金町が引き受けたとい

う経過のもとで、１年、マックアースの方にはお願いしたという。これは口頭での

説明がございました。

このことについては、２８年度の当初予算に上がっているんですが、非常に大き

な費用がかかってくるわけですね。そして、昨年の９月の決算定例会において、自

治法上は、民間に委託した部分については正式な収支報告は要らない、出さなくて

もいいよということだったのですが、その時点でマイナス分は９００万円台だった

と。ところが、年を越してから、それよりずっと増えている金額を聞いたんですね。

９月時点では、副町長の答弁では、３月定例には精査した収支報告書を出したいと

いうお話がございましたが、残念ながらそれは資料としては提出されておりません

が、できれば収支報告書を提出していただければよろしいのですが、口頭でも、現

実正確なマイナス分って幾らなのかというのをちょっとお聞かせいただきたいと思

います。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） 議員のご指摘のとおり、クアプラザピリカ

につきましては、オープンが１２月１６日オープン予定でしたが、それが少雪のた

め１２月３０日にオープンがずれ込むということで、しかもオープンしたのはいい

んですが、雪が少なくてゲレンデの状況が悪いということで、オープンしたんです

が、リフト代を満度に取れないという状況で、本格的にリフトでもって収益を上げ
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てきたのが年明けの１月６日からというふうに聞いております。

そういった形で、年末年始のキャンセルという、かき入れ時のキャンセルも続き

まして、そのキャンセル代だけでも約１００万円を下らない額が生じました。それ

で、マックアースリゾートから、今期の、今期ですから２０１５年１０月から２０

１６年９月までの見込みなんです。今年の９月までの見込みの収益を聞いておりま

すので、ご報告させていただきますが、その当期の損益というのが１，７７６万９，

０００円というふうに聞いております。

ですから、前回議員の方にご報告している金額が９７０万円ほどでしたので、約

２倍とは言いませんが、それに近い額に増えているということでございます。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） クアプラザの営業を１年伸ばすという大儀をつけたわけで、

その分、町としての痛みが伴うわけでして、これの１，７７６万というのは、どう

いう処分方法で処分しようとしているのか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） これは株式会社マックアースリゾートとし

ての損益でございますので、これについては、会社の中で、これは全国展開してお

りますので、その中での考え方になると思いますので、私どもでどうこう言える立

場にはございません。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） それは間違いのない話だというふうに信じていいですね。

では、次の質問をしたいと思います。

当初予算でそれぞれ総務の資料の１７ページに委託料として、美利河スキー場関

連の委託料。昨年よりも、昨年は２，９９３万円程度、今年は３，６６０万円とい

う大きな数字が出てきております。問題は、来年２月でマックアースが撤退すると

いう、その後のクアプラザの周辺整備ですね、公園を含めた。これらをどうしよう

とするのかを、例えば今年度の何月までにこういうふうにするという議論をしなが

らという目標があったら、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） お答えをしたいと思いますが、何点かちょっと議員の方の

解釈とは違いがありますので、答弁させていただきたいと思いますが、一番最初の

障がい者の冬期スポーツ大会については、マックアースの申し出以前から決まって

いることであります。申し出があってその事由が発生したということではなくて、

もともと受けるという判断は、マックアースが３月でと言ってくる前から決まって

いたということが一つです。

それから、先ほど寺崎の方で、マックアース自体の負債といいますか、赤字の金

額を言いました。ここに載っている２，５００万円というのは、指定管理料ですか

ら、これは通常のルールとしての部分であります。それで、前回の報告、それから

今回の町長の報告の中でもあったとおり、当然ながら追加支援というのは、これか
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らマックアースと協議をしてまいります。

あわせて、いま、議員がおっしゃった、それは多分撤退後のクアプラのあり方だ

というふうに思いますけれども、そのことについては、当然ながら前にもご説明さ

せていただきましたけれども、そのためにも継続をしてもらわなければ困るという

ことで、うちの方も申し入れた経過がありますので、この１年間といっても、冬に

はかかるつもりはないですが、その前に、どういう体制でこのクアプラザピリカ、

これは町長が言うのが適切でありますので、私は余り踏み込みませんが、うちの方

のクアプラザピリカについては、観光の一つの拠点だというのは町長の考え方にも

あります。それから、あそこが機能として持っている、いま、スキー場、それから

レストラン、温泉、それから奥ピリカも含めてでありますが、そのことをどうする

のかというのを、このこととあわせて方向を持ちたいというのは町長も思っており

ますので、当然ながら、一定の方向が見えましたら、これはもう議会の方に、最初

も腹を割ってお話ししましたけれども、そういうことで皆さんからご意見を聞きた

いというふうに思っています。

特に、クアプラはいまだけのことではなくて、多分今後の今金町の観光行政のあ

り方にもつながっていくことでありますので、できるだけ早くいろんな手だて、方

向、それから奥ピリカも含めた考え方について、議会の方に相談できる体制をつく

りたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 職務代理の立場でなかなか結論は言えないと思いますが、町

長が自ら政策として上げている部分については、自治法を見ても、保留にしてもい

いということになっていますよね、最終的な部分は。

そんな中で、ちょっと気になったのは、これまちづくりともリンクしてくるんで

すけれども、遺跡と、それから奥ピリカ、これを奥ピリカの営業、去年は全く営業

はしていなかったんですよね。それを２８年度は、ある意味宿泊は抜きにして開業

したいというような考え方も一部で聞いた経過があったんですが、その辺の部分と

いうのは、いま、道道の、通る道路は道道ですよね、奥ピリカまでの。それらとあ

わせて、２８年度の部分についてはどういう考え方で臨もうとしているのか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） 奥ピリカ温泉山の家につきましては、平成

２６年度の９月をもって営業を停止しまして、２７年度は一切営業の方はいたして

おりませんが、これにつきましては、２７年度、いろいろな方から意見を聞きまし

た。

まず、人流創生プロジェクトという交流人口を増やすためのプロジェクトがござ

いますので、そこのところとか、あとそこと連携をとっています札幌国際大学の観

光ビジネス課の先生方にも、あるいは学生さんにもいろいろと意見を聞いて、その

中で、総合文化祭の一こまとして、人流創生プロジェクトの方で、町民アンケート

という形で山の家の今後について、いろいろご意見を聞いた経緯がございます。そ
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の中で、やはり山の家というのは、今金町にとって非常に貴重な観光資源であるの

で、継続してほしいという声が非常に多かったんです。そういったことを受けまし

て、平成２８年度につきましては、予算の中で、これは報償費の中になるんですが、

観光資源活用プロジェクトという年５回ほどの会議といいますか、意見交換の場を

設けまして、これについて今金町の観光施設、これはクアプラザピリカを含めて、

広範囲の中での今金町の今後の観光をどうやって、観光資源をどうやって活用して

いこうかということを検討することを考えております。

その中で一つとして、山の家につきましても、どのような活用が、なるべくお金

をかけない方法でどのような活用ができるのかということを、検討させていただき

たいというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） ２点お願いします。

まず、１６６ページの住宅リフォーム助成の部分なんですけれども、これは当初

２５年、２６年の２カ年計画の中で、２７年については１年追加という形の中でや

ってきたんですけれども、今年もまた、新年度もやるということで、大変結構なこ

とだと思います。それなりの業者に対する経済効果があってのことだというふうに

受けとめます。

それで、これは実施概要と、それから参考資料等で補助率がちょっと違うんです

けれども、これには何か深い意味があるのでしょうか。新年度の実施概要、２４ペ

ージの部分なんですけれども、これについては補助率が２０、それから、参考資料

の部分では補助率が３０というふうに記載になっているんですけれども、この辺の

ところを。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） まことに申しわけありません。実施事業の

概要の２０％、上限が３０万円というのが正しくて、予算参考資料の１７ページ、

対象工事費の３０％以内というのが間違いでございます。ここにおわびして訂正さ

せていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） わかりました。これはそうしたら、２０というのは、過去や

ってきた助成率と変わりがないということなんですね。わかりました。

それで、この説明の中に、利用制限を撤廃し、これまでの助成を受けた方も含め、

複数回ということになっているんですけれども、この複数回というのは、要するに

１年のうちに何度でもということなのでしょうか。それとも、過去の人に対しての

部分を今回対象にしますよということなのか、ちょっとその辺、説明お願いします。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） 従前のリフォームにつきましては、一生涯

につきお一人が１回、このリフォーム助成を使えるということだったんですが、２
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８年度以降につきましては、一人の方が前年度使ったとしても今年度、１年のうち

に何回もということではございませんで、前に使ったんだけれども、今年というよ

うな形で、例えば屋根、外壁というように分けて施工を予定されている方もいらっ

しゃるので、前に屋根をやったんだけれども、今度は外壁が傷んできたんだけれど

もということであれば、その中で複数回使えるということでございますので。

年度内に複数回ということではございませんので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） 要するに、過去の人を対象ということなんですね。わかりま

した。

それでは、質問を変えます。

１６９ページで、日ハムの応援大使補助金ということで、これは観光大使という

ことで２人の選手の部分で応援ツアーの部分かなというふうにとらえております。

これについては、ツアーとして年何回くらい予定して、１回にどれだけの人を対象

としてやるのか、その辺お知らせください。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） この日本ハムファイターズの応援大使にか

かわる関連事業、イベントとして幾つかのことを考えておりますが、その中で、応

援観戦ツアーというものが年に、これについては５回ですね、５回を予定しており

ます。

球団負担のものが１回、これは球団が５０組１００人を招待しての応援観戦ツア

ーでございます。まちが独自に、これは後援会が主催しますが、後援会が実施する

バスツアーが４回を予定しております。これにつきましては、できるだけ多くの方

が観戦できるような形をとりたいというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） ４回でも５回でもいいんだけれども、１回どのくらいの人数

を対象にして、これは要するに全町民を対象にして呼びかけるということですよね。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） 議員のおっしゃるとおり、町民全員、町民

の方どなたでも参加があれば参加できるような形にしたいと思います。

これにつきましては、ただ、バスでの往復になりますので、このバスの借り上げ

につきましては７６万８，０００円を予定しておりまして、この予算内の中でとい

うことになるんですが、あとは、これは教育委員会との協議になるんですが、教育

委員会の研修バス等の運行にも協力いただく場面があろうかと思います。それにつ

いては、内部で協議させていただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） これはそうしたら、４回でも５回でも、その中で何回申し込

んでもよろしいということになるんですか、これは。例えば、おれがその都度行き
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たいということであれば、それはどうなんでしょうかね。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） その件につきましては、後援会が主体とな

ってやりますので、後援会の方と協議しまして、どのような形が公平性を保てるの

かということも考えたいというふうに思いますので、今後検討させていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） １６８ページ、賃借料の関係でございますが、昨年同様の６

２万円計上と。これは２６年に２０万円減額になっております。これは交渉結果だ

と思いますが、今年度についてこの賃借料の交渉がなされたのかどうか、ひとつお

聞きしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） ご質問の国有林使用料でございますが、こ

れは中里のシブンナイの国有林、ピリカ、ピリカベツの国有林の標識看板の設置料

も含まれております。

それと、クアプラザピリカのゲレンデの使用料と山の家の使用料なんですが、こ

れについては、従来営業収益に応じた使用料を徴収されていたんですが、それが固

定制になりまして、単価が変わりましたので減額となったということです。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

加藤君。

○３番（加藤三明君） ピリカのスキー場の件で、ちょっとお聞きしたいんですけれ

ども、以前、契約する時点のときの話を私から聞いたんですけれども、３年間の中

で契約を結びたいという話を聞いたんですけれども、それじゃ、３年間というもの

の以後もどうですかと聞いたら、言葉の中では、前向きに取り組んでいるからやっ

ていただけると思いますという話をされたんです。

そこでちょっと私もいま聞いている中では、スキー場の雪が少ないためにどうだ

こうだというのが理由の一つにしているようでございますけれども、少なくても３

年の契約の中を、お互いの中で契約した中で、雪が少ないからスタートがおくれて

赤字になるからやめるというのは、これいかがなものかなというふうに思うんです

よね。契約時点の中で。それを理由の一つに向こうはしているかもしれませんけれ

ども、私らが聞いたのでは、やっぱり３年間やって努力してみて、どうしてもとい

うのなら撤退ということが契約書の中にもありますからいいですけれども、契約の

２年目で、こうこうこういうようなことで撤退するということが、果たしてどうな

のかなということが非常に気になるんですよね。

その辺のことで、別な意味の理由、事情があるのか、それともそれだけの理由な

のか、ちょっとお聞きしたいんですけれども。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君） 議員のお言葉の中に契約という言葉がござ
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いましたが、マックアースリゾートと今金町の間で、指定管理に関して契約という

のは結んでございません。協定書という形の中で、もし何か不測の事態が生じた場

合は、その都度協議するということになっていまして、今回の場合はそのケースに

当たりまして、その中で協議を進めているという形になります。

〇議長（村瀬 広君） 加藤君。

○３番（加藤三明君） それじゃ、契約というのをいま言われたことにつきましては、

同じようなものだと思いますけれども、契約よりは軽いものだとは思いますけれど

も、いかがなもんですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） おっしゃっている意味はすごくわかります。私も当初聞い

たときに、同じような気持ちでありました。

ただ、マックアースリゾートとの見解については、今金が雪が少ないとかではな

くて、主は本州ですので、本州全体がそういう状況だと。北海道だけで見ますと、

オーンズスキー場って小樽にありますよね。今回もオーンズ自体も赤字だろうとい

う話で、私どもで説明させていただいたときと事情的には変わっていないと思うん

ですが、やっぱりマックアースを抱えている金融母体等との中から、多分うちのよ

うな当初から不採算地区といいますか、なかなか黒字が見えないところですよね。

当初も私が聞いたところによると、一ノ本社長という方が、やっぱりこういう地域

の再生、それからスキー人口の拡大、そういうロマンを持って手がけているという

ことで、うちのようなスタイルのスキー場経営は、五つほどあるというふうに聞い

ていたと思います。

今回も、その五つを経営上改善、撤退をしたいという中にクアプラも含まれたと

いうことで、１月に申し出があったという経過でありました。当然ながら、うちの

方としては、この時期にそういう申し出については受諾できないと。しかも、もと

もと先ほど言われたように３年半なり、シーズンで言うと４シーズンになるのでし

ょうか、そういうものを当初から考慮してのことでありますので、撤退が回避され

るということになると、通常の３年目といいますか、３シーズン目に向かうわけで

ありますので、その中で、ただゴールは残念ながら見えていることでありますので、

うちの方とすれば、先ほど議員からも出ていたように、クアプラの今後であるとか、

あそこのいま従業員がいたり、いろんな観光施設の拠点だということも踏まえて協

議をしていくというのが、いまの実態でありますので、議員の皆さんが持っている

ような感情は私も理解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

いたします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） いま、副町長からマックアースの関係でお話があったわけで

すけれども、この件に関して、マックアースのＣＥＯであります一ノ本さんから、

何かコメントとかなんかあったのでしょうか。
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〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） マックアースの一ノ本社長から直接はありません。北海道

マックアースの社長の方から、一ノ本社長の意向とお願いであるということで伺っ

ております。

ただ、これから協議をする段階では、社長とは一度会いたいというふうに思って

います。当然ながら、考え方、それからいままでの経過もあることでありますので、

議会を含めて皆さんに説明をするときに、やっぱりトップの考え方なりそういうも

のの接触なしにというふうにはなりませんので。

ただ、何とか継続をということについては、一ノ本社長も含めた緊急役員会を開

いていただいて、話によるとクアプラだけの案件で集まっていただいたというふう

に聞いておりますので、そういう意味での社長の配慮はあったと思いますけれども、

今後については、社長と、それからうちの町長も正式に会う場面が出てくるという

ふうには私は思っておりますし、また、そのことは設定をするべきことだなという

ふうに私の方では思っております。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 先ほど副町長ちょっと触れられておりましたけれども、私ど

もも一ノ本社長が来られたときに、兵庫県の小さなスキー場からお父さんが始めた

ものを引き継いで、この商圏の小さい美利河に来ていただくときには、いろいろな

思いを述べていただいて、私どもも感銘を受けて、ああ、いい会社に来ていただい

たなという、そういう思いでおりました。

ですから、ただ、いわゆる少雪の影響だとか何とかっていうことで、３年もたた

ないうちに赤字だから撤退だというのは、本当に副町長言うように納得も行きませ

んし、あのときの思いというものがどうなったのかなという、そういうような気も

持っておりますので、ぜひ機会がありましたら一ノ本社長に一度来ていただいて、

もう一度話を聞かせていただきたいと思いますので、その点に関してどうですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） おっしゃるとおりの考え方も私どもも共有しておりますの

で、やはりそれが筋だと思いますので。

マックアースは日本でも有数のスキーリゾートを手がけているところであります

し、先般もテレビ報道で特集が組まれたところで、非常に大きな評価を得ていると

ころですから、私もテレビを見ながら、少し矛盾を感じながら見ておりましたけれ

ども、その筋は今金町としては通すべきだというふうに思っておりますし、それは

私が言うことではないですが、町長がそういう場面がつくれるように、ましてや、

社長がこちらに一度足を運んで、一度ご縁ができた方ですから、今後全くどうこう

ではなくて、ひょっとするといろんな意味でうちのまちにとってはいろんな情報提

供だとか、いろんな場面でお世話になる場面もあるかもしれませんので、私はその

ことが町と、それからマックアースとの関係の一つ、関連性ということでは、そう

いう方向をきちっと持ちたいというふうに思っていますので、そういう場所の設定
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も含めて、町長と協議を進めたいというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 質問を変えます。

同僚議員からも質問がありました、１６６ページの住宅リフォーム助成事業、去

年屋根をやったんだけれども、今年は台所をやりたいんだけれどもだめだろうかと

いうような声もあって、今回、年度が変われば何回でもいいですよということは非

常にありがたいし、これに関連している産業関係者等も、非常に地域において経済

サイクルが回るということから喜んでいたわけですし、できれば今年１年限りでな

くて、毎年やるといったって、お金の都合のつかない人もいるだろうから、何年間

に分けてやりたいんだというような人も居るわけですから、ぜひその辺も考慮に入

れて検討願いたいと思います。

それと、これでいきますと、あくまでも個人の住宅に限っているわけなんですけ

れども、実は町内の中には、会社で持っている寮あるいは社宅、それらについても、

もし補助事業があれば、手をかけて町内の住宅事情を改善したいんだという考え方

を持っている社長さん方もいらっしゃいますので、ぜひ検討課題として、そこまで

も増やせないのかどうなのか。これは個人の資産と会社の資産と違うという、そう

いう面もあるかもわかりませんけれども、その辺のところも一度検討してみていた

だきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 貴重なご意見だというふうに思っております。

このことだけではなくて、いろんな政策を少し幅を持たせたり、当然町長の意向

もありますし、現場の職員がいろんな聞き取りをしたりする中で、やっぱり要望が

強いもの、それから少し矛盾を感じているものなんていうのが出てきますので、当

然ながらそのことが出てきたり、それから議会でありますから、議員の皆さんから

助言をいただいたり方向性をいただいたものについては、必ず検討してまいりたい

というふうに思っております。

多分いまの現状の中では、いまは該当になっておりませんけれども、そのことも

一回検討の土台に上げたいと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 広君） 他に質疑ありませんか。

まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎 康史君）

すみません。リフォームの件で、関連しまして、村上議員から複数回のご質問が

ございました。私、答弁の中で、年度内で複数回は対象にならないというふうに申

し上げたんですが、訂正いたしまして、これは年度内でも２回、３回という複数回

のリフォームは、条件を満たせば対象となるということですので訂正させていただ

きます。

〇議長（村瀬 広君） よろしいですか。

暫時休憩します。
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休憩 午前１１時３９分

再開 午前１１時４０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

よろしいですか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 商工費の質疑を終わります。

８款土木費の質疑を行います。１７０ページから１８２ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） １７８ページ、委託料、今金都市計画変更図書作成業務委

託、これのスケジュールをちょっと教えていただけますか。いつまでに変更の書類

をつくるだとか、いつ届け出をするとかというスケジュール。

〇議長（村瀬 広君） 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。

今年度、総合体育館と図書館建設の絡みで用途地域の変更を行っています。道と

の協議の中で、用途地域の変更も、２８年度公園の変更もやるということで、同時

に決定をしようということでいま業務を進めております。ですので、建設が２９年

度ですから、２８年度中に決定をするというスケジュールで進めております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ２８年度中にこれが完了していれば間に合うということで

すか。わかりました。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） １７９ページ、１５節の工事請負費で清流パークゴルフ場の

改修工事が２，７５０万円計上されておりますけれども、これは大和町のそばです

か。ということは、この工事が終わるまでは、両方のあれが、向こうも橋の工事終

わるまでは使えない状況ですので、当面はそうしたら両面使えないということなん

ですか。

〇議長（村瀬 広君） 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。

オアシスのパークゴルフ場は、今金橋の架替工事で当初から使えません。ですが、

清流パークゴルフ場は通常どおり使用できます。いま工事をしようとしたときに、

今年度でやろうとしていますので、パークゴルフ協会等と協議を進めまして、８月

いっぱいまで使用をしていただいて、９月から工事を発注して、また来年度は、２

９年度からはまた使用していただくという予定でございます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

徳田君。
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○６番（徳田栄邦君） １７９ページにプラザ２１の風車保守点検料が載っています

けれども、これはどういうことをするのでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） プラザ２１の風車の保守点検は、以前は風車が回っ

ていた時代がありました。この時代は、羽根の要は点検ということで委託料を約倍

くらいの委託料を予算として見ていただいていましたけれども、改修後固定にいた

しました。固定にしたのですけれども、風車というのは風を受けると動きたくなり

ますので、その固定部の状態を毎年確認しないと、破断すると回ってしまうという

可能性があるということです。その委託料でございます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 実際に上の方の機械のところは、鋳物でできているんですよ

ね。それで、触れることによってその鋳物が破損するとかといって、非常に目で見

ても見えないものですから、やっぱり点検のときには、その辺あたりもきちっとし

てもらわなきゃならないし。

いま、実際回していないものですから、カラスがとまって非常にふんが下に落ち

てきて、あそこらあたりも非常に汚くなっているんですよね。それで、せっかくあ

の風車、全部色も塗り替えてきれいにしたので、鳥がとまらないような対策という

のはとれないものかどうなのか。その辺のところはいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） まず、１点目の鋳物のお話ですけれども、軸の部分

を固定しています。これはちゃんと軸の部分をボックスで囲っていまして、外して

点検できるようにしてあります。

もう一点目の鳥害対策ですけれども、これは改修のときにも鳥害対策として、当

時はピアノ線を羽根に張りました。そのピアノ線が１年足らずで効果が余りなかっ

たということで回収をいたしまして、いまは３ミリのステンレスワイヤーを張って

おります。議員は近くで見られているからご存じかもしれませんけれども、最近、

いまおっしゃったように数羽とまるような状況は私も確認しておりました。これは

やっぱり定期的にワイヤーの緩みですとかその辺を確認して、修繕していかなけれ

ばならない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 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 土木費の質疑を終わります。

９款消防費の質疑を行います。１８３ページから１８４ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 昨年まで花石分遣所に職員が、臨時職員が派遣をされて、

今年からはないということなんですけれども、機材、器具、点検は本庁から行くよ

うな話ですけれども、地域にとってみれば、やはり分遣所に人が居るのと居ないの

って、やっぱりかなり安心感も違うだろうなと思うし、一朝有事、即対応できると



- 29 -

いうことを考えれば、いきなり、これは定年退職をもって人を減らすということら

しいんですけれども、何とか臨時でもいいですから、週に１回でも２回でも、これ

は本庁の職員がやればいいという話かもわかりませんけれども、地域の中でゆっく

り回って、異常がないかというのも見ることも必要だなと思うんですけれども、い

かがですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） このことにつきましては、昨年から、いま言われたような

不安もあるだろうなということで、今金消防を中心に地域の皆さんと懇談をしたり、

これは地域も了解してのことであります。

特に実際にいま高規格道路も完成をしておりますので、時間的なロスはそんなに

ないということと、それから、ただその中で、いま言われたように、定期ではない

にしても、やっぱり安心感、不安感というのは当然出ると思いますので、週に何回

というお約束はできませんけれども、消防の方にはそういう意味合いを伝えて、常

に皆さんの方にそういう気持ちを抱かせないように配慮していきたいというふうに

思っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ぜひ、そのようにお願いをしたいと。

それから、高齢者が多い地域ですから、第２分団、もとの第３も含めて、できれ

ば声かけでもしながら、地域に密着した予防消防、災害を防ぐということでお願い

したいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 意の方は、消防署含めて伝えたいというふうに思っており

ます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 消防費の質疑を終わります。

昼食のため、１３時まで暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時５０分

再開 午後 １時００分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

１０款教育費の質疑を行います。１８５ページから２１２ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） ２０８ページ、総合体育館・図書館建設工損調査業務委託料

というのがあります。これって、いま建てようとしているものの周りの現況を調査

するというものだと思いますけれども、今回これは半径はどのくらいの予定をして

いるのか、お知らせいただけますか。
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〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） いまの部分につきましては、委託料の中の工

損調査ということでよろしいかと思いますけれども、予算参考資料の方をごらんい

ただきたいと思うんですけれども、１１８ページのところに工損調査の予定エリア

ということで、破線をもって示しているところがございます。北側は、おおむねオ

ランダ通りまで、それから下側につきましては、ちょっと私、通り名がわからない

んですけれども、図に示した範囲くらいまでを調査範囲ということで想定をしてご

ざいます。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） これはそうしたら、工事が終わったら、また差を見るのにも

う一回やるということになりますよね。かなり広いというか、まあ広くやるわけで

すけれども、このあと、またこれは２，２００万円近くかかって結果を見るという

ことになって、そのあと、家の傾きだとか、井戸水が、あの辺かなり井戸水が出て

いるところあるんですけれども、それがとまっただとかって、そういう被害がかな

りあったときに、相当数補償料がかかった場合に、だれが責任をとるということに。

なりませんよね、役場が主体だから。民間であれば、責任をとる人が居るかもしれ

ませんけれども。

そういうふうな危険もあるという中で、どうしてもこういう地盤の悪いところで

やらなきゃならないのかなというのが、まだいまだに疑問があるんですよ。だから、

こういうものが必要ないような、今回も体育館が２４億がマックスでそのくらいか

かるということですけれども、地盤が悪いからといって、やっぱり基礎工事に相当

かかりますよね。だから、予算を少しでも下げるために、地盤のいいところに持っ

ていくとかというのも、そういう可能性はないのでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） お答えをいたします。

いま予定している地域につきましては、地盤が悪いということで、これまでも用

地選定の過程については、るるご説明を申し上げたかと思います。

そういった中で、候補地としてはこの高見公園周辺、それから小学校前の旧明治

乳業跡地等々含めて、何カ所か検討をしたところでございますけれども、いずれの

場所につきましても、地盤というところでは大きくいずれも問題があるという判断

が一つあったことと、それから、この体育館・図書館という機能的なものも含めて、

やはり隣接地にさまざまな、例えば学童保育所であったり、保育園があったり、あ

るいは小学校からもそう遠くないような地域ということで、住民の方の利便性や施

設そのものの効果を上げるために、最終的にはここが望ましいという判断をしてい

ま進めているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） そばにあると言っても、そんなに今金町の市街地であれば、

それほどの遠くなるところに建てると言っているわけではありませんので、予算が



- 31 -

絡まなければ、それは便利なところでいいと思うんですよ。でも最高で２４億とか

っていう話をしている中で、そんな５分や１０分歩いたってというような気はしま

すし、この間、中学校の耐震調査の結果も報告もらいました。そんな中で、そちら

も結構急がなければならないという話ですし、そのとき体育館を壊したときに、こ

の体育館があのそばにあれば、まだ便利なのかなという気も私は個人として思って

いるんですよ。だから、そんなようなことも、これからこの予算が出てきたからも

うだめだということでなく、もう少し柔軟に考えられないものかなというのがある

んですけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） この予定地の決定につきましては、十分さま

ざまな観点から熟慮したつもりではございますので、いますぐに用地を変更するだ

とか、別な場所を選定するというようなことにはならないと思っておりますので、

その点でご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

小川君。

○２番（小川ひとみ君） １９０ページの読書と作文のまちについてお伺いいたしま

す。

執行方針の方の７ページにも、読書活動の推進という中で読書と作文のまちを取

り上げて、施策の推進という言葉で言葉の内容はとどまっているんですが、活動内

容の詳しいことではなくて、この施策がどのような位置づけで、そして、これから

どのように推進していくかということのお考えを、教育長のお立場で、教育委員会

にとってどういうものかというところをお伝えいただきたいのですが。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） お答えいたしたいと思います。

いま議員から読書と作文のまちの施策についてというお話がございましたけれど

も、いま具体的には、今年度、２７年度も幾つか施策を実施してまいりましたけれ

ども、次年度につきましても、今年度のやったことを継承しつつ、まだ大きなもの

といいますか、例えば図書まつり、読書まつりのようなものはいまも考えてござい

ます。

やっぱりすばらしい去年の成果も得ましたので、同じようなものもまた継続して

やってまいりたいと思っていますし、それから、読書と作文のまち構想の中の、福

岡、九州に行かれた先生とのつながりも一部考えておりまして、大学の先生、読書

と作文のまち構想につきましての示唆をいただいた先生でありますけれども、その

先生とのつながりも含めて、今後この施策を進めるための道筋みたいなものもいた

だきながら進めてまいりたい、そんなふうに考えてございます。

〇議長（村瀬 広君） 小川君。

○２番（小川ひとみ君） 具体的なことはあれなんですけれども、教育委員会として

どのような読書と作文というのを位置づけているか。ほかにもいろいろな読書関係
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の図書振興会議とかあるとは思うんですが、そういうものとのすみ分けというか、

役割分担というのはどのように考えていらっしゃるのかなという部分でちょっとお

伺いしたかったんですが。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） いまのご質問の内容については、すごく幅の

広いお話だと思っておりますけれども、生涯教育、社会教育の中で、非常に大事な

ものとして、この読書と作文のまち推進というものを掲げてございます。

こういった中で、ワーキングチームの設置だとか、あるいは図書にかかわる方の

ボランティアの活動、それから乳幼児へのブックスタートなど、幅広い事業をやっ

ております。本当に社会教育の中で、読書、それから作文というものは、すべてに

おいて欠くことのできないキーワードというふうに考えてございますので、さまざ

まな事業と有機的に連携しながら推進を図っていくということで、ちょっと大きな

くくりの言い方でございますけれども、そういった位置づけで考えてございます。

〇議長（村瀬 広君） 小川君。

○２番（小川ひとみ君） ありがとうございます。その連携という部分でも、それぞ

れに役割分担もはっきりして、そして、職員との共有もぜひして、その辺のご指導

の方も、各会議に対してのご指導の方も、それぞれの連携の方法というんですか、

そういう方もしっかりこれからしていただくことで、活動する側もいろいろやりや

すくなってくるのかなと思いますので、その辺よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 予算参考資料の１１２ページの方にも、この

読書と作文のまちの推進フローということで記載をさせていただいております。家

庭・地域・行政・学校、それぞれがしっかりと結びついた中で取り組みをしていく。

そういった中には、教育委員会の方にも司書がおりますので、司書の学校への派遣

だとか、さまざまな形でやっていきたいということになってございますので、その

点でご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ちょっとページ数がよくわからないんですけれども、教育長

の行政執行方針の中の４ページで、７番で健やかな体の育成という部分で方針をお

聞きしました。その中で「全国の体力・運動能力・運動習慣等の調査結果を受け」

というお話がありました。これは今金町の小学校、中学校の調査結果の報告を受け

られたということなのでしょうか。その辺、もしお答えできる範囲で教えていただ

きたいなと。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） お答えしたいと思います。

詳しいデータは手持ちにないんですけれども、記憶にある範囲でお答えをしたい

と思います。
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新聞報道でもなされましたけれども、檜山の運動能力・体力状況は、全国レベル

を超えております、今年度。今金町も、全部の項目ではないんですけれども、三つ

ほどの項目が全国を超えているという状況があります。

いままでは、握力は全国を超えているというのが、ずっと今金町のデータだった

のですけれども、最近はやっぱり道も取り組みが進んでまいりました。というその

結果も得られまして、三つほど全国を上回っているという状況があります。

特に女子の方は、小学校の女子は非常に高いデータを得られております。

そういうことで、もしデータが必要であれば、すぐ取りそろえてお渡ししたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 全国よりも何項目かはいい数値が出ているという、いい結果

なのかなと思いますけれども、それでもやっぱりいろんな子どもたちがいらっしゃ

いますので、そこは子どもたちにはできるだけたくさんの選択肢を持たせてあげて、

いろいろな経験をさせていただければありがたいなというふうには思うんですけれ

ども。

そこで、この中には体育の授業の工夫・改善、体力向上や運動に親しむ機会の拡

充という部分が記されているんですけれども、何かその辺で、具体的な２８年度に

向けての取り組みが何かあればお聞かせ願いたいなと思います。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） ありがとうございます。体育の時間の工夫、これはやはり

調査結果をということで、それをいかに体育の授業に生かすか。やっぱり１週間の

３時間の体育というのは、貴重な機会であります。運動の好きな子どももいれば、

運動の嫌いな子どももいますけれども、その３時間の中でもちょっとした工夫で、

子どもたちにそういう身近な運動に親しんでもらえるような、そういう工夫も凝ら

してもらえるのかなということで、いろんな学校でいろんな工夫をしているのです

けれども、例えば柔軟性が非常に難点がある学校の場合は、その体育の時間の中に、

その柔軟性の数値を上げるような、数値を上げるというのはちょっと語弊がありま

すけれども、それを改善するような取り組みをしたり、それから、例えば今金町の

場合であれば、５０メートル走が実はデータ的にはちょっと劣っているというのが

あります。そうすると、やっぱり短いそういう短距離に向かうようなそういう指導

も、体育の時間の中でダッシュとか、それからまたは大股走なんていうのがあるん

ですけれども、そういうのを取り入れながらその改善を図るということも、その一

つの方法かと思います。

それから、中学生ですけれども、中学生の運動習慣の中に、質問肢の中にこんな

項目があります。体育の時間というのは、あなたにとっては楽しいですか、体育の

時間が楽しいですかという項目があります。その楽しいですかという項目について

は、１００％楽しいと答えている。こういうことはなかなかないような状況なんで

すよね。それで、やはり体育の時間の創意工夫が担任の方でなされているというこ
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とも、一つそういう成果にあらわれているかと思いますし、それから、ふだんの体

育の時間はもとよりですけれども、やはりいろんな部活動にかかわっている子ども

たちもたくさん居るということで、運動能力、体育もそうですけれども、それにい

いデータを得られている一つの根拠かなと、そんなふうに思っております。

特に、やっぱり運動嫌いが、肥満傾向も含めて運動嫌いというのがあちこちで言

われている折ですけれども、今金の場合は、いい傾向として運動嫌いが少ないとい

いますか、体育を楽しんでいる、そういう傾向があるということは言えるかと思っ

ております。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 子どもたちが１００％運動が好きだ、楽しいと、アンケート

の結果にそういうのがあるということで、これはもう先生たちの本当に努力があっ

てのことなのかなと。やっぱり楽しいという思いをさせることが、一番私も大事だ

と思いますので、そのあたりは教育委員会が中心に、ぜひいろいろな策がこれから

も展開されると思いますので、いままでも子どもたちは楽しいと言っているわけで

すから、それを引き続き継続するような、そういう施策をとっていただければなと

思います。

ちょっと内容変わっていいですか。

〇議長（村瀬 広君） どうぞ。

○１番（岸 徹也君） 質問が変わります。給食センターに関してなんですけれども、

これは多分給食費。

〇議長（村瀬 広君） 何ページになりますか。

○１番（岸 徹也君） 学校給食費ですね。２１０ページになると思います。

今金産の素材というもの、食材というものを使いながら、すべてではないと思い

ますけれども、給食を提供されているんだと思います。これでどの程度の割合、こ

れはなかなか言葉で言うのは難しいのかもしれませんが、大体半分くらいはとか、

８割くらいは今金産の食材ですとか、何かそういう部分でざっくり言えるのであれ

ば教えていただきたいなと思いますけれども。

〇議長（村瀬 広君） 給食センター所長、松村君。

○給食センター所長（松村康弘君） 岸議員の質問にお答えします。

小麦、米については、今金町のものを使っております。あとは、馬鈴薯、ネギ等

については、ちょっと数字ははっきりしませんが、端境期とかありますので、そう

いうのを除いた以外は、できるだけ使うようにしております。

数字的にはちょっと記憶があれなので申しわけないんですが、いまお答えできる

のは、ちょっと時間をいただかないと詳しい数字が出てこないということで、申し

わけないんですけれどもお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） ありがとうございます。できれば、今金町産の食材ですべて、

本当に子供たちに提供できるのが理想なのかなと思いますけれども、やはり冬期間
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の野菜は産地リレーで、多分本州の方からいろいろ確保するとか、そういうことに

なるんだろうと思うんですけれども。

その辺で、一部といいますか、結構お母さんたちからもいろいろ相談を受けるこ

とがありまして、どこ産の食材が提供されているのかなんていう質問を受けること

があるんですね。その辺の情報というのは、これは通常は開示していないと思うん

ですけれども、例えばそういうことを要望があれば開示できるような、そういうも

のになるでしょうかね。その辺をお聞きしたいんですけれども。

〇議長（村瀬 広君） 給食センター所長、松村君。

○給食センター所長（松村康弘君） 産地に関しては、各食材等ありますので、見に

来たいということであれば見せることは可能です。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） ありがとうございました。それは、例えば保護者の方であっ

たりが、直接給食センターの方に向かって、そういうどこの食材ですかというのを

を質問したときに、答えていただけるということの解釈でよろしいですか。

〇議長（村瀬 広君） 給食センター所長、松村君。

○給食センター所長（松村康弘君） 答えるというまでは、ちょっとかなり件数等も

ありますので、申しわけないですけれども、調べていただくというような格好にな

ります。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

川上君。

○９番（川上絹子君） ２０８ページ、総合体育館・図書館構想のところなんですけ

れども、いま中学校の問題、給食センター、あらゆるものの建物を建てていく予定

をたくさん立てていますけれども、町の予算もたくさん、農林業、商工業すべてに

対して、悪く言ったらばらまきだし、よく言ったらありがたい補助と言えばいいの

でしょうか、そこら辺がちょっと解釈のしように困りますけれども。

ただ、いま、どうしてもいまの段階で図書館構想、図書館と体育館、この構想を

優先してやらなきゃならないのかなと。２４億のお金をかけて、いま消費税が上が

って、もう少しお金がかかるだろうし、その２４億の中には解体工事の分なんて入

っていないんですよね。そういう中で、これだけの大きな金額をかけながら、この

工事をどうしても優先しなきゃならない理由は何なのか。

私は、逆に子どもたちが毎日通学する学校とか、そういうところを優先しなきゃ

ならないんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてどう考えているの

でしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 川上議員のご質問にお答えをします。

もう既にご理解はいただいていると思いますが、まず、総合体育館の部分につき

ましては、既に行われた耐震診断の結果、最も倒壊しやすいというような評価をい

ただいております。そういったことから、改修という形では施設維持ができないこ
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とから、まずは危険な建物であるということを優先度として高めて、今回改築とい

うことになったことにつきましてはご理解をいただきたいと思います。

また、かねてより図書館の必要性についても、いろいろの場面で町民の皆様や、

あるいは関係機関の皆様方からご提示をいただいていたところでございます。そう

いったことから、今回この体育館の建設にあわせて図書館も併設した形、逆に言い

ますと、利用者にとっても、建設面でも効率性、効果性の高いものとして建築しよ

うとすることでございます。

また、後段の中学校につきましては、今年度調査をし、つい先日結果が出たとこ

ろでございますので、これにつきましても、十分に協議をしながら、まずは子ども

たちの安全を十分に確保していくという観点の中で、今後の改修なり建築なりの計

画について吟味をしていきたいと考えてございますので、ご理解をいただきたいと

思います。

〇議長（村瀬 広君） 川上君。

○９番（川上絹子君） まず、体育館が急を要するということであれば、どうして去

年の暮れあたりから図書館と教育委員会の事務所がそこに入るという話が急に出て

くるのか。そこら辺もちょっと納得のいかないところなんです。

あと、図書館がもし階段が大変で上に上がれないというのであれば、一部のとこ

ろにエレベーターをつけるなり、その方がずっと安く上がるような気がしたんです。

場所が狭いんだったら、もうちょっと２階の方を使うなり、そういう工夫がされな

いで、すぐ新しいものを建てるという感覚に向かっていくのは、もうちょっと考え

てやるべきかなと思うんです。いつも議会の方に話が出てくるときには、ほぼ決ま

ったような形で、もういま設計の段階に入るから、いまさらやめられないという形

の方向でもって出てくるので、何かその形が、例えばここでは議題外になるかもし

れないけれども、植物工場にしても、すべてが何かここに出てくるときには、決ま

りつつあることをもういまさら変えられないという方向で持ってくるので、何かや

り方の手法がちょっと違うような気がするんですけれども、どうでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 図書館について、お答えをいたします。

図書館については、かねてより何回となく議会の方とも、場所の移転だとか等に

ついて、例えばでありますけれども、常設の保育所が目的を失った場合に、ここを

新たな図書館として利用したい。そういったことも含めて、何回となく図書館の必

要性についてはお話をさせていただき、都度、都度ご説明をしてきたつもりでござ

います。

そういった中で、この体育館の建設というものを改めてこのタイミングとして持

ってきたわけでございまして、図書館の建設というものが急に出たわけではなくて、

形はいろいろ変わったかもしれませんけれども、かねてよりこの必要性については、

我々からも説明をし、一定のご理解をいただいていたものと考えてございます。

それから、現有の図書室でございますけれども、２階であること、それによって
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非常に利用がしづらいというのも、一つの理由ではあるとは思っておりますけれど

も、根本的にいまの図書室というものは、中の面積も非常に小さいですし、蔵書数

も非常に限られたものであります。町民の方々が求めるそういった蔵書、そういっ

たものが確保されていない。あるいは、いまいろいろな生活形態の中で、例えば子

どもたちが学校が終わったあとに、グループになってあそこで宿題をやったり、勉

強をしたり、調べ事をしたり、そういった利用もあるわけでございます。様子を見

ていますと、本当に狭い中に本を詰め込み、ゆったりとした勉強できるようなスペ

ースもありませんので、さまざまな理由のもとから、今回図書館の建設を決定させ

ていただいたということで、ご理解をいただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 川上君。

○９番（川上絹子君） 説明はある程度受けています。でも決定は、今日の議会じゃ

ないと決定はできないと思うんですよ。議会には修正権があるんですよ、予算に対

して。だから、その予算に対してのやっぱり、余りちょっと膨大な予算だなとか、

やっぱり納得のいかない予算であって、まちのために本当にいいのか悪いのかって

考えたとき、どうしても納得いかなければ、決定しましたと理事者の方から述べら

れても承諾できない場合もあります。

〇議長（村瀬 広君） 答弁は。

○９番（川上絹子君） してください。お願いします。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） いまお話を議員からいただきましたけれども、私どもは、

教育委員会として一存でこれを進めてきたとは思っておりません。ご存知のように、

構想委員会を組織しまして、構想委員の皆さんにいろいろ知恵をいただきながらと

いうことで進めてまいってきたつもりでおりますし、その間、アンケート調査で町

民の声をいただいたり、それから、もちろん議員の皆さんからも声をいただいたり

ということで、いろんな方のご意見をいただきながら、今日に至っているというふ

うに私ども押さえながら来ているところですけれども。

ただ、確かに説明不足の点はあったかと思うんですけれども、いま私どもは、そ

の構想委員の皆さんが、最終的にはこっちの方に向かいたいという、そういう意向

に沿って最終決定的なものをいただきながら進めていると思っているので、その辺

でご理解をいただければありがたいと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） １８８ページのＩＣＴ教育推進応援事業謝金というのが載っ

ております。昨年度、文科省の補助を受けて、ＩＣＴ教育の推進を図ろうというこ

とで進めてきたわけですけれども、あの補助というのは、単年度で終わりだったん

でしょうか。その点いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） お答えをいたします。
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補助金ではなくて、委託金という形でありますけれども、国の方からＩＣＴの可

能性について現場実証を行うということで、２カ年の事業として承っているもので

ありまして、その初年度が２７年度、来年度２８年度は最終年ということで、まと

めの年になっていくものでございます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 教育長の執行方針にも確かな学力の育成の中で、ＩＣＴ機器

を活用した教育の推進ということが言われております。我々としては、非常にすば

らしい事業でもあるし、この実践と研究を重ねて、ぜひ小学校、中学校にそれぞれ

ＩＣＴ機器を使った機器の導入を図って、例えば電子黒板あたりを使った教育の推

進というものが、来年度あたりから整備されればなと思ってはいるんですけれども、

その辺に向けて、今後どうしようというふうに考えておりますでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） ご指摘ありがとうございます。

２カ年の継続事業ということでお話しさせていただきましたけれども、今年度も

今金小学校の方で、公開研をまた昨年度のように予定をしてございます。昨年１１

月の２０何日でしたか、この折にも議長をはじめ４人の議員の皆さんにも参加をい

ただきまして、公開研をやらせていただいたんですが、その折にもあの機器を使っ

た授業をさせていただいております。

今後も継続して、やっぱり使い勝手をわからないと、なかなかこれは子どもたち

には伝わっていかない部分があるんですけれども、その研修の部分も含めて、まず

次年度、２８年度は進めてまいりたいと思っていますし、その成果を受けて、今後

検討課題にしてまいりたい。

それから、やっぱりこれだけの予算をいただいているものですから、普及啓蒙と

いう部分でも、ほかの学校の皆さん、他町の皆さんにもこういう形の授業公開を通

しながら、見ていただきながら啓蒙を図ってまいりたい、そんなふうに考えており

ます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） まず、２７年度の行政報告の中で町長が言われた、この総

合体育館・図書館の関係が最重点の取り組みであるという理由。

まず、その体育館が危険な建築物だというふうに言われたのが、２６年というふ

うに聞いております。２６年にそういうことが出て、一部改築というよりも、要す

るに直して使うという話でありました。その直して使うという話が、金がかかるか

ら急遽新しく建て直すんだというふうに変更になっているんですね。議会の方に、

その建設構想委員会とともに現地調査、視察に行くのを、行政の方からの、教育委

員会からのいついつ行きますので役場の庁舎前に何時に集合してくださいと、そう

いう連絡でした。５月の始めですね、昨年の。５月の３日だったと思いますけれど

も。
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本来であれば、議会が同行するとかそういうことであれば、議長に事務局を通じ

てこういう構想委員会ができますので、それの調査とともに一緒に調査しませんか

という案内があっていいはずだけれども、何もなしで、議員個々に全部そういう調

査が来ていると。

それから、昨年の１１月の時点であれしたことも、これも同じ、議長にどうこう

という案内なく函館、上磯、厚沢部という、これ２回も同行して調査したから、議

会が全部同行したから、当然それでよしとするんだという、同意を得たものという

ふうにとらえる。説明したから、それでいいんだということ。どうも進め方が、ま

ず建てるのありき、そこから走っているような感じを受けるんですね。

２６年に、要するに鉄骨が腐食している、だから危険なんだと、危険建築物だと

いうふうに聞きました。鉄骨の腐食しているところはどこかと言ったら、外に出て

いる、要するに外気に触れている部分ですよね。中の方は腐っているわけじゃない

です。体育館の屋根についても１，８００万円でしたか、まだ屋根を直してから１

０年たっていないと思うんです。

そういう中で、構想委員会を立ち上げ、そして、それも議会にそういう同行をす

る、そういう連絡、連携もなしに、一緒に行くから何時まで集合してください。こ

れ議会の行動に対して、行政の教育委員会がそこまでやる、案内もなしに。これど

ういうことなのか、まずそこらあたりの判断を聞かせてください。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） いま５月の話が出ましたので、５月、当時教育長でありま

したし、それから、１１月は私も副町長になってから同行させていただいておりま

すので、私の方から答弁をさせていただこうと思いますけれども。

何点かちょっと整理をさせていただきたいと思いますが、議会の皆さんと構想委

員会の皆さんと一緒に視察をしていただきたいという、４月でしたか、構想を持っ

たときには、議会の方には相談に行っております。

ただ、確かに上村議員おっしゃるとおり、議長を通じて機械的な手続を踏んだか

というと、それが少し足りなかったということで、そのことは直接ではないですけ

れども聞こえてきましたので、１１月の実施については、きちっと順序を踏んだつ

もりでおります。

それから、一緒に視察をしていただいたから、それでもう理解をしたと思ってい

るというようなことはありません。通常ですと、構想委員会だけで視察はいいんで

すけれども、できれば構想委員会の皆さんがどんな視点で、もしくは教育委員会が

どんな視点でいま視察をしたいかということで、可能であればご一緒に行っていた

だいて、いろんなご意見をいただきたいというふうに考えていたというのが経緯で

あります。

ただ、１回目の視察のときに、事務局の方から、一般の構想委員と同じように議

員の方に意見を求めてしまっただとか、そういうちょっと不手際があったことも、

私は個人的ではありましたけれども、議長の方にはおわびをしております。多分、
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場面としては、職員としては悪気はないんですけれども、そういうものを求める場

面としては少しふさわしくなかったのかなということで、そのことはきちっと踏ま

えましたので、１１月のときには、順序を踏ませていただいたつもりでおります。

１１月は私は教育長ではないですけれども。同行もさせていただいたという経緯で

ございます。

ただ、一部失礼な部分があるのでしたら、この場で正式に陳謝を申し上げたいと

思います。真意はそういうことでありますので、ご理解をぜひしていただきたいと

思います。

それから、体育館の危険、もともとは議員おっしゃるとおり、当初は修繕、大規

模改修、そういう予定の予算も組んでおりました。ただ、前にも説明をいたしまし

たけれども、いまの耐震法の改正の中で、面積的なもの、それから、これから建て

替えもしくは修繕といいますか、改修をするときに、当然補助をもらわなきゃなら

ないのですが、耐震調査を実施しなければ該当にならないという一つの方向があり

ましたので、実際にどのぐらいの耐久度があるのか調査をしたという経過です。そ

の結果によって出てきたのが、確かにあそこは地盤が悪いんですけれども、この間

も皆さんの方に説明申し上げましたとおり、アリーナの部分が非常に数字が悪いと、

危険な部分だということで、これは最終的には町長の判断でありますけれども、改

修ではなくて新築ということにしようと。

その新築ということも、議会に提案したときに、場所の問題で結構出ましたよね。

いろいろ検討しろということで、当時、高見公園、それから寒昇地区、それから明

治跡地、この３カ所についてそれぞれデータを持ち寄って、庁内にもプロジェクト

をつくっておりますので、そこでもいろいろもみました。

地盤自体は、どこに行ってもそんなにあの辺は変わりないんですが、明治跡地に

ついては、あそこは水道のあれが一つ入っているということが一つ大きな問題かな

と。それから、寒昇地区については、やるとすると民地の購入ということが出てく

るというようなことで、最終的には町長が高見公園に判断をさせていただきたいと

いうことで、議会の方にお願いを申し上げたというのがこれまでの経緯だというふ

うに思っております。

先ほど川上議員のご意見にもありましたとおり、決して。そういう感じなのでし

ょうか。いま私たちっていうのは、全部決まって、議員のいろいろなご意見とか助

言も聞かないでやっているのでしょうか。私は正直な話、迷えば相談もしたいと思

っていますし、それから、いろんな状況が変わったときには、ちょっと早いかもし

れませんけれども、いち早く皆さんにお知らせをして、そこからいろんな判断をも

らいたいということで、いま進めているというのが実情であります。

先ほど予算の話も出ていました。これはまだ財政として最終的にゴーをしている

わけではありません。当然ながら、いま教育委員会も構想委員会も工夫をしながら、

それから抑えられるところは抑えるということで、いま一生懸命詰めていただいて

おりますので、数字を出さないわけには、上村議員にも前に一度指摘されましたよ
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ね。オリンピック場じゃあるまいし、構想だけ言って、数字がどうして出てこない

んだというお話もありました。

そのときにも正直に申し上げましたけれども、その時点では、当時出せませんと。

というのは、まだ数字のある程度の手持ちもなかったということで、今回も実は、

絞った数字で出すことは可能なんですけれども、私は町長と相談をして、一応マッ

クスと考えているのであれば、その数字を見せないと、中間の数字であとからどん

どん増えていくなんていうことは財政上あり得ませんし、それから、先ほどのご意

見もありました。当然、壊すとか、それから周辺整備とかという、これから予算が

かかっていくわけです。いまの現状の中では、ゲートボール場であるとかテニスコ

ートが存在をしています。ここも、皆さんおっしゃるとおり、これからそれだけの、

人口的にね、利用する人たちが居るのか。それから、工夫をすることによって、そ

のことが一つに集約する方法がないのか。その辺もいま教育委員会を通じて、団体

の皆さんと協議をしながらやっているということでありますので。

特別委員会ができたときも私申し上げました。ありがたいと思いますと。ある意

味そういうものができないと、多分うちが中間、中間で報告することによって、先

ほど言われたように、決まってしまったという話になりかねないということで、皆

さんは議会として、それぞれの報告に対してご意見をいただいたり、それから、先

般も町民対象に報告会的なものをやっていただいて、私は非常にありがたいという

ふうに思っておりますので、経過としては決して軽んじているという気持ちもあり

ませんし、それから、一連の視察をしたから皆さんは理解をして進めれというふう

に言っているなんていうふうにも感じておりません。それは当然見る見方にもより

ますし、見る場所にもよりますから。

ただ、構想委員会と教育委員会がいま課題として持っている部分での併設だとか、

そういうものでどこを見たらいいかということで、教育委員会として選定をして、

議会の皆さんにも同行をいただいたというのが、私はいままでの流れだというふう

に思っておりますので、失礼のあった部分についてはおわびを申し上げますけれど

も、決して勝手な解釈をしているということはありませんので、その点については

ご理解をいただきたいなと思います。

一部、５月の時点の話が出ましたので、教育委員会の方だったのでしょうけれど

も、私の方から答弁させていただきましたので、どうぞよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質問ありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） まず、最重点になるという町長の判断だということ。場所

もあそこに決定だという。これは町長の判断だと。要するに、直すのではなくて建

てることにしたのも町長の判断で。行政のトップですから、それはそういう判断で、

それの指示に従って、こういう形になっているのでしょうけれども。

私に思わせれば、まず場所。今金小学校の向かいのあそこが、町の水道のあれが

あるからちょっと振動でもって町の水道が出なくなったあれだから、そこは無理な
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んだという観点だったという。実際に、あの明治の跡のところの井戸水って、いま

使われているんですか。どこか、曙町の別なところに掘っているんじゃないですか。

曙町の方にあるんでしょう。違うの。おれ、現地見ていないからわからないんだけ

れども。要するに、ボーリングしたり耐震化であれするんなら、井戸水が出なくな

たら困るからそこは無理なんだという話。私に思わせれば、いま、中学校が建て替

えられるような、要するに学校教育の中で危険な校舎になっていくという、それは

できるならば安全で安心な子どもたちの教育を図っていく、これは当然のことだと

私も思いますし。

民有地を借り上げるか買うかすれば、場所的には今金中学校の手前のところに用

地があるわけですけれども、これは公共施設を建てるという判断に立てば、そうす

るとここの体育館・図書館建てる、同僚議員が聞いたような工損の調査もしなくて

済むと。あたりは全部建物がないわけですから、傾いたとか、そういう工事によっ

てあれすることもないわけですよ。

そして、公園の中に何だかんだあそこに納めたいとなるから、今度体育館を壊し

て公園に変えるのに１億５，０００万円もかけなきゃならないと。これはこの中に、

５年計画の中に載っているわけですけれども。もっともっと柔軟性に考えることも

あっていいのかなと。私は常に財政シミュレーション、これから今後の部分で、な

ぜこういうことを言うというと、今金町が今後２０年、３０年たっても、自立で行

くんだと、そしてともに、それこそ今金に住んでよかったと言えるように、それを

言われるようにと。

（「議事進行について」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） どうぞ。

○６番（徳田栄邦君） 先ほど議長は、他に質問ございませんかと言って、いま同じ

質問を許しているんですか。他に質問ないですかって言ったけど、聞いていること

は、前の質問したことを聞いているんですよ。おかしいんじゃないですか。

○１１番（上村義雄君） じゃ、質問の内容を変えます。

〇議長（村瀬 広君） 質問の内容を変えてください。

○１１番（上村義雄君） いま言ったような形で、町長のやろうとしていることと、

柔軟性に考えれば、まだ経費の削減ができる、そういう可能性があるということで

す。この体育館・図書館の部分での、これが最善だということであるのかというこ

とを改めて問います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 申しわけないですね。町長が居れば、町長の自らの口にな

るのでしょうけれども。

小学校の前の明治跡地も、ちょっと補足をしますけれども、あそこも使っていま

す。というのは、みんな吸い上げています、曙町のあそこからも。それから明治跡

地も、もう一つ問題があるということに考えたときは、体育館をつくった場合の取

付道路の問題です。かなりスロープといいますか、つくらなきゃならないというこ
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とで、無理だろうなという判断もその中の要素に一つありました

それで、柔軟にということでありますけれども、いま、最大限全体の中でいろん

な経過の説明もさせていただきましたけれども、場所については、町長があそこで

行きたいということで、議会にも報告をさせていただきました。

それから、いまある計画の中で、最大限工夫できたり節減できるものについては、

当然節減をしていくというのは当たり前の話ですし、さっき申し上げたとおり、テ

ニスコート、それからゲートボール場も含めてでありますけれども、皆さんと協議

をした中で、そういうものが、同じようなものが今後必要なのか、今回できる体育

館の屋内体育館の中でそういうことがカバーできるのか、そういうことも含めた中

で、経費の節減的なものも図っていきたいというふうに思いますし。

それから、財源の見通しについては、いま、全体の財政シミュレーションという

ものをつくろうとしておりますけれども、当然ながら、いろんな計画を立てる段階

では、そういうものが必要になってくるということで考えているのは間違いござい

ませんし、それから、大きな建物の今後の見通しをということも、当時といいます

か、この話題のときに指摘があったことでありますので、それも提出をさせていた

だいておりますので、そういう全体の経過の中で、ぜひご理解をしていただきたい

なと。

体育館・図書館等も、急に出てきた話ではなくて、以前にも経過については資料

で教育委員会の方から添付をさせていただいておりますので、ぜひ理解をしていた

だきたいというふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 成人祭についてお尋ねをいたします。

８月１３日、毎年、成人祭が企画されて開催をされております。実行委員会を組

織しながら、地元出身の方に講演をいただきながらという手法をとってきました。

これが平成２８年度、それからそのあとについても、継続等の考え方をひとつ聞か

せていただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） お答えをいたします。

成人祭につきましては、基本的に実行委員会を組織しながら運営しているもので

ございます。平成２８年度についても、開催は引き続き予定をしております。

また、それにあわせてさまざまな講演会をやらせていただいておりますけれども、

基本的には、今金町出身で、これは町内に住まわれている方、他の地域に住まわれ

ている方等幅広くお願いをしておりますけれども、今金町で育った方々、この成人

祭の席でいろいろと人生の励みになるようなご講演をいただくということで、いま

までも続けてきておりますので、２８年度についても、まだ講師については最終決

定等をしておりませんけれども、何らかの形で新成人のこれからの人生の糧になる

ような講演が開ければと思っております。
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〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） この成人祭を私は他に誇れるすばらしい成人祭だと思って

いるんです。よく荒れた成人式っていうのが報道されます。今金町の場合には、私

も２０年くらい成人祭には、もう成人は済んでいるんですけれども、成人祭に来賓

として出席をして見させていただいている中では、非常に態度もまじめだし、よく

ぞここまで育ってくれたという子どもたちがほとんど全部であります。

これっていうのは、二十歳になる以前の、これは教育の問題だと思うんです。幼

児期から、乳児、幼児、それから児童、生徒、このすべてを通した中での教育が徹

底されているんだなという気がするんです。これは道徳教育も大変大切だというの

は、今回の教育行政執行方針の中にも載っていたかもわかりません。そういう協調

性を持った、しっかりとした成人をつくり上げたということは、いま言った、幼児

期からの先生方の努力が私はあったと思う。

途中でゆとり教育というのがあって、それが物議を醸したことがあったんですけ

れども、それがまたもとに戻ったような、やっぱり教育というのは人がやっていま

すから、行ったり来たりするんですよね。やりながらいい方法を探していくという

ことでは、私はすばらしい成果を得ていると思う。これはぜひ続けていただきたい。

そのためには、やっぱり人なんです。教育長、教育経験も長くて、教育委員長、

教育長という立場で、いま最前線に立っているわけです。これまでの、そしてこれ

からの教育に対する考え方、教育長、おありであればお知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） ありがとうございました。私も教育現場にいた人間であり

まして、いま議員の方から、ずっといままでの二十歳になる前までのいろんな教育

が身についていることで、成人式があのような厳かな中で開かれているというお話

をいただきました。私も一人かかわってきた者として、大変うれしいお話をいただ

きました。ありがとうございました。

いまご指摘ありましたように、やはり人が人を教えるのでありますから、やっぱ

り教える立場にある者がだれであれ、やっぱりそれなりの考えを持っていなければ

いけないなと思いながらあります。そういう意味で、今金町は社会教育をベースに

いたしまして、生涯学習という構想をずっと続けて持ってきて、その中での、幼・

小・中のつながりもすべて考えて、まちの取り組みとしてやってきたことかなと思

います。

今年度もいろんな場面で、子どもたちに大人がかかわるような、そういう場面が

たくさんございます。例えばですけれども、札幌にドリームバスツアー、２泊３日

で行っているツアーがありますけれども、その中でもきちんとかかわっているスタ

ッフがおります。ですから、やっぱりそういう社会教育の中でも、子どもたちをき

ちんと指導する場面が用意されている。例えば夜なんかでも、夜の時間の中に、自

分たちが反省を記する、思い出を記する場面なんかもきちっと担当者がかかわって

いるというような場面があります。
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また一方では、学校教育の部門もそうですけれども、やっぱり幼・小・中、いま

は高も一部関係ありますけれども、小学校、中学校のつながりの部分も、やはり大

事にしていかなければいけない部分というのはたくさんございます。

いま、私も学校の先生方にお願いしたい部分というのは、やはり学校、その学校

独自ではなくて、連携を持ちながらやっていただきたいというのを、連携という言

葉を随分使って方針の中にも含めさせていただいたつもりでございます。その連携

を担うのは先生たちでありますから、先生たちの資質向上というのが欠かせないと

思っております。

先ほど議員の方からも一部学校の中身が変わった部分でお話がありました。生活

科のこともございましたけれども、生活科が、やはり学校の中では理解されなかっ

た部分が実はあるんですね。理念としては、非常にこれは生きて働く、いまで言う、

本当に生きる力の基礎になるというふうに文科省は押さえながら提案したつもりで

すけれども、現場にそれが行き渡らなかったと。私自身の反省でもあるんですけれ

ども、そういう部分がございました。ということで、いまそれがまたもとに戻って

いるんですけれども、基礎、基本の中でそれを生かそうという部分で、時間数的に

もそれが基礎、基本の中に戻されたというふうに私も理解しておりますけれども、

いずれにしましても先生たちの資質、能力の向上を図ること、それから、片一方で

やっぱり社会教育に参加する子どもたちを指導する周りのスタッフが、いろんな知

恵、理解を持ちながら指導に当たっていくことも含めて、学社連携の中でこどもた

ちを育ててきた今金町の方針を、私自身も受け継ぎならやってまいりたいなと、そ

んなふうに思っていますので、よろしくお願いをいたします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 今年の選挙からですよね、選挙年齢が１８歳に引き下げに

なるという。当然１８歳までに、もうすべてとは言いませんけれども、人格という

のはそれぞれつくられていくわけですけれども、１８歳までに基本的な人としての

あり方というものを教育するということによって、今金町の子どもたちは、この選

挙年齢の引き下げに順応できた、対応できたと、こういうふうにあってほしいなと

いうのと、それから、今金町の子どもである、今金町で生まれて教育を受けたとい

うことが誇れるような、その誇れるということは、やっぱり先生たちの指導、それ

から周りの見守る目、これらが私たちをこうしてくれたんだというふうに思えるよ

うな、そういう指導、教育をしていただくということが、また次につながっていく

だろうと。

これから２０年、３０年たったら、その子どもたちが、今度はこういうところで

いろんな活躍をするということを考えれば、非常に有為な人材をつくっているのだ

ろうなと思うんです。さっきも言いました。先生たちが一生懸命、これ勤務時間外

にもかかわらずいろんな部分で子どもたちと接してくれたり、そういうのがあって

こそ。今回テレビで不幸なニュースが出ていました。やってもいないことをやった

ということで、推薦入学がもらえなかったという、あれも人のミスですよ。だけれ
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ども、今金町の場合には、そういうことをやっぱりみんなで声かけ合って、これ当

然のことです。そういうミスがないように、子どもたちを健やかに育てる。口で言

うのは簡単ですけれども、やるのは大変だと思うんです。

ですから、いま教育長がおっしゃったようなことは、当然教育長として学校現場

には伝えているとは思うんですけれども、議会としても、そういうところはしっか

り二十歳の子どもたちを見て、今金町の教育はこうだなというふうに思っています

ので、ぜひ現場にも伝えていただきながら、これからも努力をしていただきたいと

いうことはお願いしたいんですけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） 貴重なお話、ありがとうございました。

いま議員がおっしゃったように、本当に危機管理意識、これがやっぱりどこか薄

れるとほころびが出てきて、そこから子どもたちは漏れていってしまうというのが、

これは学校の常であります。

ですから、私は管理職に、校長、教頭にいつも言っていることの一つは、危機意

識がない学校というのは、やっぱり子どもたちが荒れてくるし、子どもたちが何が

しかの悪さをするといいますか、やっぱり行動に出るんですね。ですから、小さな

悪さも、その起きたときには、それが氷山の出ている部分ですよと。氷山の上の部

分、これが起きたということは、その下の部分が大きくあると思って指導していた

だきたい。そんなことを何回かお話ししているつもりですし、これからもお話をし

てまいりたいと思います。

やっぱり今回の推薦にかかわる万引の件ですけれども、残念なことに、複数での

チェックがなされていなかったということだと思います。やっぱりどこかで、その

学年団、または教務の中、学校というのはいろんな分掌があるんですけれども、学

級担任があって、副担任が居て、学年団が居て、それをチェックする側の教務も居

るわけですけれども、そのどこかできちっとチェックがなされているなら、起き得

なかったことだと私は思うんですけれども、私もあの記事を見て残念だなと思った

一人であります。あり得ないと思った一人でありますけれども、やはりそういうチ

ェック機能も含めて、また学校の方にはいろんな形のお願いをしてまいりたいと思

いますし、健やかな子どもたちの育成のために努力をしていただきたいということ

を、お願いしてまいりたいと思います。

それから、もう一つは、やっぱり先生方、随分私どもの若いときと違って、非常

に雑多な仕事を抱えているという現状もあります。それもわかりつつ、やはり今金

町としては、先生たちの持っている技能もおかりしたいと思っています。一昔前は、

例えばスキーなんかは、この今金町にスキーが盛んになったのは、当時の今金高校

の先生たちが技能の堪能な方がいらっしゃった。それで今金高校がスキーが盛んに

なったというのも随分耳にしております。私もスキーをやる人間ですから、そうい

うように、先生たちの持っている技能を、全部とは言わず、自分の持ち場でこうい

うことなら私は参加できるという部分を、知恵をかして、技能をかしていただけれ
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ばありがたい。そんなふうにして、子どもたちに還元していただければありがたい

なと、そういうことも含めて考えているところです。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 質問を変えます。

２０８ページ、これも同僚議員からもいろいろな質問があったようですけれども、

総合体育館・図書館の実施設計、地質調査、工損調査、これらのスケジュールがわ

かればお知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） 私の方から回答させていただきます。

まず、実施設計につきましては、いま基本設計中でございますので、新年度、基

本設計がまとまり次第、早々に発注できるものと思っています。実施設計の期間は、

建設が２９年ですので、２８年度中の仕事というふうになります。

地質調査ですけれども、これは実施設計を実際にやる前に配置が決まった箇所に

地質をボーリング調査をするということになりますので、新年度早々に発注したい

というふうに考えております。

あと工損調査も、これは先ほどご質問がありました周辺の調査でございますので、

年度内に業務が完了すればいい業務ですので、それもそうとはいえども、予算がつ

き次第発注したいというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これまで特別委員会をつくって、いろいろ議論をしたかと

いえば、していないんですよね。資料をいただきながら、次にどうするかっていう

ことを話をする前に、また次の資料が欲しいという。私は議論ではないと思ってい

るんです、まだ。

それまで、説明をいただいた、いわゆる報告をいただいたという経過はあるけれ

ども、議会としての考え方というのはまとまっていない。まとまるのは、特別委員

会でみんなで話し合いをしながら、これは町民代表の議会ですから、しかも議長を

除く全員でつくっている特別委員会ですから、やるにしても議会としては全員の総

意でやるのであれば応援をするし、議会としての意見があればそこにつけると。逆

にお願いをする場面もあるかもしれません。

それで、この度の当初予算をいろいろ見させていただいて、一番びっくりしたの

は、やっぱり中学校の耐震です。この中学校の耐震で、倒壊まではいかないかもし

れないけれども、危険な部分があるというのを聞いた。これは今回初めて聞いたこ

とです。確かにいままで報告を受けながら、建設構想委員会というのは建設をする

ための構想を練るところですから、これはやろうという人の考え方をまとめている。

私たちは、町民会議をやった中では、本当に大丈夫なのか、財政的に大丈夫かとい

う声も聞いている。だから、そこのところに議論をせずに、いままで報告受けたか

らすぐいいよという話には、私はなりづらいと思う。私たちの立場としては、そこ
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も納得した上で、納得というのは、さっき言った中学校が耐震でちょっと引っかか

ったと、それから、次にいろんな建物が控えている。これは過疎計の中でもいろい

ろ話をしました。

こういうところを一回整理をしながら、特別委員会の考え方というのはちゃんと

まとめなきゃだめですから、特別委員会といまの事業の実施とのかかわり、ここを

どう判断されるのかお尋ねをしたい。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 特別委員会そのものは、議会の中で設置をしている特別委

員会でありますし、それから、設置をされたときにも、私たちもいろんな場面で説

明を申し上げて、ご意見をもらえる場としてはありがたいというスタンスには変わ

りはありません。

多分議員がおっしゃったのは、特別委員会の進捗状況と、それから、いま今回予

算を上げているこれらのものの計画をするときに、例えばどのぐらいの時点で特別

委員会から、先ほど言われたとおり全会一致という方向なのか、それとも附帯的な

意見をつけるとすればどのタイミングかということかと思いますが、それぞれ先ほ

ど申し上げたとおり、実施設計については２８年度中ということであります。中と

言っても、遅くはならないうちにというふうになっていくと思いますし、それから、

ボーリングにつきましては、場所の問題でありますから早々ということになります

ので、これらのものをとめるという考え方は少し難しいと思います。

ただ、できるだけ早く議会の皆さんの特別委員会の中で、方向なり附帯意見であ

り、そういうものを出してほしいというふうに思っておりますので、いま議員がお

っしゃったとおり、意見交換というか、そういう場面ではないというのであれば、

必要なものを必要な時期にということで、逆に言っていただくというのが一番かな

と思います。

多分いずれにしましても、議員さん方もまちのことを考えてくださるわけですし、

理事者側も同じスタンスでありますので、時期的なものが間に合わなくなったこと

でこうなったということは、少し理由としては考えづらいと思いますので、私たち

も新年度予算ということで計上させていただいておりますので、こちらの計画に支

障のないように、特別委員会にもご配慮をいただきながら、それから特別委員会の

中で必要なものについては、誠心誠意提出をさせていただくというふうに流れれば

ありがたいなというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） せっかく特別委員会をつくったんですから、集中審議とい

うのはそこでやられるべきだと思うし、いまここでこの予算がいいか悪いかという、

これはもういままでの流れで来ているわけですから。

私は、さっきも言いました、中学校の耐震が一番びっくりしている。これとの兼

ね合いをどうするかという、整合性をとった事業展開をしていかないと、私はのち

に悔いが残るような気がするので、特別委員会の委員長にもお願いしながら、委員
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会の開催ということでお願いをしてきますので、ぜひそういうところでは議論を、

いままでの報告、説明だけじゃなくて、議会からの議論もぜひしながら進めるもの、

それから考えるもの、いろいろやっていっていただければと思うんです。

その辺、副町長、職務代理者、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長職務代理者副町長、中島君。

○町長職務代理者副町長（中島光弘君） 職務代理者としてお答えをします。多分一

番いまのお話で言うと、直近で方向なり考え方を私どもの方で提示をしなければな

らないのは、中学校の改築といいますか、耐震といいますか、どういうふうにして

いくかという一定の方向を早目に出さないと、きっと多分特別委員会本体の話のと

きに、必ずそちらの話が出てくるというふうに思いますので、これは年度早々に、

早目にまず町長としての考え方をきちっと皆さんの方に提示できるように、庁内に

も関係のプロジェクトがありますし、中学校自体はなかなか難しい問題を抱えてい

るのも事実でありますけれども、そのことも含めて、説明を早くできる状況をつく

りたいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 教育費の質疑を終わります。

１１款公債費の質疑を行います。２１３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。

１２款予備費の質疑を行います。２１４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 予備費の質疑を終わります。

歳出全般について、質疑漏れございませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） ７６ページに例規類集業務委託料が載っております。これの

内訳を教えてください。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） この業務委託につきましては、一部はいま持ってい

らっしゃるように、例規集ということで製本しておりますので、条例等々の改廃が

あったときに、それの入れ替えといいましょうか、そういうことがまず一つありま

す。

それから、インターネット等でもごらんになっているかと思いますが、町のホー

ムページの方では、同じくＷｅｂ版の例規集の管理もしておりますので、そのこと

の委託料。

それから、役場の場内では、職員の方が使用するものなのですけれども、同じよ

うにＷｅｂ版の例規集がありまして、そこでは例えば条例の改廃の新旧対照表を作

成をしたりですとか、それから、改め分をつくったりですとか、そういうことがで
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きるシステムもありますので、そういったものを一体的に業務として委託をしてい

るものであります。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） もうこの紙媒体はやめませんか。この６次の今金町行政改革

大綱の中にも、ＩＣＴの急速な進化になっている社会で、いわゆる情報ネットワー

ク社会が形成されてくると予想されているんですよ。これ、議場に持ってこいって

言ったって、片手で持てないんですよ。私ら議員になったころは、こんなものでし

たから、自由に持ち運びできましたけれども、いまこんなに厚いんですよ。

それで、いわゆるタブレットでも何でもいいですから、したときに、何がネック

になっているかというと、セキュリティーの問題だけだと思うんですよ。それらが

きちっと管理されているのであれば、議場にタブレット一つ、皆さん議員は使えな

いだろうと思っているかもしれませんけれども、いまそういう時代でないですから、

ぜひこれは検討していただいて、こんな厚いものをどこにもこれ持って歩けないで

すよ。これを、どうですか、もうそろそろ考えませんか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） まず、皆さんが使えないなんていうことは、絶対思ってお

りませんので。ただ、難しいことはあるかなとは思っていますが、使えないという

ことはないと思っております。

それから、おっしゃるとおり、私たちもそれはどうかなというふうに思っていま

すけれども、そういうご意見をいただくと、行政って非常にありがたくて、検討に

入れるというふうに思っています。

ただ、皆さんも例規を実際に議場の中で使ったり、それから控室で使ったり、う

ちでということなんかもあると思いますので、タブレットの方法がいいのか、いず

れにしてもこういうものを一々持って歩かなくてもいいような方法については、実

際話も出ています。今日ご意見をいただきましたし、議員の皆さんほとんどがうな

ずいていらっしゃいますので、ぜひ新年度中に結論を出して、早いのであれば中間

からでも取り組めるようにやっていきたいなと思います。

昨日も複式簿記だとか、いろんな公会計の関係の勉強会の必要性なんかも訴えて

いただいておりますので、あわせてお互いに利便性を図りながら、効率の上がるよ

うな議会であったり、いろんなことが運営できるように努力してまいりたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

午後２時３５分まで、暫時休憩といたします。

休憩 午後 ２時２１分

再開 午後 ２時３５分
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〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１款町税の質疑を行います。２３ページから２８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 町税の質疑を終わります。

２款地方譲与税の質疑を行います。２９ページから３０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方譲与税の質疑を終わります。

３款利子割交付金の質疑を行います。３１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 利子割交付金の質疑を終わります。

４款配当割交付金の質疑を行います。３２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配当割交付金の質疑を終わります。

５款株式等譲渡所得割交付金の質疑を行います。３３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 株式等譲渡所得割交付金の質疑を終わります。

６款地方消費税交付金の質疑を行います。３４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方消費税交付金の質疑を終わります。

７款自動車取得税交付金の質疑を行います。３５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 自動車取得税交付金の質疑を終わります。

８款地方特例交付金の質疑を行います。３６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方特例交付金の質疑を終わります。

９款地方交付税の質疑を行います。３７ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 地方交付税のこれからの見通し、はっきりしたのはわから

ないかもしれないですけれども、見通しを立てているのであればお知らせをいただ

きたい。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 今年度につきましては、執行方針の中でも触れされ

ていただいておりますが、約０．１兆円ほど減額ということであります。

一方では、地方税、こちらの方が増収の計画を地方財政計画の方で立てておりま

すけれども、このあとの見通しといいますと、なかなか全体的な歳入といいましょ

うか、見通しが難しいのかなというところもあります。
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最近の傾向で言いますと、決算額で追っていきますと、平成１７年度当時、たし

か三位一体改革等々の時代でありますけれども、当時ですと２３億８，０００万円

ほどということで大幅に落ち込んでおりますが、大体同額の決算額が３年ほど続き

まして、平成２０年あたりから少しずつ回復傾向が見えてきたというところであり

ます。

ちなみに、平成２０年は２４億４，０００万円ほどということになっております。

最近におきましては、大体２８億円から、下でも２７億円程度ということの見込み

の中で推移してきておりますので、今年度の地方財政計画から見ると、大体２７億

円前後のところで推移をするのではないかなというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地方交付税の質疑を終わります。

１０款交通安全対策特別交付金の質疑を行います。３８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 交通安全対策特別交付金の質疑を終わります。

１１款分担金及び負担金の質疑を行います。３９ページから４０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。４１ページから４５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

１３款国庫支出金の質疑を行います。４６ページから５０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国庫支出金の質疑を終わります。

１４款道支出金の質疑を行います。５１ページから５７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 道支出金の質疑を終わります。

１５款財産収入の質疑を行います。５８ページから５９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。

１６款寄附金の質疑を行います。６０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 寄附金の質疑を終わります。

１７款繰入金の質疑を行います。６１ページから６２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。

１８款繰越金の質疑を行います。６３ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。

１９款諸収入の質疑を行います。６４ページから６８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

２０款町債の質疑を行います。６９ページから７０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 町債の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

歳入全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出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。

（「あり」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 賛成ですか、反対ですか。

（「賛成です」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 反対の方いらっしゃいますか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） それでは、徳田君の発言を許します。

どうぞ。

○６番（徳田栄邦君） きょうまで２８年度の予算について審議をしてきたわけでご

ざいます。質疑の中でも、私申し上げましたけれども、今年から公会計制度に取り

組んでいくわけですけれども、少ない予算をいかに効率を上げていくか、賢い使い

方をするか、そこが求められてきているわけなんですよ。いままですと、現課で予

算を組むと、何とかその予算を使いこなそうという考え方があったわけですけれど

も、近年はそのことも大分考えが改まってきているわけですけれども、いかに少な

い予算で効率的な効果を上げていくか。そして、なおかつ剰余金を出していく。そ

のことが、このごろは求められてきているわけでございます。

予算の中身を見ても、相当基金を取り崩していろいろやっているわけではござい

ますけれども、今金の場合は、いま財調から始まって目的基金全部を合わせても５

８億程度の預金があるわけですけれども、預金があるからといって、取り崩してし

まえば、あとの子どもたちに、じゃ、何を残してやるんだということにもなります。

これから体育館等の建設、あるいは中学校の建設、これや役場庁舎の改築と、い

わゆる基金を取り崩していかなきゃならない大型の公共施設の建設もあるわけです

から、少しでも予算を生きた予算を使うように職員一同努力をしていただきたいと

思います。

不慮の事故により町長が休んでいる中で、職務代理者として副町長はじめ職員の

皆さん、きょうまでご協力をいただきましたことをお礼申し上げまして、本予算案

には賛成をいたします。
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〇議長（村瀬 広君） 他にありますか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 賛成討論ですが、よろしいですか。

〇議長（村瀬 広君） はい。

○１０番（山崎 仁君） 適正財政規模が今金町の場合には４０億だと言われて久し

い、そういう中で、当初予算で一般会計５４億８，０００万円、その中で橋梁点検

まで入れると、独自のいわゆる政策事業で３億５，０００万円を超えるような、非

常に積極的な予算編成をしていただきました。

まだまだ制度設計の中では明確にならない点も、多々あったようにも見受けられ

る予算審議でした。これから執行に当たっては、十分な制度設計をされながら、執

行に関しては万全を期して、今金町町民のため、まちのため、将来のため、体制を

整えていただきたいというふうに思うのがまず一つ。

それから、先ほども言いましたけれども、今金町の子どもたちはすばらしいとい

うのは、当然町の職員にもこれは言えることであってほしいと思います。人がまち

を動かして、まちに住む人がそれを受けるということで、これはもう人対人の話で

あります。ぜひ、そういう意味では町民皆さんに理解のできる政策を実行をしてい

ただきたい。

いま同僚議員からもありました、不慮の事故というよりも、自己管理の悪さで町

長が欠席をしたということを一般質問の中でも話された方がおりました。年に４回

しかない定例会です。ぜひ皆さんも、自己管理をしっかりしながら、これは議会、

私たちもそうです。自己管理をしながら、これからもこういう議論をしてきたい。

それから、もう一つ、体育館・図書館についてはいろんな意見が出ました。しか

し、議会と理事者の関係で言うと、議論の余地は私はまだあると思っています。急

を要するものというのは、そのときにならなければ出てこない。それが出てきた。

じゃ、どうするという知恵を出すのが、これがお互いの立場であります。ぜひそう

いう意味で、これからも議論が深まりながら、新しい大型事業に対しても取り組ん

でいけるように祈願しながら、本案に賛成をいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありますか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２３、議案第３１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ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３１号は原案のとおり可決いたし

ます。

午後３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５０分
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再開 午後 ３時００分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

議事日程の変更について、お諮りいたします。

議案第３２号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定予算につい

て、議案第３３号 平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会計予算について、議

案第３４号 平成２８年度今金町介護保険特別会計予算について、議案第３５号

平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会計予算について、議案第３６号 平成

２８年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定予算について、議案第３７号 平成

２８年度今金町簡易水道事業特別会計予算について、議案第３８号 平成２８年度

今金町公共下水道事業特別会計予算について、以上７件については、３月１１日審

議予定となっておりましたが、会議規則第２２条の規定に基づき、日程の順序を変

更し審議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 広君） 異議なしと認めます。

したがって、以上７件については、日程の順序を変更し、先に審議することに決

定いたしました。

暫時休憩いたします。

そのまま席でお待ちください。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時０２分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎日程第３ 議案第３２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、議案第３２号を議題とします。

平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定予算について、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３２号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計

事業勘定予算について、提案理由を申し上げます。

本会計は、医療給付費については依然として増加傾向にあり、事業運営に大きな

不安要素となっておりますが、今後の医療給付動向をさらに慎重に見定め、現在行

われております所得の確定をもって試算を繰り返した中から、国保運営協議会にお

諮りをいたし、しかるのちに答申を得てから、６月定例会に税率決定とあわせて提

案を申し上げますことといたしております。

本年度の予算の総額は１０億９，０７６万２，０００円であり、前年比マイナス
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０．５％、５３１万２，０００円の減額となったところであります。

予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。２ページをごらんくださ

い。

１款国民健康保険税２億１，９１２万１，０００円。

２款使用料及び手数料５万円は、手数料であります。

３款国庫支出金で２億２２４万５，０００円は、１項国庫負担金で１億６，７３

１万６，０００円、２項国庫補助金で３，４９２万９，０００円であります。

４款療養給付費交付金においては２，０９３万６，０００円であります。

５款前期高齢者交付金においては２億３，９１７万４，０００円であります。

６款道支出金において４，２２８万６，０００円は、１項道負担金９０８万１，

０００円、２項道補助金で３，３２０万５，０００円であります。

７款共同事業交付金においては２億６，４１５万円であります。

８款財産収入において１万９，０００円は、１項財産運用収入であります。

９款繰入金において１億２４９万２，０００円は、１項一般会計繰入金で９，２

４９万２，０００円、２項基金繰入金で１，０００万円であります。

１０款繰越金は１，０００円であります。

１１款諸収入において２８万８，０００円は、１項延滞金利子及び過料１，００

０円、２項町預金利子１万３，０００円、３項雑入２７万４，０００円であります。

次に、歳出は６ページをごらんください。

１款総務費において２，６２５万６，０００円は、１項総務管理費において２，

０２９万７，０００円、２項徴税費において２７５万３，０００円、３項運営協議

会費において３８万２，０００円、４項特別対策事業費において２８２万４，００

０円であります。

２款保険給付費において６億４，７５２万３，０００円は、１項療養諸費におい

て５億６，０６４万８，０００円、２項高額療養費において８，２００万２，００

０円、３項移送費において７万円、４項出産育児諸費において４２０万３，０００

円、５項葬祭諸費において６０万円であります。

３款後期高齢者支援金等では１億９万５，０００円であります。

４款前期高齢者納付金等においては５万１，０００円であります。

５款老人保健拠出金においては６，０００円であります。

６款介護納付金においては４，２４１万７，０００円であります。

７款共同事業拠出金においては２億６，４８０万円であります。

８款保健事業費において９４６万円は、１項特定健康診査等事業費で４０５万２，

０００円、２項保健事業費で５４０万８，０００円であります。

９款基金積立金においては２万円であります。

１０款公債費においては１万３，０００円であります。

１１款諸支出金において１２万１，０００円は、償還金及び還付加算金でありま

す。



- 57 -

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

１款総務費の質疑を行います。３１ページから３６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

２款保険給付費の質疑を行います。３７ページから４１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 保険給付費の質疑を終わります。

３款後期高齢者支援金等の質疑を行います。４２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 後期高齢者支援金等の質疑を終わります。

４款前期高齢者納付金等の質疑を行います。４３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 前期高齢者納付金等の質疑を終わります。

５款老人保健拠出金の質疑を行います。４４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 老人保健拠出金の質疑を終わります。

６款介護納付金の質疑を行います。４５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 介護納付金の質疑を終わります。

７款共同事業拠出金の質疑を行います。４６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 共同事業拠出金の質疑を終わります。

８款保健事業費の質疑を行います。４７ページから４９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 保健事業費の質疑を終わります。

９款基金積立金の質疑を行います。５０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 基金積立金の質疑を終わります。

１０款公債費の質疑を行います。５１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。

１１款諸支出金の質疑を行います。５２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸支出金の質疑を終わります。
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以上で、歳出の質疑を終わります。

歳出全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１款国民健康保険税の質疑を行います。１３ページから１５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国民健康保険税の質疑を終わります。

２款使用料及び手数料の質疑を行います。１６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

３款国庫支出金の質疑を行います。１７ページから１８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国庫支出金の質疑を終わります。

４款療養給付費交付金の質疑を行います。１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 療養給付費交付金の質疑を終わります。

５款前期高齢者交付金の質疑を行います。２０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 前期高齢者交付金の質疑を終わります。

６款道支出金の質疑を行います。２１ページから２２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 道支出金の質疑を終わります。

７款共同事業交付金の質疑を行います。２３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 共同事業交付金の質疑を終わります。

８款財産収入の質疑を行います。２４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。

９款繰入金の質疑を行います。２５ページから２６ページです。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 繰入金で、基金を１，０００万円取り崩すわけですけれども、

残高を教えていただけますか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 質問にお答えいたします。

平成２８年度の当初予算におきまして１，０００万円の基金の取り崩しを予定し

ております。

基金の状況でございますが、今回３月補正後の数値で報告したいと思います。
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３月補正で２，２００万円ほど繰り入れる状況になりますが、基金のその時点で

の残高で申しますと２，８７８万９，６７３円という残高という状況になりますの

で、平成２８年度につきましては、その見込み残高が２，８００万円ということを

考慮いたしまして、現実的な数値に近づけるために１，０００万円の基金を繰り入

れる予算を組みまして、現実的な数値に近づけたということでございます。

平成２７年度の予算につきましては、当初予算につきましては、基金の繰り入れ

というものはゼロでございました。平成２６年度のその当時の残高では、底がつく

という見通しの中で、基金繰り入れは考慮しなかったということでございます。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 税率については、６月に運協の答申を受けてから決定される

わけでございますけれども、年々課税限度額がオーバーになっていって、今年も４

万円上がるわけなんですけれども、今度は８９万円になるわけですね。

そういう中で、平成３０年から都道府県に事業主体が移行になるわけですけれど

も、そうなったときのいまの見通しとして、これらの数字については動かないとい

うふうに踏んでいるんですか。その辺はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 平成２８年度の税率につきましては、基準所得等の

状況にもよりますし、基金の残高等も考慮しながら決定されていく、運協に諮りな

がら決定されていくもので、６月の議会に改めて提案という形になろうかと思いま

す。

平成３０年に国保の広域化ということで、平成３０年から都道府県が市町村とと

もに国保の運営を行うということになります。都道府県でやることによりまして、

広域的な財政メリットが生じるということで、安定的な運営がされるということで

ございますが、すぐ統一的な税率だとか、そういうものを統一的にということは、

いま、これは全国的な問題で、市町村間の税率等が余りにもかけ離れていると。平

成３０年にすぐすぐ統一的な税率になるという方向ではなく、かなりの時間をかけ

て全道統一的な保険料という方向に向かっていくということでございます。

当面の間、今金町における医療費に準じた保険料率を道が示して、それに応分の

給付費分を負担金として道に納めるという形になりますので、いまの状況で、平成

３０年からいまの状況が、今金町の国保税の料率がすぐすぐ改善されるだとか、そ

ういう状況にはないということでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） いろいろとやっていくと、２億何がしかの金がどうしても税

で負担してもらわなきゃならないという状況にあるわけなんですけれども、やっぱ

りこれ、国保の事務をあずかる方にすれば、基金というのは大体１カ月の療養給付

費の分だけを持っていなかったら、心配な面もあると思うんですよね。いま大体聞

くと、月大体５，０００万円までは行かないまでも、ややそれに近い数字というも
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のが毎月出て行っているわけですから、そうしますと、やっぱりいざというときに

どうするかというときになると、やっぱり大変なので、これから税率は６月に決定

されるでしょうけれども、担税力を考えたときには、そんなにそんなに大幅に上げ

ていくわけにもいかない。

それでなくても、いわゆる限度額が多いんですから、所得があるから限度額もそ

れだけになるのでしょうけれども、非常にいま国保税、これは国保に入っている人

にとっては、酷税と言われている税金の一つでもあるわけなので、やっぱりいろい

ろと議論があって、それじゃ、基金に町が一般会計から繰り入れるかというと、や

っぱりほかの社保の人だとか、その人方の不公平もあるものですから、それもなか

なか一筋縄ではいかない。

しかし、基金はやっぱり充足しておかなきゃならない。その辺のジレンマがある

わけなんですけれども、どこかの段階で、やっぱり税を上げて基金を積むか、一般

会計から繰り入れて基金を積み増しするか、どちらかの方法よりないと思うんです

よ。当面３０年になって、介護保険料みたいに全道で一律の税率を組んだときにぐ

っと下がったときもありますから、ですから、今度事業主体が道と町村になった場

合には、この限度額が下がるのではないかという期待も一部の中にはあるんですよ。

だけれども、実態としては、なかなかそうはいかないだろうし、療養給付費が下が

ってこなければ、国保税も安くするわけにいかないわけですから、ですから、同僚

議員が言ったように、予防・健診というものをもっともっと力を入れて、それだけ

やっぱり町民の皆さん方の意識の高揚を諮っていかなきゃならないと思うんですよ

ね。

たまたま中学校でインフルエンザの感染予防対策をやった成果かどうか知りませ

んけれども、今年度これだけはやっていても、中学校では非常に患者が少ないと、

そういう結果も出ておりますので、ぜひこの予防、あるいは健診にもっともっと受

診していただくようなＰＲというものも力を入れていただきたいと思いますし、こ

の問題は避けては通れないわけですから、まずその基金の問題についてだけ、どう

いうお考えをお持ちなのかお答え願いたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） いま徳田議員からご指摘のとおり、基金に平成２７

年度に２，８００万円入れて、それは納税者の担税力を考慮して２，８００万円を

繰り入れたという経過でございます。

平成２７年度のいまの基金の繰り入れの金額が２，２００万円程度ということに

なっておりまして、冬場になりまして、やっぱり医療費というのはちょっと上がる

傾向がございまして、その医療費につきましても、平成２６年からちょっと下がり

気味になってきまして、２７年度につきましては２６年度と同程度の水準で進んで

いるということでございます。

基金、いま２，８００万円ということでございますが、これは今後の医療費動向

によりまして増減があろうかと思います。ただ、特別調整交付金の特別というのが
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交付予定でございまして、３００万円程度期待できるのかなと思っていますけれど

も、その状況によりましても基金の残高というのは影響が出てきます。

ただ、基金の投入額がゼロという状況になりますと、税率ですか、そっちの方の、

ちょっと私の方から余り詳しくというか、内容を踏み込んではあれなんですけれど

も、基金を投入している段階でのマイナスというのはまたどうかなと。ただ、２，

８００万円を投入したという経過を考えますと、それは担税力の問題ということに

なりますので、その辺はやはり国保運協、町理事者と十分協議しながら、税率の方

は６月に向かって提案させていただく事項になろうかと考えておりますので、その

辺でよろしくお願いいたします。

あと健診等の予防につきましては、十分力を尽くしていきたいと考えております

ので、その点でもよろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。

１０款繰越金の質疑を行います。２７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。

１１款諸収入の質疑を行います。２８ページから３０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

歳入全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第３、議案第３２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ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３２号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第４ 議案第３３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、議案第３３号を議題とします。

平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会計予算について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） 議案第３３号 平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会

計予算について、提案理由を申し上げます。

本会計につきましては、予算の総額は８，１４５万２，０００円であり、前年比

マイナス２．４％、２０３万２，０００円の減額となっております。

それでは、歳入より款ごとに説明をいたします。２ページです。

歳入。１款後期高齢者医療保険料においては４，７０６万４，０００円でありま

す。

２款繰入金において３，４３７万５，０００円は、一般会計繰入金であります。

３款繰越金においては１，０００円であります。

４款諸収入において１万２，０００円は、１項延滞金、加算金及び過料で１，０

００円、２項町預金利子で１，０００円、３項雑入で１万円であります。

次に、歳出は４ページであります。

１款総務費において１４５万２，０００円は、１項総務管理費で１１３万４，０

００円、２項徴収費で３１万８，０００円であります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金においては７，９９９万円であります。

３款諸支出金において１万円は、１項償還金及び還付加算金であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 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。

始めに、歳出全般について行います。１５ページから１８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑を終わります。

次に、歳入全般について質疑を行います。９ページから１４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、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、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第４、議案第３３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ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３３号は原案のとおり可決いたし

ました。
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◎日程第５ 議案第３４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、議案第３４号を議題とします。

平成２８年度今金町介護保険特別会計予算について、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３４号 平成２８年度今金町介護保険特別会計予算

について、提案理由を申し上げます。

本会計につきましては、保健事業勘定予算は６億９，４６０万６，０００円、サ

ービス事業勘定予算では１，３０７万６，０００円との積算をし、本会計予算の総

額が７億７６８万２，０００円と、前年対比では８６４万円、１．２％の増となっ

たところであります。

それでは、予算の概要について、保険事業勘定の歳入より款ごとに申し上げます。

２ページです。

１款保険料において１億４，６５９万１，０００円で、１項介護保険料でありま

す。

２款分担金及び負担金において５３６万円は、１項負担金であります。

３款使用料及び手数料において６，０００円は、１項手数料であります。

４款国庫支出金において１億４，９４０万６，０００円であり、１項国庫負担金

で１億３，６７４万８，０００円、２項国庫補助金で１，２６５万８，０００円で

あります。

５款支払基金交付金においては１億８，１１１万８，０００円であります。

６款道支出金において１億４５７万６，０００円は、１項道負担金で９，８１９

万円、２項道補助金で６３２万８，０００円、３項総務費委託金で５万８，０００

円であります。

７款財産収入において４万７，０００円は、１項財産運用収入であります。

８款繰入金において１億７４９万８，０００円は、１項一般会計繰入金で１億７

３９万８，０００円、２項基金繰入金で１０万円であります。

９款繰越金においては１，０００円であります。

１０款諸収入において３，０００円は、１項延滞金利子及び過料で１，０００円、

２項町預金利子で１，０００円、３項雑入で１，０００円であります。

次に、歳出は６ページです。

１款総務費において２，８１７万７，０００円は、１項総務管理費で１，１４３

万４，０００円、２項賦課徴収費で４６万１，０００円、３項介護認定審査会費で

１，６２８万２，０００円であります。

２款保険給付費において６億２，６５０万３，０００円は、１項介護サービス等

諸費で５億４，６９２万３，０００円、２項介護予防サービス等諸費で２，０４２

万６，０００円、３項その他諸費で２７万４，０００円、４項高額サービス費で１，

５９８万円、５項高額医療合算介護サービス等費１９０万円、６項特定入所者介護
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サービス費４，１００万円であります。

３款基金積立金においては４万８，０００円であります。

４款地域支援事業費において３，９７６万６，０００円は、１項介護予防・生活

支援サービス事業費で１，９２９万４，０００円、２項一般介護予防事業費で９５

万７，０００円、３項包括的支援事業・任意事業費で１，９４１万５，０００円、

４項その他諸費で１０万円であります。

５款公債費においては１万２，０００円であります。

６款諸支出金において１０万円は、１項償還金及び還付加算金であります。

次に、サービス事業勘定であります。１０ページをお願いします。

歳入。１款サービス収入において１８７万２，０００円であり、１項予防給付費

収入であります。

２款繰入金において１，１２０万１，０００円は、１項一般会計繰入金でありま

す。

３款繰越金においては１，０００円であります。

４款諸収入において２，０００円は、１項町預金利子で１，０００円、２項雑入

で１，０００円であります。

次に、歳出であります。１２ページです。

１款サービス事業費において１，３０７万６，０００円は、１項地域包括支援事

業費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、保険事業勘定の歳入・歳出全般について行います。

始めに、保険事業勘定の歳出より款ごとに行います。

１款総務費の質疑を行います。３３ページから３９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

２款保険給付費の質疑を行います。４０ページから４５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 保険給付費の質疑を終わります。

３款基金積立金の質疑を行います。４６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 基金積立金の質疑を終わります。

４款地域支援事業費の質疑を行います。４７ページから６０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地域支援事業費の質疑を終わります。

５款公債費の質疑を行います。６１ページです。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。

６款諸支出金の質疑を行います。６２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸支出金の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１款保険料の質疑を行います。１７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 保険料の質疑を終わります。

２款分担金及び負担金の質疑を行います。１８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

３款使用料及び手数料の質疑を行います。１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

４款国庫支出金の質疑を行います。２０ページから２１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国庫支出金の質疑を終わります。

５款支払基金交付金の質疑を行います。２２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 支払基金交付金の質疑を終わります。

６款道支出金の質疑を行います。２３ページから２５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 道支出金の質疑を終わります。

７款財産収入の質疑を行います。２６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。

８款繰入金の質疑を行います。２７ページから２８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。

９款繰越金の質疑を行います。２９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。

１０款諸収入の質疑を行います。３０ページから３２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。
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次に、サービス事業勘定の歳入・歳出全般について質疑を行います。

始めに、歳出全般について行います。７１ページから７２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

次に、歳入全般についての質疑を行います。６５ページから６９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

保険事業勘定・サービス事業勘定全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、保険事業勘定・サービス事業勘定全般についての質

疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第５、議案第３４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ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３４号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第６ 議案第３５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、議案第３５号を議題とします。

平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会計予算について、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３５号 平成２８年度今金町介護老人保健施設特別

会計予算について、提案理由を申し上げます。

本会計の予算編成に当たりましては、業務の予定量を入所者で１日平均を７４人、

年間延べ利用者数を、短期入所者も含み２万７，０１０人と見込んだところであり

ます。

通所利用者については、１日平均７．０人とし、年間延べ利用者数を１，７１５

人と見込んでおります。

以上を予定し編成を行ったところでありますが、予算額につきましては、収益的

収支の額を３億６，６９１万３，０００円とし、資本的支出の額を２，３６４万２，

０００円とし、その総額は３億９，０５５万５，０００円となり０．３％、１２５

万９，０００円の増額となって試算したところであります。

予算の概要については、収益的収支より申し上げます。

予算の第３条であります。
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収入。１款施設運営事業収益において３億６，６６４万円は、１項事業収益にお

いて２億９，０１２万７，０００円、２項の事業外収益において７，６５１万３，

０００円であります。

２款の訪問看護事業収益においては２７万３，０００円であり、事業外収益であ

ります。

次に、支出であります。

１款施設運営事業費用において３億６，６６４万円は、１項事業費用において３

億５，８４３万円、２項の事業外費用において８２１万円であります。

第２款訪問看護事業費用においては２７万３，０００円であり、１項事業費用で

１４万５，０００円、２項事業外費用で１２万８，０００円であります。

次に、資本的収入及び支出は第４条であります。

収入はございません。

支出。第１款資本的支出で２，３６４万２，０００円は、１項の企業債償還金を

を予定しているところであります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的支出全般について行います。７ページから１６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的支出全般についての質疑を終わります。

次に、収益的収入全般について質疑を行います。３ページから６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 収益的収入全般についての質疑を終わります。

次に、資本的支出全般について質疑を行います。１７ページから１８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、資本的支出全般についての質疑を終わります。

収益的収入及び支出、資本的支出全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的支出全般についての質

疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第６、議案第３５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ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３５号は原案のとおり可決いたし
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ます。

◎日程第７ 議案第３６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、議案第３６号を議題とします。

平成２８年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定予算について、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３６号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計

施設勘定予算について、提案理由を申し上げます。

本会計の予算編成に当たりましては、業務の予定量を、入院１日平均患者数を１

６人、年間患者数を５，８４０人を予定し、外来１日平均患者数については１０９

人、年間患者数を２万６，４８７人を予定して、予算の編成を行ったところであり

ます。

また、主要な建設改良事業につきましては、今金町国保病院厨房改修工事ほかで

１，６００万円、医療器械器具購入で１，６２１万６，０００円、リース資産購入

で８７５万２，０００円を予定しているものであります。

以上を予定し編成を行ったところでありますが、予算額につきましては、収益的

収支の額を７億５，５７２万５，０００円とし、資本的支出の額を５，５０３万６，

０００円とし、その総額は８億１，０７６万１，０００円となり、１．７％、１，

３４１万２，０００円の増額となったところであります。

予算の概要については、収益的収支より申し上げます。

収益的収入及び支出、第３条であります。

収入。第１款病院事業収益において７億５，５７２万５，０００円は、第１項医

業収益において３億６，４１２万８，０００円、第２項医業外収益で３億９，１５

９万７，０００円であります。

支出。第１款病院事業費用において７億５，５７２万５，０００円は、第１項の

医業費用で７億５，２６０万１，０００円、第２項の医業外費用で２８２万４，０

００円、第３項特別損失で３０万円であります。

次に、資本的収入及び支出、第４条であります。

収入。第１款資本的収入で２８８万円は、１項返還金であります。

支出。第１款資本的支出５，５０３万６，０００円は、第１項建設改良費におい

て４，０９６万８，０００円、第２項企業債償還金で１，２６２万８，０００円、

第３項奨学金貸付金で１４４万円であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的支出全般について行います。７ページから１８ページです。
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山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 経営改善計画の話ですけれども、国保運協のときにもお話

は若干あったようですけれども、これいつ出てくるのか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） お答えをいたします。

経営改善計画でありますけれども、新病院改革プランということであります。現

在、２７年度、２８年度かけて、支援業務によりましてコンサルに依頼をしている

ところでありまして、その結果を踏まえて、町村では２８年度までに改革プランを

作成しなさいということであります。

ただ、道の方でいま地域医療構想というものを作成しているわけでありますけれ

ども、この作成が８月ころに公表されるということであります。これを見て、これ

には病床数だとかいろんなものが出てきますので、その状況も見据えた中で、２８

年度中に改革プランを作成しようとしているところであります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 改革プランというのは、実際に出てみなければわからない

んですけれども、どういうものですか。例えば年次計画をもって、短期的、それか

ら中期、長期にわたって病院の経営改善をしていくということになろうかと思うん

ですけれども、どんなようなものが想定をされるか。

私たちもそれを見ながら、これからどう病院改革を進める上で応援できるかとい

うことを考えなければなりませんから。どういうものが出ますか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） いま業者の方で行っているものにつきましては、

今金町の経営状況、それと診療の状況等々を全部いま調べているところであります。

いま現在、一般病床で３３床と療養病床を持っておりますけれども、この部分に

ついても、当然改革のメスが入っていくものだというふうに考えております。

療養病床につきましては、廃止するということで、今後手続に入るわけですけれ

ども、今後病院がどのような病床数で行くのが適正なのか、そういうことも全部踏

まえながらのものになるということでありますが、まず、いまかけている、こちら

からも資料を提出しておりますので、その経営診断といいますか、結果を見て検討

しながら、今後国保病院の運営協議会もございますし、そういうところに諮りなが

ら、今後の病院のあり方というものを検討していくということになると思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 今金町の場合、２次医療圏だとか、それからドクターヘリ

等を使いながら、広域の中で対応しているというのがいまの現状の中、今金の国保

病院ですべてを診るというのは、これは多分無理なことだと思うんですよ。ここの

ところは、やっぱり専門性を持ちながら、じゃ、ドクター、それから看護師の確保

のままならない中で、どこまでもやれるかといったら、私はちょっと疑問に思うと

ころもある。
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ですから、何に特化をしてこの病院をやっていくのか、経営していくのか、そこ

のところを踏み込んだ考えを持っていかないと、これから経営は厳しいのかなとい

う気がするんです。ですから、改革プランをいち早く出していただきながら、それ

をどう進められるかということに期待したいと思うんですけれども、その特化した

何かをという考え方があるのか。それとも、いままでやってきたような、全般に医

師と看護師を何人も雇用しながらいままでどおりやっていくのか、その辺の基本的

な考え方というのはいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） お答えをいたします。

病院の基本的な考え方ということでありますが、基本的に高度急性期、急性期、

回復期、慢性期というくくりであります。当然今金町においては、急性期という病

院の位置づけにはなっていかないだろうというふうに考えております。

設備的にも、手術のできる場所もございません。いかに患者さんが来られたとき

に、早くその専門性の持っているところに搬送するか、送り込むかということが重

要視されると思います。

そういうことを考えますと、当然慢性期型という病院の位置づけになろうかと思

います。これは患者の命にかかわることでありまして、２７年度からドクターヘリ

を運航しておりますけれども、この中でも、いち早く第３次医療圏の方に送ること

をしております。そういう部分の中では、若干回復期もあろうかと思いますけれど

も、いま、紹介状を書きながら、その患者さんが帰ってきたとかという、そういう

ところを見計らっているんですが、専門病院に行った方については、自宅に帰られ

ているという方が大部分であります。また、療養病床のあるロイヤル病院に帰って

いるという部分がありますので、うちとすれば、いかに早く２次医療圏、３次医療

圏に引き渡しができるような体制を組めるか、こういうことがいまの病院に求めら

れていることだろうと思いますし、今後もそういう形にならざるを得ないだろうと

いうふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的支出全般についての質疑を終わります。

次に、収益的収入全般について質疑を行います。３ページから６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 収益的収入全般についての質疑を終わります。

次に、資本的収入及び支出全般について質疑を行います。１９ページから２２ペ

ージです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 資本的収入及び支出全般についての質疑を終わります。

収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について、質疑漏れございません

か。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般につ

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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第７、議案第３６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ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３６号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第８ 議案第３７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第３７号を議題とします。

平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計予算について、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３７号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計

予算について、提案理由を申し上げます。

本会計の予算につきましては、歳入歳出予算の総額を１億２，４１８万円として、

前年度対比では１６万１，０００円、０．１％の増として編成を行ったところであ

ります。

予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。２ページです。

歳入。１款使用料及び手数料において１億５３９万７，０００円は、１項使用料

で１億５３１万１，０００円、２項手数料で８万６，０００円であります。

２款財産収入において１１万２，０００円は、１項財産運用収入であります。

３款繰入金において１，７６５万３，０００円は、１項一般会計繰入金でありま

す。

４款繰越金においては１万円であります。

５款諸収入において１００万８，０００円は、１項町預金利子で６，０００円、

２項雑入で１００万２，０００円であります。

次に、歳出であります。４ページをごらんください。

１款総務費において４，２０５万１，０００円であり、１項総務管理費でありま

す。

２款維持費において４，８７３万円は、１項維持管理費であります。

３款公債費において３，３３９万９，０００円であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

１款総務費の質疑を行います。１７ページから１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

２款維持費の質疑を行います。２０ページから２１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 維持費の質疑を終わります。

３款公債費の質疑を行います。２２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

次に、歳入の質疑を行います。

１款使用料及び手数料の質疑を行います。９ページから１０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

２款財産収入の質疑を行います。１１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。

３款繰入金の質疑を行います。１２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。

４款繰越金の質疑を行います。１３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。

５款諸収入の質疑を行います。１４ページから１５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

歳出・歳入全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第８、議案第３７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ことにご異議ございませんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３７号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第９ 議案第３８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第３８号を議題といたします。

平成２８年度今金町公共下水道事業特別会計予算について、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３８号 平成２８年度今金町公共下水道事業特別会

計予算について、提案理由を申し上げます。

本会計の予算につきましては、歳入歳出予算の総額を２億２，３１４万５，００

０円とし、前年度対比では１，６１２万４，０００円、７．８％の増として編成を

行ったところであります。

予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。２ページです。

歳入。１款分担金及び負担金において１，１１０万円は負担金であります。

２款使用料及び手数料において４，２３７万４，０００円は、１項使用料におい

て４，２３３万７，０００円で、２項手数料で３万７，０００円であります。

３款国庫支出金において９００万円は、国庫補助金であります。

４款繰入金において１億６，０６５万８，０００円は、一般会計繰入金でありま

す。

５款繰越金においては１万円であります。

６款諸収入において３，０００円は、１項町預金利子２，０００円、２項雑入で

１，０００円であります。

次に、歳出をお願いいたします。４ページです。

歳出。１款総務費において２，２５４万３，０００円は、総務管理費であります。

２款維持費において６，３１０万８，０００円は、維持管理費であります。

３款建設費において１，５１３万９，０００円は、工事費であります。

４款公債費において１億２，２３５万５，０００円であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

１款総務費の質疑を行います。１７ページから１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

２款維持費の質疑を行います。２０ページから２１ページです。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 維持費の質疑を終わります。

３款建設費の質疑を行います。２２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 建設費の質疑を終わります。

４款公債費の質疑を行います。２３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１款分担金及び負担金の質疑を行います。９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

２款使用料及び手数料の質疑を行います。１０ページから１１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

３款国庫支出金の質疑を行います。１２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国庫支出金の質疑を終わります。

４款繰入金の質疑を行います。１３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。

５款繰越金の質疑を行います。１４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。

６款諸収入の質疑を行います。１５ページから１６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

以上で、歳入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）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第９、議案第３８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ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３８号は原案のとおり可決いたし

ます。

ただいま、今金町長職務代理者より、議案第３９号が提出されました。

この際、これを日程に追加し議題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 広君） 異議なしと認めます。

よって、本案を日程に追加し議題といたします。

暫時休憩いたします。

そのまま席でお待ちください。

休憩 午後 ４時０５分

開議 午後 ４時０７分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎追加日程第１ 議案第３９号

〇議長（村瀬 広君） 追加日程第１、議案第３９号を議題といたします。

平成２７年度今金町一般会計補正予算（第８号）について、理事者の説明を求め

ます。

今金町長職務代理者・副町長、中島君。

○今金町長職務代理者・副町長（中島光弘君） 議案第３９号 平成２７年度今金町

一般会計補正予算（第８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、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４，５７１万

２，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億８，５５７万６，０

００円にしようとするものであります。

補正の概要について、歳入より申し上げます。１ページをお願い申し上げます。

１３款国庫支出金において３，９７６万２，０００円の追加は、国庫補助金で地

方創生加速化交付金であります。

１４款道支出金において５９５万円の追加は、道補助金で地域づくり総合交付金

であります。

次に、歳出は２ページです。

２款総務費において４，５７１万２，０００円の追加は、総務管理費で地方創生

事業に係る補正であります。

次に、３ページをお願いします。

第２表繰越明許費補正について申し上げます。

追加で２款総務費１項総務管理費、事業名、地方創生加速化推進事業、金額４，

５７１万２，０００円。
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以上、平成２８年度に繰り越して事業を行うことで進めようとしているものであ

ります。

よろしくお願いいたします。

また、概要を申し上げました。補正の概要につきましては、まちづくり総合戦略

室長に説明いたさせますので、ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり総合戦略室長、山田君。

○まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） （議案第３９号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） （議案第３９号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） （議案第３９号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 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。４ページから７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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）

〇議長（村瀬 広君） 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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、追加日程第１、議案第３９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ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３９号は原案のとおり可決いたし

ます。

お諮りいたします。

本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしました。

したがいまして、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会といたしたい

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 広君） 異議なしと認めます。

よって、本定例会は、本日をもって閉会することに決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（村瀬 広君） 平成２８年第１回今金町議会定例会を閉会いたします。
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ご苦労さまでございました。

閉会 午後 ４時１０分
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成２８年３月１０日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


