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平成２８年第１回今金町議会定例会 第２号

平成２８年３月９日（水）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 行政執行方針

３ 一般質問

４ 議案第 １号 今金町行政手続条例制定について

５ 議案第 ２号 今金町法務嘱託職員の任用等に関する条例制定について

６ 議案第 ３号 今金町行政不服審査関係手数料条例制定について

７ 議案第 ４号 今金町情報公開条例及び今金町個人情報保護条例の一部を改

正する条例制定について

８ 議案第 ５号 今金町固定資産評価審査委員会条例及び今金町町税の滞納に

対する行政サービスの制限措置に関する条例の一部を改正す

る条例制定について

９ 議案第 ６号 今金町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

改正する条例制定について

１０ 議案第 ７号 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例制定について

１１ 議案第 ８号 今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正

する条例制定について

１２ 議案第１１号 今金町職員旅費支給条例等の一部を改正する条例制定につい

て

１３ 議案第１２号 過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する

条例の一部を改正する条例制定について

１４ 議案第１３号 今金町奨学資金貸付基金条例等の一部を改正する条例制定に

ついて

１５ 議案第１４号 今金町交流促進センターあったからんどの設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例制定について

１６ 議案第１５号 今金町立へき地保育所条例の一部を改正する条例制定につい

て

１７ 議案第１６号 今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について

１８ 議案第１７号 今金町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

て

１９ 議案第１８号 今金町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
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制定について

２０ 議案第１９号 檜山管内行政不服審査委員会の共同設置について

２１ 議案第２０号 檜山広域行政組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更

について

２２ 議案第２１号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の策定について

２３ 議案第３１号 平成２８年度今金町一般会計予算について

〇出席議員（１２名）

議長１２番 村 瀬 広 君 副議長１１番 上 村 義 雄 君

１番 岸 徹 也 君 ２番 小 川 ひとみ 君

３番 加 藤 三 明 君 ４番 向 井 孝 一 君

５番 芳 賀 芳 夫 君 ６番 徳 田 栄 邦 君

７番 日 置 紳 一 君 ８番 村 上 忠 弘 君

９番 川 上 絹 子 君 １０番 山 崎 仁 君

〇欠席議員（０名）

〇出席説明員

町 長 職 務 代 理 者
副 町 長

中 島 光 弘 君

総 務 財 政 課 長 森 朋 彦 君
兼 選 管 書 記 長

総務財政課長補佐 岸 貴 之 君

まちづくり推進課長 寺 崎 康 史 君

ま ち づ く り 推 進 山 田 哲 也 君
課 長 補 佐

ま ち づ く り
山 田 薫 君

総 合 戦 略 室 長

会 計 管 理 者 西 勝 明 君（兼任）

税 務 住 民 課 長 西 勝 明 君

税務住民課長補佐 中 里 英 明 君

保 健 福 祉 課 長 北 見 伸 夫 君

保健福祉課長補佐 諸 戸 康 浩 君

介護老人保健施設 太 田 越 宜 晴 君
事 務 長

国 保 病 院 事 務 長 柏 田 泰 明 君

国 保 病 院 次 長 立 島 剛 君
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産 業 振 興 課 長
川 平 秀 明 君

兼 結 婚 相 談 所 長

国 営 農 地 再 編 宮 本 彰 君
推 進 室 長

国 営 農 地 再 編
住 吉 淳 君

推 進 室 次 長

農業委員会事務局長 勝 山 英 敏 君

公 営 施 設 課 長 安 達 雄 一 君

公営施設課長補佐 小 西 康 友 君

教 育 長 田 中 俊 一 君

教育委員会事務局長
杉 山 輝 希 君

兼 総 合 体 育 館 長

給食センター所長 松 村 康 弘 君

教 育 委 員 会
伊 藤 靖 徳 君事 務 局 次 長

選 管 委 員 長 藤 原 弘 一 君

農 業 委 員 会 会 長 村 上 仁 司 君

代 表 監 査 委 員 天 井 幸 雄 君

〇出席事務局職員

議会事務局長 兼
成 田 光 康 君

監 査 委 員 書 記 長

議 会 事 務 局 係 長 中 川 真 希 君



- 4 -

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。

これより、本日の会議を開きます。

町長外崎君から、病気療養のため本会期中欠席する旨の届け出があります。

◎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は、徳田君、日置君を指名いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０１分

再開 午前１０時１５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

本会期中、今金町長職務代理者中島君の出席を求めております。

職務代理者中島君から、町長欠席についての報告の申し出がありますので許可し

ます。

町長職務代理者、中島君。

○町長職務代理者（中島光弘君） おはようございます。

町長につきましては、昨日３時から体調がすぐれないということで、早退をさせ

ていただきたいということでお家の方に帰られました。夕方、熱の方が上がってき

まして、３８度から３９度近くなったということで、風邪だろうということで、本

日９時に国保病院の方に行って診察を受けるということでございました。

診察の結果、Ａ型のインフルエンザに罹患をしているということが判明をいたし

ました。早朝から、議運の皆様はじめ議会の皆さんにはご理解をいただき、町長不

在の中で職務代理の指定を受けた中で議会の方を進めさせていただくというご配慮

をいただきました。

私も含めまして職員一同、対応につきまして誠心誠意努めたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いをいたします。

◎日程第２ 行政執行方針

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、行政執行方針を行います。

まず最初に、行政執行方針があります。

町長職務代理者、中島君。

○町長職務代理者（中島光弘君） （行政執行方針朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 次に、教育行政執行方針を行います。
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教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） （教育行政執行方針朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、行政執行方針を終わります。

ここで、１１時２０分まで暫時休憩といたします。

休憩 午前１１時１０分

再開 午前１１時２０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 一般質問

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、これより一般質問を行います。

村上君の発言を許します。

村上君。

○８番（村上忠弘君） おはようございます。

第７次今金町農業振興計画後期計画についてお伺いいたします。

国は、新たな食料・農業・農村基本法に基づき、平成２７年、食料・農業・農村

基本計画を策定し、食料自給率の向上と安定確保を目指しています。

また、ＴＰＰについて、平成２７年１０月の大筋合意から始まり、総合的なＴＰ

Ｐ関連対策大綱が平成２７年１１月２５日に決定されました。

このように、国の農業政策が大きく変わりつつある中で、本町の農業振興計画に

ついては、「希望の大地」として平成２６年度からスタートした第７次農業振興計

画があります。

内容については、今金型地域複合経営を推進することであり、土地利用型作物を

主体に経営規模を拡大していく規模拡大型と、施設野菜を主体とする集約型の二つ

のタイプが示されています。

二つのタイプについて、おのおのの事業が行われていますが、国が求める農業政

策について、担い手を中心とした地域の強みを生かした革新的な取り組みを求めて

おり、地域に即した営農戦略が必要と思われます。

本町では、平成２９年度から第７次農業振興計画の後期計画が始まり、平成２８

年度はその作成作業を行うことと思われます。

５年先、１０年先の将来に、農業者が希望を持てる地域に即した計画の策定と、

その実現をしてほしいと思いますが、町長の思いをお伺いします。

〇議長（村瀬 広君） 村上君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長職務代理者、中島君。

○町長職務代理者（中島光弘君） 村上議員の一般質問にお答えをいたします。

国は、食料・農業・農村基本計画の策定やＴＰＰ関連対策大綱、農地中間管理事

業、人・農地プラン等に見られるように、ここ数年で大きな変化を遂げています。
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新聞等で報道されているＴＰＰ関連対策事業においても、その主体となる産地パ

ワーアップ事業や畜産クラスター事業等は、地域の強みを生かした営農戦略を明確

にした計画を作成し、地域全体の所得向上が求められており、いままでのように単

純に事業参加ができない状況にあります。

ご質問の第７次今金町農業振興計画については、計画年次を平成２６年度から３

１年度とする６カ年の計画ですが、３カ年経過後に計画の修正作業を行い、後期計

画として作成しています。これは国の政策や農業情勢の変化、今金町農業協同組合

の中期経営計画と整合性を持たせるもので、後期計画は平成２９年度から３１年度

を計画年次としており、平成２８年度はその策定年度となります。

第７次今金町農業振興計画の趣旨は、効率的かつ安定的な農業経営の実現を目指

すため、本町の農業の現状と課題を踏まえ、将来農業のあるべき姿を樹立するもの

で、その中心となる方策は、経営規模拡大型と集約型の二つのタイプから選択する

今金型地域複合経営の推進であります。後期計画の策定に当たり、その方向性につ

いて変わりはないものと考えております。

平成２５年３月の定例会において、村上議員の一般質問でも答弁しておりますが、

主体である農業者自身が、経営規模拡大型または集約型の二つのタイプから選択し、

どういう農業を目指し、何を求めているのかがスタートとなります。そのことと並

行して、関係する機関・団体・町が情報を提供・共有しつつ、考えをまとめ調整を

図りながら計画に反映する仕組みを持たなければなりません。

また、ＴＰＰ関連対策事業にも見られるように、いままで以上に地域の強みを生

かした営農戦略が求められていることから、営農地区での話し合いによる地域全体

の合意形成が重要となってきます。

策定に当たっては、農林業振興プロジェクトにより、前期３カ年の検証を踏まえ、

協議・検討を行い、今金町農林業振興会議で策定することとなります。町としては、

今金町農林業振興会議の事務局であることから、調整という重要な役割も含めて計

画策定にかかわってまいります。

本町は、担い手が中心となり農業経営を営み、遊休農地も少なく、国営事業等に

より基盤は整備されるなど、他町に比較して恵まれた状況にあります。しかしなが

ら、農業情勢の変化により将来に不安があることも理解しておりますので、将来農

業に期待の持てるような農業振興計画策定に努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 村上君の再質問を許します。

村上君。

○８番（村上忠弘君） 私が今回、２５年と同じような内容で質問したかという部分

については、町長の答弁の中にもあるように、いま、国の補助に対する仕組みだと

か枠組みが変わってきたと。そういった部分で、町長もそういった部分で不安を感

じ取られているということはうかがえます。

そういったことで、農業情勢の変化だとか将来に向けて、ぜひとも町が、調整だ
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とかそういうことじゃなく、町がやっぱり主体となってやっていくという部分をお

願いして、これで終わりたいと思います。

町長、本日は体調不良ということで、今後町長として自己管理をしっかりして、

行政運営をお願いを申し上げて終わりといたします。

答弁はよろしいです。

〇議長（村瀬 広君） 以上で、一般質問を終わります。

◎日程第４ 議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、議案第１号を議題とします。

今金町行政手続条例制定について、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） 提案理由を申し上げます。

議案第１号 今金町行政手続条例制定について。

町民の権利、利益の保護の充実を図ることを目的とする同趣旨の規定は、今金町

行政手続規則により平成１０年から運用してきたところですが、改正行政不服審査

法が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、より一層の充実を図るため条

例規定によることが望ましいとの観点から、本条例を制定するものであります。

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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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１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１号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第５ 議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、議案第２号を議題とします。

今金町法務嘱託職員の任用等に関する条例制定について、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 今金町法務嘱託職員の任用等に関する条例制

定について、提案理由を申し上げます。
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改正行政不服審査法が、平成２８年４月１日から施行されることに伴い、行政不

服審査の事案を審理する事務手続に当たる専任の職員を任用することについて規定

をするため、本条例を制定するものであります。

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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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２号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第６ 議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、議案第３号を議題とします。

今金町行政不服審査関係手数料条例制定について、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３号 今金町行政不服審査関係手数料条例制定につ

いて、提案理由を申し上げます。

改正行政不服審査法が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、行政不服

審査に関し、徴収する手数料等に関して規定するため、本条例を制定するものであ

ります。

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。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 私もネット等でこの行政不服審査についていろいろと調べて

いるんですけれども、非常に難しくて、今後において行政組合の方で一括してそれ

ぞれあらゆるものを決められるのだと思うんですけれども、この手数料等について

も、行政組合の方で一本化してそれらの方に当たってくるのか。それとも、各町そ

れぞればらばらになるのか。

また、いまの法務職員の任用などについても、行政組合で一本化するのかどうな

のか、その辺のところをお答え願いたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。
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○総務財政課長（森 朋彦君） お答えをいたします。

まず、このたびの議案第３号 手数料にかかわってでありますが、これにつきま

しては、各市町村の裁量に任されておりまして、手数料を徴収することもしないこ

とも選べることになっております。

今金町の場合は、これに類似する事例としまして、例えば情報公開請求があった

場合、あるいは個人情報保護に関しての請求があった場合については、従前から手

数料を定めてきた経過がありますので、このたびの行政不服審査法の改正に伴って

も、改めて手数料を定めさせていただくことを選択したということであります。

それから、もう一点が法務嘱託職員、これにつきましてもそれぞれの市町村に設

置をするかしないかは任されている状況にあります。今金町が設置した理由としま

しては、基本的にはさまざまな許認可含めて、処分をする場合には、そのことに関

与しない、関与していない職員でなければ、審理員として審査請求に対しての事務

が行えないという今回の法律内容になっておりますので、今金町のような場合です

と、主に所管をするのは総務財政課の管理職ということになろうかと思いますが、

ほとんどの主だった事業に関しては、合議決裁ですとか、特に予算にかかわっては

そのあたりの手続を踏まえますので、合議決裁そのものが関与しているということ

にとられるということの判断の中から、事案によっては町の、いま現職でいる職員

が対応できないことも想定をされますので、その場合に、期限を定めて特別職の非

常勤ということで、外部にその人材を求めるということを想定して、今回の条例提

案になっているということでありますので、よろしくお願いをいたします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 第三者諮問機関として、行政組合の方で委員会等が設置され

るものだというふうに考えておりましたので、この法務職員等につきましても、当

該事案に関係ある人はなれないというふうになっているんですけれども、不服申立

があってからこの職員の任命等をするのか、それとも事前に法務職員というのは決

めておいて任命するのか。

あるいは、これらについて、行政組合で専任のそういう法務職員というものを決

めておいてできないものなのかどうなのか。それぞれ各町ばらばらでやると、何も

行政組合に諮問機関として委嘱する必要もないのではないかと思うので、その辺の

ところの整理をきちっとしていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

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） まず、このあと議案でも提案になりますが、広域行

政組合に共同設置される機関は、あくまでもこれは諮問機関でありまして、審理員

が審査請求に対して一定程度の判断をいたします。そのことが適正かどうかという

ことを諮問するのが、その第三者機関、不服審査委員会ということになります。

この審理員につきましては、管内で共同設置できないかということもあわせて検

討した経過があるんですが、これは法的にかなわないということの判断をいただき

ましたので、審理員を外部に求める場合は、今回提案したような条例提案を各町で
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行うということの流れになっておりました。

それで、審理員の候補者でありますが、来週、管内の担当課長会議があるんです

けれども、そこで、法務に詳しいということになりますと弁護士ですとか、そうい

う方たちを想定をするのでありますが、あらかじめ各町でも候補者的な方を選任を

するといいましょうか、ありまして、あらかじめお話をしておくことが望ましいだ

ろうということの判断がありますので、そのあたりは来週の担当課長会議の中で少

し詰めさせていただくということになります。

実際に任用をする時期ですが、審査請求が上がってきた段階で、その候補者の中

から選択をして任用するという流れになるかというふうに存じております。

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） 質疑を終わります。

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３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３号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第７ 議案第４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、議案第４号を議題とします。

今金町情報公開条例及び今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につ

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４号 今金町情報公開条例及び今金町個人情報保護

条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

改正行政不服審査法が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、用語整理

及び審査委員制度の適用除外の規定など関係条文の整理をするため、本条例の一部

を改正するものであります。

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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）
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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４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４号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第８ 議案第５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第５号を議題とします。

今金町固定資産評価審査委員会条例及び今金町町税の滞納に対する行政サービス

の制限措置に関する条例の一部を改正する条例制定について、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５号 今金町固定資産評価審査委員会条例及び今金

町町税の滞納に対する行政サービスの制限措置に関する条例の一部を改正する条例

制定について、提案理由を申し上げます。

改正行政不服審査法が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、同法を準

用する関連規定の整備及び引用する法令名を整理するため、本条例の一部を改正す

るものであります。

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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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５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５号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第９ 議案第６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第６号を議題とします。

今金町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例制定に

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６号 今金町人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成２６年５月１４日に公布された地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部

を改正する法律による人事評価制度の平成２８年４月１日施行に伴い、今金町人事

行政の運営等の状況の公表事項を追加するため、本条例の一部を改正するものであ

ります。

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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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６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６号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１０ 議案第７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、議案第７号を議題とします。

職員の分限に関する条例の一部を改正する条例制定について、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７号 職員の分限に関する条例の一部を改正する条

例制定について、提案理由を申し上げます。

平成２６年５月１４日に公布された、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一

部を改正する法律による人事評価制度の平成２８年４月１日施行に伴い、本条例に

降格の種類を規定し、降格の事由に人事評価結果等の事由を追加するため、本条例

の一部を改正するものであります。

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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） まず、人事評価なんですけれども、２８年４月、次年度か

ら取り組むようですけれども、いままで人事評価制度っていうのは採用していたの

かどうか、まちとして。いかがですか。



- 13 -

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） 実態といたしまして、人事評価制度というものを実

施をしてきた経過はありません。これは国の方からの示しもそうでしたけれども、

改めて法律でこの度規定をされて、この４月１日から行うということになりました

ので、そのための準備は進めてきておりますが、実際の運用はこの４月１日からと

いうことになります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） いままで人事評価をしていなかったということであります

けれども、人事評価というのは、これ客観的に見ながら、人事に大きくかかわるこ

ことにつながってくる、適性も含めて、非常に重要なことだと思うんですけれども、

４月１日からの人事評価の仕組み、考え方、取り組み方、すべてお知らせをいただ

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） 制度そのものにつきましては、基本的には業績評価

と能力評価というものの２区分の中で行われることになりますが、いずれのものも、

よく民間の企業などで言われる数値的な目標はなかなか立てづらいところもありま

すので、各所属の部署のそれぞれの所管事務に応じて、職員個々が目標を、半年あ

るいは１年間の目標を、期首に、その時期の始めに立てることになります。そのこ

との目標達成のために、どういうかかわり方をしたかというようなところを基本と

して評価をしていくことになります。

評価をする立場の者は、第１次評価者が課長職、第２次評価が副町長、最終の調

整者が町長ということの流れの中で行いますが、部署によっては、課長職でないと

ころもひょっとしては出てくるのかなというふうに思っておりますが、そのあたり

の細かい詰めをいましておりまして、この４月１日に運用していくということであ

ります。

ただし、４月１日に完全なものというのにはなかなかならないというふうに思い

ます。評価の仕方も、それから評価の基準、そういうものの平準化のことも含めま

してですけれども、４月１日から運用する中で、それぞれ改善をしながら制度の深

まりを求めていくということを、いま国の方から求められているという状況であり

ます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 人事評価というのは、ものすごく難しいと思うんですよ。

人が人を見るわけですから、いままでやってきていなかったということが、私はち

ょっと残念だなと。かなり以前には、人事評価をしているというのも聞いたことが

たしかあるんですけれども、このように法律で決まって人事評価をするということ

は、これから職員個々がそれぞれ大変な努力を、これ地方公務員としたら当然のこ

とかもしれませんけれども、職務を執行していくというのは当たり前と言えば当た

り前だし。この人事評価を受けるということを個々が考えながら、評価をするとい
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うこと、また上司が、これは役場という中でお互いにすることになると思うんです

よ。これ、第三者ということにはならないかもしれませんけれども、もう少し客観

的な判断が下されるような、そういうのも必要じゃないかなという気がするんです。

役場の中だけで評価をする、最終的に町長が評価をするとは言いながら。ですから、

その辺のところの考え方、取り組みがあるのかどうかと。

それから、これは４月１日からの施行でありますけれども、これまでの、いわゆ

る２７年度の末までの評価というんですか、評価はしていないから評価のしようは

ないかもわかりませんけれども、これまでの実績というのは評価に加わるのかどう

か、これもあわせてお願いします。

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） いまおっしゃられましたように、客観的にというこ

とが非常にやはり一番の難しいところになります。ですので、それがきっちりと平

準化した、人によって評価が変わらないですとか、それから、これは決して人物評

価ではありませんので、あくまでも仕事、業務に対してどういう臨み方をしたかと

いうところの評価になりますから、そこのところの評価基準もしっかりと客観的に

見れるような基準を定めて、個々に評価シートを、正式に言うと評価シートという

名称ではありませんが、評価をするための基準が書かれていて、それに対してどう

いう評価をしたというものがきちんと整理されるような様式といいましょうか、シ

ートがあるのですが、そういうものを用いながら整理をしていくということになり

ます。

残念ながら、今の制度の中では、外部にまでその評価を求めるというところの制

度内容にはなっておりませんので、あくまでも内部の評価ということになりますが、

それであっても、客観的な評価ができるように、職員の方にも評価する側、される

側双方でありますけれども、そういった研修の機会ですとか、これは継続して行っ

ていかなければいけませんので、ある時期に落ちつくということではありませんか

ら、継続してそういう体制も整えながら、あくまでも平準化した評価になるように

努力をしていきたいというふうに思っております。

それから、スタートは平成２８年の４月１日からということでありますので、２

７年度の段階については、２７年度以前のものについては、評価の対象にはならな

いということであります。２８年の４月に改めてその目標を設定して、その目標に

対してどういうかかわりを持ったかというところでの評価になりますので、あくま

でも２８年度からの評価対象ということになります。

〇議長（村瀬 広君） いまのと中身を変えるんですね。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） それというのは、人事評価というのは、公表されるものな

のか。いまのは内部でやっていくものですよ。それは公表されるものなのか。

それから、公表するとすればどの範囲なのか。

それから、公表をしないのであれば、理由は何なのか。
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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） お答えをいたします。

先ほどの議案第６号で人事行政の運営等の状況の公表に関してということで、１

項目つけ加えられました。これが職員の人事評価の状況という項目がつけ加えられ

ましたので、人事評価した結果の概要といいましょうか、そういうものは公表され

ることになります。

人事行政の運営の公表については、毎年６月ぐらいでしょうか、ホームページな

どでも公開されますので、その中に項目としては載っていくということであります。

具体的な公表の内容については、まだどういうものを公表しなさいということが、

まだ国の方から正式に示されておりませんので、そのことをもって公表の内容の方

はしていくということになるかと思います。

ただし、個々の個人のそういう評価結果のところまでの公表には至らないという

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） 個人の名前を知りたいとか、そういう問題じゃなくて、ど

ういう職員が評価をされているのかというのは、私たちも興味じゃなくて、これか

らの今金町役場の戦力ということを考えれば、当然議会も注目をしていかなければ

ならない。

個人名が必要とは言いませんが、しかし、評価というのは議会にもできれば報告

いただければありがたい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） 制度そのものについては、総務財政課長の方からるる説明

を申し上げました。私自身は、教育長時代に、先生方はもう始まっています。５年

くらい前から、管理職含めて一般職も全道的です。これは道職員がスタートをして

いるケースがあります。

それで町職員の方につきましては、当初この話があったときに、議員おっしゃっ

たとおり、その評価が結局職員のやる気をそいでしまったり、それから人が人を評

価するわけですから、好き嫌い的な要素が入ってしまうと全く評価になりません。

それで、いま担当課と詰めているのは、やっぱり自己の目標をきちっと立てよう

と。ということは、１年間どんなことを目指すかということが明確でないと、どこ

まで進んだのかとか、何を努力したのかという姿が見えませんので、そういうやり

とりをできるような、評価そのものの中身は各町村に任されていますから、ただ、

法律で縛られた分で、何を公表しなきゃならないとか、何をというのはあるんです

が、私は基本には、職員がやっぱりやる気が持てる、それから、ある意味自分たち

の足りないところを確認できる、そういう人事評価にしたいなというふうに思って

おりますので、いま議会にどういう形ということは、ちょっとお約束はできません

けれども、当然町民の皆さんは、職員の大半がどんな項目で努力をしようとしてい

るのか、それからどんな成果があったのか、それからどんなところが足りないと感
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じているのかというあたりは、やっぱり伝える義務があるだろうし、また、評価制

度そのものは、私は職員のやる気にきちっとつながっていくようなものにしたいと

いうことで取り組ませていただき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 広君） 他に質疑ありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） さっきの通した部分と、ここの今回の提案の部分とがリン

クしてくることになるでしょうし、当然この部分で評価しながらやらなきゃならな

いという部分が出てくると思うんです。

別な観点で申し上げますけれども、夕張が財政的に破綻した。これは国の管轄で

もって、再生を果たすという形になっている。ところが、読売新聞の１週間くらい

前になるのかな、何日か前に、財政破綻でなくて人材破綻になっているというのが

読売の新聞に出ていました。どういうことかというと、財政課長が今年退職になる

と。定年退職になると。ところが、そのあとを受ける財政を担当できる課長になり

手がいないと。要するに人材破綻になってしまっていると。

基本的には、要するに今金の場合は人事院勧告を提唱し、それを受けて全部やっ

ている。財政破綻したところは、財政破綻しているわけですから、人事院勧告どこ

ろじゃないわけですよね。その中で、有能な方は全部出ていってしまう。また、何

とかしたいと思って、夕張の中で若い人が有能な方も努力しているという人もいる

わけです。しかし、その中であっても、いまのこの評価制度と関連してきますが、

有能な方を理事者が、トップが、要するに町長、副町長、教育長という、その職員

を統括する人の、先ほど同僚議員が聞いた、好き嫌いでは評価しないんだというこ

とになっておりますけれども、しかし人間ですから、この部署、この部分では能力

を発揮できるけれども、要するに人材の平準化を図るために、全部各部署を知るた

めに移す、部署を変えると、そうしたときに、全く、例で例えますけれども、課長

職の人が、そこの課長では有能な力を発揮した人が、全然経験していない部署で課

長職に、結局課長職だから同じところに行くわけです。そういうときに、じゃ、能

力を発揮できるかといったら、今度は人的な、その人の内面的な部分にプレッシャ

ーが、ストレスが、そういうところにも及んでくると。この評価の部分では、本当

に難しいし、厳しい状況があるだろうなと。

マニュアルなり何なりという部分も、きちっとやらなきゃならないのでしょうけ

れども、そこらあたりの部分が、今後の部分で、やはり有能な人材を確保するため

に、能力を生かせれる部分と能力を生かせれない部分というものを把握しながら、

要するにそうなるためには、担当の係からいろんなところを勉強させて、そういう

こともあるでしょうし、この評価という部分と人事の動かすという部分との関連性

というか、それは非常にデリケートなものであり、また、その部分が重要になって

くる部分だというふうに思うんです。

この部分の評価の、いまのマニュアルとかそういう部分が、概略的な部分では公
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表することになるでしょうけれども、いまの身近なそういうところでの評価が、ど

こでどれだけの期間でそうやって進めるのかということをお聞きしたい。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の質問に対し、理事者の答弁を留保して、昼食のた１

３時ちょうどまで暫時休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３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。

休憩前、上村君の質問に対して答弁を留保しておりましたので、理事者の答弁を

求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 午前中の上村議員の総体的な最後の質問については、人事

評価が通常の例えば人事なんかにどう影響していくかとか、どう生かされるかとい

う大きなくくりだったと思うんですけれども、午前中にも申し上げましたけれども、

この人事評価制度は、基本的には職員を育てるということをベースにやりたいとい

うふうに思っています。技術的には、目標設定をするとき、それから評価をすると

きも、個別の面談をしようというふうに思っています。文書だとかでは、なかなか

その考え方だとか努力の跡だとかというのは見えませんので、そういうフォローも

きちっとやりたいというふうに思っております。

それから、お話の中に人事の適材適所というお話もありました。それから、いま

夕張なんかでも、優秀な人材が流出をしたりということもあるということでお聞き

をしましたけれども、適材適所というのは、言葉では非常に簡単なんですが、実際

には職員も個々には得意な分野もありますし、それから苦手な分野も当然あると思

います。それから、議員がおっしゃっていたように、たくさんのところを回るとい

うのも、職員が育つ意味では一つの要素でありますし、それから、もう一つ大切な

のは、小さいまちですから、スペシャリストといいますか、例えばこの部門につい

てはこの職員についてはきちっとした力を持っているという人も育てるというの

も、非常に大切だと思うんですね。

そういうことも加味しながら、人事評価制度というのを初めて今回導入されてい

くわけですから、当初申し上げたとおり、あくまでも職員にやる気を持たせて、そ

ういうものが人事を通じてきちっと発揮できるようにやっていきたいというふうに

は思っております。

ただ、人事そのものは、もう町長の専権事項でありますから、町長の考え方に基

づいて人事原案等の私たちも業務に携わっているわけですけれども、ただ、きょう

の話なんかでも出ておりました。例えばあったからんどの実証調査なんかも、通常

はやったことはいままでないですけれども、採用された１年から３年目の職員がチ

ームをつくって、やっぱり特徴的だったのは、出た成果をきちっと分析をして、そ
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のことを町長にきちっと伝えるという時間もつくりました。

ですから、いままで入って１年から３年目の職員が直接町長とやりとりするとい

うのは、なかなかありそうでないことですから、そういう意味では、そういう職員

についてはかなり力になっていくことですし、いずれはこの職員たちも役場を担っ

ていく職員でありますし、それから、育てるという観点で言いますと、いま補佐、

主幹クラスに３０分研修というのの企画をやってもらっています。というのは、役

場の職員でもいろんな出張に行ったり、研修に行くんですけれども、復命書だけで

すのでなかなか伝わらないと。やっぱり全体で共有することも必要なものですから、

勤務が終わってからの３０分間を活用して、その企画を補佐、主幹がやるというの

がまた意味があるんですよね。これ課長がやるというのは、通常当たり前の話です

けれども、やっぱり次に管理職の課長になる人材たちが、そういうものをきちっと

企画をしながらコーディネートをするなんていうことも非常に大切なことでありま

すので、冒頭申し上げたとおり、この人事評価も国の制度の導入ではありますけれ

ども、今金町での人材を育てるという観点をきちっと根本に置いて取り組んでいき

たいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） いま副町長から、あり方、こういうふうな進め方というこ

とを、人材育成のための、やる気を起こすためのということでお話を聞きました。

もっともだし、大切なことだというふうに感じております。

また、今金の場合はグループ制をつくって、そのグループ制の中でもってやって

いるというふうに思っているわけですけれども、そのグループ制の中で、要するに

人というのは人と人との関連性というか、人と人とのつながりによって仕事にして

も何にしてもできるようになると思うんですけれども、グループ制ということは、

非常にいいようだけれども、やる方にすれば、仕事が多岐にわたって、そして、そ

の努力した結果が見えるかといったら、なかなか目に見えない部分があるのかなと

いうふうに私は感じるんです。そういう部分で、グループ制の中でもっても、その

リーダーになる人がやっぱりグループをまとめる、そして、グループにいろんな仕

事を分担してあれするというようなことも、その中でそれこそ力を養っていけるリ

ーダーに、人材としての養っていける分野があるというふうにも感じますので。

要するに、私もしゃべる方は苦手な方で、へたな長談義になるわけですけれども、

しかし、話す、しゃべるのはへただけれども、こつこつまじめに仕事をこなしてい

る、まちには実直なそういうふうにあれしているということの部分なんかも、これ

は当然その評価の中のあれに入ってくるでしょうけれども、そういう人材を生かす、

人材を活用する、そして人を生かす。殺すんじゃなくて生かすという方向性で、と

もに今金の将来を担っていける人を人材確保の部分で、この中でも大事なことだし、

それを連携をとっていくことが大事だなというふうに思ったでの、町長のそういう

考え方で進めているというのは、非常に今後の部分でこれが生かされる状況になっ

ていければなというふうに感じます。
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〇議長（村瀬 広君） 答弁は要らないですか。

○１１番（上村義雄君） 答弁されているので、そのことでもう達成されていますけ

れども。ただ、そういうグループ制とかの部分があるから、それらも生かしてほし

いということです。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） この人事評価については、非常に難しい部分があるのかなと

いうふうには感じています。実は、私もこういったことに取り組んだこともござい

まして、なかなか思ったとおりに進まないというのが現実でありました。

まず組織というのは、スタートは機構から始まるわけですよね。機構が決まれば、

それに対して職員、職務、権限、予算というものを与えて、どうそれを円滑にする

かというのが各課連携だというふうに思っています。

今回、総合計画においても、行政改革の中にはいろんな言葉が出てきています。

だらりの法則の排除であるとか、あるいは３ム主義の排除であるとか、そういった

ことが、やはり先に手がけて、なおかつそれがかなわないというときには次の手法

を考えればいいことであって、実際、その適材適所の話もございましたが、言葉は

非常に幅が広くて狭い話であります。

例えば、人事をしたときに、我々も手がけたことがありますけれども、行政は違

うかと思いますよ。なかなかいい人は放したくない。そうでない人は、できるだけ

幅広く行政を知ってほしいと。しかし、個々を見たときに、やはり育った環境、あ

るいは学歴と、そういった差がやはりあるんです、年齢的な差とか。そういう部分

について、もう一度見直す、それからスタートしてもいいのかなという感じは持っ

ています。

これは仏の部分だと思っていますけれども、以前からこれは規定化されている部

分だというふうに思っていますけれども、やはりそういう職員が萎縮するような方

法というのは絶対避けなければならない、そのように思っています。

そこで、この取り組みに当たっては、行政も組合ございますよね。そことの合意

はどのようになっているのか。

さらには、その評価のあとについて、職能給の導入ということもあり得るのか。

その辺について、ちょっとお伺いしたいと思います。

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） 機構のお話から、るるございましたけれども、まず

１点目、組合との関係性でありますが、今回の制度導入に当たりましては、今金町

としてどういう制度にしていったらいいかという基本姿勢は、先ほど副町長が言っ

たとおりであります。今回、条例では降級とか降格というようなことの位置づけで

すけれども、これはあくまでも国から示されているものでありまして、今金町の制

度自体は、先ほど言いました人材育成ですとか、それから職員のやる気を引き出す
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だとかというところに主眼を置いていきたいということの方針の中で進んできてお

ります。

具体の制度中身の検討については、町内でプロジェクトの委員会をつくって検討

してまいりました。その中には、職員組合からも当然代表として入っていただきま

して、同じスタート台から協議を始めたという経過でありますので、そこでの情報

は、逐次組合の方にも下りていっているというふうに考えておりますし、逆に組合

の立場から、そのプロジェクトの中でもまれる、検討課題として上がってきている

ものもあって、一緒のステージで検討してきているという経過がありますので、そ

ういう意味では、合意をいただきながら進めているというふうに思っております。

昇級、昇格のことでありますが、根本の制度はそういうところにも反映させなさ

いということが原則論としてありますが、先ほども申し上げました、この４月１日

からのスタートでありまして、評価の平準化ですとかいろんな課題がまだ残ってお

りますので、そういったことが改善をされながら、徐々にそういうところに及んで

いくというふうな考え方でいた方がいいのではないかなというふうに考えておりま

して、そのあたりも組合の方とは今後協議をしながら進めてまいりたいというふう

に思っております。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） 中身については承知しました。

ただ、お互いに人というのは感情であります。ちょっとしたささいなことが、大

きな摩擦になる場合もありますので、十分その辺は公平な目をもって対処していた

だければなというふうには思います。

それと、もう一つ課題といいますか、やはり採用に当たっては、入り口の段階、

それと中間でのいろんな成果といいますか、そういったものが見え隠れしてくるわ

けですけれども、いまの行政の正職員あるいは臨時職員、パート、いろんな職種が

入りまじっていますので、なかなかそういう方々が、本来であれば同じ職員として

進むべきなんですが、どうしてもそういういいアイディアがあっても取り入れられ

ないとか、そういったことは各課で十分吸収しながら、調整を図りながらやってい

ただきたいなというふうに思っています。

実は、余分な話になるかと思いますが、私は前に金融関係で講習を受けました。

当時、バブル崩壊後で、円高が進んで、日本の奥座敷と言えば熱海、北海道であれ

ば定山渓と、こういう話もあった中で、その超一流ホテルが倒産に引っかかったと。

そのときに、当時ダイエーホークスの高塚猛さんという方、もう亡くなっているか

どうかわかりませんが、その方が指導に入ったと。そのときに、前日に入って、だ

れも知らないわけですから。そのときに、そのホテルの経営は非常に大変だという

ことで、職員は切り、全部フロントはパートの茶髪のお姉ちゃんと。仲居さんはそ

のままですが、管理職の方々は口を出すと首にされると、イエスマンでずっとやっ

てきたと。４年、５年続いたわけですけれども、そのときに、その全体会議、ホテ

ルですから１１時ころが一番全員が余裕あるということで、約３０分の会議だった
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のですが、その場で会議を開いて、その高塚さんも立ち会って、いまのホテルの概

要を説明しました。だれ一人発言はなかったと。そのときに話したのが、仲居さん。

年老いた、もう定年、やめてもいいと、そういう覚悟をもって話したと。その中身

でありますけれども、資金が、業績が上がらないということで、料理のグレードを

下げたり、あるいはパート比率を上げたと。そして、自分は先代に大変お世話にな

ったと。そういうことで、何とか再起をしてほしいと。そういう願いをもって、や

める覚悟で発言をしたわけです。上司に対してですよ。

いろいろ話をしても、なまいきな、仲居の分際でと、そんなことできるわけない

とか、そういうののしられたことをずっと根に持って、その場で一応上司には話し

たと。そのときに、若い社長だったんですが、そういったことは何も知らないと。

自分はホテルの経営というノウハウは一つも持っていなかったんですよね。権限だ

けでやっていたと。そのときの、涙を流しながら訴えた一言で再建を果たしたとい

う実例の話がありました。当時、料理長から仲居さん、あるいは総務部長も首にし

た方をもう一度戻すと。７割くらいしか戻らなかったわけですけれども、それで再

建を果たしたという実例の話がございました。

非常に私も印象に残って、いまだかつて忘れることのできないできごとであった

わけですけれども。やはり仕事は、人の下の仕事をしっかり日常の中で検証しなが

ら、本当に公平な立場で、そういう成果の上がるものに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） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 制度の中においては、先ほどもありましたが、期首、

時期の始まりと、それから、評価の段階では個人面談の形をとらせていただきます。

これは１次評価者である課長職、一般的には課長職と、それから職員ということで

面談させていただきますので、その中でのやりとりでもコミュニケーションの一つ

になれるかなというふうに思っておりますし、また、日常的にも、いまおっしゃっ

たように、職責は違いますけれども、同じ課、グループの中で、同じ目標、目的に

向かって仕事をしているわけで、残念ながら職員の数が充足されているかというと、

定員適正化の計画上から言っても少し下回っている状況にあって、それぞれの持ち

分が大きくなっているという現実は実際的にはありますが、そういった状況の中で

は、例えば臨時職員であっても嘱託職員であっても、それ相応の職責を担っていた

だいているというのがいまの現状かなというふうに思いますので、そういったとこ

ろの声というのは、ぜひそれぞれの職場の管理職においても、十分コミュニケーシ

ョンをとりながら、状況を把握していただけるようなことをこれからも働きかけを

していきたいと思っておりますし。

それから、臨時職員に関して言いますと、今年は実際に副町長の方が面談をして、

どういうような意気込みを持ちながら仕事にかかわっていただいているかというよ

うなことも、実際面談として直接やりとりさせていただいた経過もありますから、

そういったことも職場の方にフィードバックをさせていただいて、よりよい環境を
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持ち続けように努力していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（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） 質疑を終わります。

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１０、議案第７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７号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１１ 議案第８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、議案第８号を議題とします。

今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

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８号 今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条

例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

学校教育法等の一部を改正する法律により、新たに養育の対象となる学齢児童を

規定するため、本条例の一部を改正するものであります

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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） この条例制定の中身は、理解は、改正の理解はするんです

けれども、例えばこれ早出・遅出勤務っていうのは、始業及び終業うんぬん、第３

項に同じ、これはこの中身というのはどういうことを意味しているんですか。

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） 例えば子どもの看護の関係ですとか、それから、家

族の中に介護が必要な方が居る場合に、例えばその時間を確保するために、勤務時

間を、いまでありますと８時半から５時１５分という勤務時間でありますが、これ

を繰り上げたり繰り下げたりして、必要な勤務時間は確保するんですけれども、始

業と終業の時間を調整をできるというような制度になっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） それは週３８時間４５分という勤務時間は変わらず、早出
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をした分早く帰る、遅出をした分遅く帰るという、そういう考え方でいいんですか。

それで、いま言うグループ制ってさっきから話にも出ていますけれども、こうい

う中では、それはセクションの中で考えればいいことかもしれませんけれども、影

響はないんですか。なかったんですか。

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） １日の中で１日の勤務時間を確保するということに

加えて、例えば週４８時間とかという時間があります。それがそのあと２週間以内

に調整ができるとかという制度がありますので、必ずしも４８時間とか縛り、その

週の中でということでもないんですけれども、いま現実、職務上影響がないかとい

うことの質問ですが、私の記憶の中では、この制度を使った方がまだいないという

ふうに認識をしているんですね。この制度自体ができ上がったのが、たしか平成２

０年前後だったというふうに思っておりますので、それ以降に制度を使ったという

記憶がないので、実際のところ現場の方でどういう状況に陥ったかというところま

での把握は、いまできていないということであります。

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） 質疑を終わります。

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１１、議案第８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８号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１２ 議案第１１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１２、議案第１１号を議題とします。

今金町職員旅費支給条例等の一部を改正する条例制定について、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１１号 今金町職員旅費支給条例等の一部を改正す

る条例定について、提案理由を申し上げます。

平成１７年の見直し以来運用してきました旅費規程について、国内宿泊需要の急

増など公務旅行の環境変化や、平成２６年度決算審査報告を踏まえ、全般的な見直

しを行うため、関係条例の一部を改正しようとするものであります。

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。
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これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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１２、議案第１１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１１号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１３ 議案第１２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１３、議案第１２号を議題とします。

過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正す

る条例制定について、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１２号 過疎地域自立促進のための固定資産税の課

税の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げま

す。

過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い、本条例において平成２８年３月

３１日までとなっていた有効期限を５年間延長するため、本条例の一部を改正しよ

うとするものであります。

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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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１３、議案第１２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１２号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１４ 議案第１３号
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〇議長（村瀬 広君） 日程第１４、議案第１３号を議題とします。

今金町奨学資金貸付基金条例等の一部を改正する条例制定について、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１３号 今金町奨学資金貸付基金条例等の一部を改

正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

町議会議員の審議会等委員への就任について、町議会議長より提言を受け、その

提言にこたえるため、関係条例の一部を改正しようとするものであります。

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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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１４、議案第１３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１３号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１５ 議案第１４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１５、議案第１４号を議題とします。

今金町交流促進センターあったからんどの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について、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１４号 今金町交流促進センターあったからんどの

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上

げます。

あったからんど利用時間延長の要望を受け、利用者等のニーズ調査及び実証調査

を行い、その結果、利用時間延長より休館日廃止の希望が多かったことを踏まえ、

本条例の一部を改正しようとするものであります。

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。

上村君。

○１１番（上村義雄君） あったからんどの運営が、実質休みなく営業するという、
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プロジェクトの中での結果がそういう形になったということでは、人の交流、流れ、

そういう部分での有効に使わせるという部分では、いいのかなというふうに思うわ

けでありますけれども。

このあったからんどの温泉の部分ですね、非常にいま井戸のくみ上げている深さ

というんですか、そういう部分が、だんだん温泉の性質上鉄管が腐食して、それを

井戸のポンプを上げながらくみ上げているというふうな状況に聞いているわけです

けれども、これは今後の部分にも関連してくるでしょうが、その営業日数、そして

交流センター的な利用度を高めていくということになっていけば、その井戸の掘り

直しを図るとかなんとかという計画がされているのかどうかという部分。

それと、当然休みなく営業をするということになっていくと、管理の部分におい

てもそれだけかかるわけですけれども、いままでは指定管理でもってやっているわ

けですけれども、この管理を指定管理から入札方式にするなり、何らかのそういう

今後の部分で変えていく必要があるのかなというふうなこともあるわけですけれど

も、そういったところを、お考えがあれば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。

前半のご質問につきましては、前にも芳賀議員の方から、施設関係の今後のあり

方について検討を加えているのかという質問がありまして、外崎町長の方から、今

回いろんな利便上の改革をいま進めるわけですけれども、あわせてその辺について

も検討をしたいということを表明しておりますので、そのことについては、今後検

討をさせていただきたいというふうに思っております。

それから、管理上、いま管理委託しているわけですけれども、そのことについて

も一部話も出ておりましたので、その可能性についても、あったからんどに交流的

なもののメニューを増やすものと同時に、今後の管理のあり方についても検討を加

えていきたいというふうに、町長からも指示がありましたので、年度内に一定の考

え方というものを一回出して、議会の方にも相談をしたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いをいたします。

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） 質疑を終わります。

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１５、議案第１４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１４号は原案のとおり可決いたし

ます。
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◎日程第１６ 議案第１５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１６、議案第１５号を議題とします。

今金町立へき地保育所条例の一部を改正する条例制定について、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１５号 今金町立へき地保育所条例の一部を改正す

る条例制定について、提案理由を申し上げます。

本町における待機児童解消対策のため、今金町立へき地保育所の開所期間を１年

間とするため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

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。

日置君。

○７番（日置紳一君） 一般会計の方で質問しようと思っていたんですけれども、こ

こで出てきましたので。

今回保育所の申し込みが多いということで、あの地域の保育所の通年開所という

ことで踏み切って、待機児童が出ないように早期に手を打っていただいたわけです

けれども、そこは大変うれしく思っていますけれども、今金町は今回の総合戦略と

いいますか何かの中で、出生率を国が１．８のところ２．１にして人口を減らすの

を抑えるということで掲げていますよね。そんな中で、もし２．１人で推移をして

いった場合、この認定こども園のいまの定員というのは、いまのままで、もしです

よ、今金町が努力してその分の子どもを産んでもらったというときに、その定員が

間に合うのかどうか。その辺を把握していれば。

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） 私の方からまずお答えをしたいと思います。

いま現在、就学前の児童の数がおおむね２２０人前後でここ数年推移しておりま

す。国の方の保育に関する制度、ある意味短時間のパートの方でも、いままで保育

園利用ができなかった方でも利用しやすいような制度拡充等もありながら、今年度、

いま４月１日では大体５０％ちょっと超えるお子さんが、保育あるいは教育という

形で利用されるというような予定になってございます。

ですので、いまのこども園自体の全体のキャパが１２５人というのを一つの定員

にしておりますので、２２０人前後、利用率がいまと同じく５０％程度で推移すれ

ばということでありますけれども、就学前のお子さんの数が２２０～２３０人前後

で推移をしていけば、いまの規模で何とかお受けすることはできるのだろうとは思

っていますけれども、ただ、単純に就学前のお子さんの数が変わらないからといっ

ても、保護者たる方の生活の実態、実情によっては、保育利用を希望される方が多

かったりしますので、何とも難しいところはあるんですけれども、一つの目安とし
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て２２０～２３０人というのが、今後とも、いまの施設規模でお受けできていく一

つの目安かなというふうには思っております。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） それでも、一人でも多く産んでいただきたいということで、

ああいう数値を上げたわけですから、そういうのが間に合わないこともあるんだと

思いますけれども、そうしたら、その何年かに１回になるのかもわかりませんけれ

ども、またこういうふうに希望者が多かった場合は、こういう形でいくということ

でとりあえずいま判断していいんですか。

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） 今後のお子さんの数を見通すというのは、本

当に非常に難しいところがあるわけでありますけれども、先般２月に開かれました

子ども・子育て会議の中でも、保護者を代表される方等々から同様の意見をいただ

きました。

こういった形で引き続き多くのお子さんがこの町内でお生まれになる、育ってい

くという状況が継続的になるということであれば、いまのへき地の通年開所という

のは、あくまでも臨時的なものでありますので、やはりもう少し議論を深めて、も

っと大きな形でお子さんをお受けできるような体制がとれないのかという協議をし

なければならないと思っております。

ただ、この１年あるいは２年という短期的な状況で解決、解消できるのであれば、

へき地保育所については、その状況に合わせて通常どおりの夏場の開所のみにして

いきたいとは思っておりますけれども、また予想を超えたような不測の事態が起き

たときには、臨機応変な対応は当然とっていきたいと考えております。

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） 質疑を終わります。

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１６、議案第１５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１５号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１７ 議案第１６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１７、議案第１６号を議題とします。

今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて、理事者の説明を求めます。
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副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１６号 今金総合福祉施設の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

介護老人保健施設における短期入所者の平均入所者数が２名程度で推移してお

り、今後も大幅な短期入所者の増が見込めないことから、条例で定めている短期入

所定員６名を見直すため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

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。

加藤君。

○３番（加藤三明君） この条例の改正の意図はどういうことかというのが、ちょっ

とわからないんですけれども、６人の枠があるにもかかわらず、平均が２名だとい

うことなんですけれども、改正したからといって、別に枠が別なあれで増えるとい

うようなことはな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） 介護老人保健施設事務長、太田越君。

○介護老人保健施設事務長（太田越宜晴君） この度の改正におきましては、短期入

所者数が６名という一つの縛りがあるんです、ここの時点で。事実上、この条例の

提案で申しているとおり、２名程度短期入所者はいます。ただ、６名という定員が

あるために、入所定員８０人のうち７４対６という数字になってしまうものですか

ら、２人しか短期入所者がいなくても、７４人しか入所定員を増やすことができな

いという格好になっております。それで、今回の定員の短期入所の分の６名という

数字を削除させていただきたいということで、流動性をもたせて、待機者の解消に

努力するという格好でこのような条例の提案をさせていただきましたので、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） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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１７、議案第１６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１６号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１８ 議案第１７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１８、議案第１７号を議題とします。
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今金町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定について、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１７号 今金町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、

提案理由を申し上げます。

介護保険法の改正及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令の公布により、平成２８年４月１日から小規模な通所

介護の地域密着型サービスへの移行が施行されることから、本条例の一部を改正し

ようとするものであります。

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。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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１８、議案第１７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１７号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１９ 議案第１８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１９、議案第１８号を議題とします。

今金町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、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１８号 今金町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定

について、提案理由を申し上げます。

介護保険法の改正により、引用条項が変更となるため、本条例の一部を改正しよ

うとするものであります。

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。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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１９、議案第１８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１８号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２０ 議案第１９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２０、議案第１９号を議題とします。

檜山管内行政不服審査委員会の共同設置について、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１９号 檜山管内行政不服審査委員会の共同設置に

ついて、提案理由を申し上げます。

改正行政不服審査法が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、設置が必

要となる第三者諮問機関について、檜山広域行政組合へ共同設置することで協議が

調ったことから、地方自治法の規定に基づき議会の議決を得ようとするものであり

ます。

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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これは定数はどのようになっているのか。まずお願いしま

す。

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） これは檜山広域行政組合に設置をされるものであり

まして、委員数については、管内の公平委員会も共同設置しておりますが、そちら

の委員と兼ねることを想定をし、人数としては３人、任期は４年ということで考え

られております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） じゃ、公平委員と兼ねるということで、そのままというこ

とですね。じゃ、８条にある、あらかじめ関係町と協議というのは、これはもう済

んでいるんですか。

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） これは構成町議会の議決がすべて済みますと、行政

組合の方で改めてこの規約が成立することになります。
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そのあとに、ここにあるような、例えば委員報酬ですとか費用弁償とか旅費の額

等については、協議されるということでありますが、先ほど申し上げましたように、

公平委員会を兼ねるということでありますので、そこのところを準用する形になる

のではないかというふうに思われます。

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） 質疑を終わります。

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２０、議案第１９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１９号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２１ 議案第２０号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２１、議案第２０号を議題とします。

檜山広域行政組合の共同処理する事務の変更及び規約の変更について、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２０号 檜山広域行政組合の共同処理する事務の変

更及び規約の変更について、提案理由を申し上げます。

檜山広域行政組合が共同処理している事務から、檜山地域医療連携に関する事務

を除き、地方創生等広域連携事業に関する事務を加えるため、地方自治法の規定に

基づき、当組合規約の変更について議会の議決を求めるものであります。

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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） まず、削られた檜山地域医療連携が削除された理由は何か

と。

それから、いまの地方創生等広域連携事業というのは、具体的に何を指している

のか。

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） お答えをいたします。

まず、医療連携に関する事務を削るという内容でございますが、これは平成２２

年度から南檜山地域における圏域の中心となる道立江差病院と南地域における医療
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機関との情報共有をするための連携システムを整備するための事務を広域行政組合

で担うということがありました。それが２６年度で完了いたしましたので、今回事

務をこの広域行政組合の事務から削るということで、削らせていただくという協議

でございます。

また、改めて始めた地方創生等広域連携事業に関する事務ということは、いま実

施中であります檜山管内７町と東京都特別区の連携事業をこちらの広域行政組合の

事務として担っていただくということで、今回提案をしているところでございます

ので、よろしくお願いします。

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） 質疑を終わります。

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２１、議案第２０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２０号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２２ 議案第２１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２２、議案第２１号を議題とします。

今金町過疎地域自立促進市町村計画の策定について、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２１号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の策定

について、提案理由を申し上げます。

過疎地域自立促進特別措置法の一部改正により、同法の期限が平成３３年３月３

１日まで再延長されたことから、引き続き平成２８年度から３２年度を計画期間と

する同計画の策定について、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定によ

り議会の議決を求めようとするものであります。

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。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） この中身の問題なんですけれども、道路の国道のところで、

国道２３０号線、渡島半島横断道路の整備というものをある程度あきらめて、現道

の危険箇所の解消ということで、昨年小学校前を改修したわけですけれども、この

渡島半島横断道路っていうのは、依然として国の計画路線には載っておりますよね。
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それで、地元の函館開建あたりの考え方というのはどうなっているのか。

それから、この渡島半島横断道路促進期成会があったと思うんですけれども、現

在どういうふうになっているのか。その点、お答え願いたいと思います。

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） お答えをいたします。

１７ページのことだと思いますけれども、道路で国道の部分で渡島半島横断道路

の関係で、上から４行目に記載をしております。これは従前から期成会を結成いた

しまして、国にも要望している案件でございます。ただ、いま議員がおっしゃられ

たとおり、いまなかなか新しい道路を新設というものが、なかなか期間もございま

すし、予算の確保も難しい状況であるということから、期成会が改めて新道の新設

よりは、いまは、現在は現道の拡幅工事だったり線形改良だったり、重点的に要望

していきましょうということで、いま話を進めているところでございまして、現在

もそれに関して要請中でございます。

ただ、いま新設も決してあきらめているわけではございませんので、都度、町長

等が上京する際は、開発建設部なり関係機関に要望や要請をしているところでござ

います。

期成会自体も、いま存続しておりまして、いまは負担金は徴収しておりませんが、

都度、その線形改良の部分があった場合に期成会を開催して確認行為をするという

ことで、いまは進んでいるところでございますのでよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） いま室長が答弁したように、実態としては総会等も図上決裁

だけで、開いてもいないような状況なわけですけれども、昨日、おとついの新聞で

すか、北海道新聞に、岸邦宏さんという北大の准教授、この方というのは、北海道

の交通、いわゆるデマンドバスとか地域交通の非常に研究をしている方でございま

して、この方の北海道新幹線ができてからの道南の交通体系の整備についてという

シンポジウムが函館でございまして、それに私は行ってきたんですけれども、新幹

線で新函館北斗、あるいは木古内でおりた観光客、あるいはリピーター等をどうや

ってニセコあるいは洞爺湖方面へこの半島を通って連れていくかという、その一番

のネックになっているのが道路網の整備なわけでありますよ。

それで、平成１２年に花石道路が着工したときに、当時のＢ／Ｃの数字が１．２

くらいであって、非常にあの当時３以下については凍結するということから、非常

に町長を先頭に動いた経緯があるわけでして、それで花石道路５．１キロ、それか

ら国縫道路１９．９キロですか、これについては２２年に供用開始されて、この瀬

棚線でとれる農産物あるいは水産物をこの道央自動車道に直結して輸送のスピード

を早め、そして効果を上げるという、そういうような使命があるからこの道路は整

備しなければならないということから、整備されたきらいがあるわけなんですけれ

ども、その後、情勢の変化等によって、国縫道路が終わった段階でこの整備路線か

ら外れてしまって、いま計画路線になっているわけなんです。
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ですけれども、いま北海道新幹線が来て、これからこの道南の交通体系をどうし

ていくかというときに、やっぱり道路網の整備というのは一番重要ですから、何と

かこの渡島半島横断道路、これを地元としてももっともっと声を上げていくべきだ

と思うんですけれども、そういうときに、形としてどこにも出てこないんですよね。

もう檜山の期成会あたりにも乗っかっていないような状況ですし、いまこそやっぱ

りこの新幹線効果に乗っかって、声を上げていく一番いいときだと思いますけれど

も、その辺はいかがですか。

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） お答えをいたします。

大変貴重なご意見だというふうに思っておりますし、私たちも早期完成といいま

すか、道路網、交通、道路網の確保といいますか、やっぱり私たちもこの国道が生

活路線というふうになっておりますし、この道路の整備網というものが一番重要な

課題だというふうに思っておりますので、今後期成会等の働きかけも十分していき

たいと思いますし、いま徳田議員がおっしゃられた新幹線開業は、もう目の前に迫

っております。

道南地区も、この新幹線開業に伴って、２次交通というものを改めて開発しなけ

ればならないということで、いま担当のまちづくり推進課の方で、それぞれのいろ

いろな協議会等に関連して、ご意見を言っているところでございますので、そうい

った檜山地区、北部地区も、この北渡島地区も、その新幹線開業に乗り遅れないよ

うな道路網整備ですとか、観光に対する姿勢ですとか、そういうものを声を強く要

望していくのも、これを契機に強く訴えてまいりたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 何とかいま渡島北部４町でいろいろな連携をしていくわけで

すから、これから新幹線、何年後になるかわかりませんけれども、札幌まで延伸に

なった折には、長万部、八雲等も当然この辺の交通網の整備というものも必要にな

ってくると思いますので、ひとつ検討をしていただきたいと思います。

それとあわせて、この国縫道路の設計速度は６０キロですけれども、花石道路の

設計速度は８０キロなんですよね。途中いわゆる取りつけも何もございませんから、

設計速度の８０キロで十分走れるだけの道路整備は、なされているわけなんですけ

れども、依然としていまの地域高規格道路というのは、いかに早く目的地に着くか

という、そういう使命もあるわけですから、ぜひこの辺は、公安委員会になるのか

警察庁なのかわかりませんけれども、やっぱり設計速度に見合ったスピードが出せ

るように、地元としても運動するべきだと思いま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） たくさんのご示唆をいただきました。１点目の新幹線に伴

った、生活道路にあったり、それから一部観光的ないろんな要素が含まれるわけで

ありますので、北海道から見ると、ここは入り口でありますから。今金町だけでは
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なくて、いまやっている北渡島・檜山４町で動いておりますので、ぜひ町長、それ

から副町長、それから関係課長も一つになって、広い視野で取り組んでいきたいと

いうふうに思っています。

それから、いま道路のスピードの件に関しては、ちょっと精査をしていただいて、

実態に合っていない部分もありますので、所管部署が多分あると思いますので、そ

れもうちの町だけではなくて、近隣の町長、副町長なんかにも呼びかけて、広域で

要請をするというような動きの中で、実現に向けてまいり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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 過疎計、２８ページ、それと第５次今金町総合計画後期実

施計画、まちづくりから出ている平成２８年３月という後期計画の資料。

いいですか。後期実施計画、それの一番最後のページ。

実は、過疎計の中の２８ページでは、事業計画ということで、２８年から３２年

度のそれぞれ事業が表に載っています。これは今金中学校の改築から始まって、国

際交流推進アドバイザーまであるんですけれども、この中で、今金中学校は先日耐

震で非常に危険な状態の部分があるという報告をいただいている。

それから、給食センター、総合体育館、図書館についても、それぞれるる協議は

しているんですけれども、この後期計画の中で見ると、これ平成３３年度以降の施

策実施ということになっているんですよ。平成３３年度以降実施の施策事業で、中

学校がここに位置づけられていながら、過疎計では２８年から３２年ということで、

計画の年度が全く変わっていると。これというのは、耐震化を受けてこの過疎計に

まとめたのかなという気もしないわけではないんですけれども、この辺の整合性っ

てどうなっているんですか。

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） お答えをいたします。

過疎計画を策定する際、いろいろスケジュール感がございまして、素案といいま

すか、計画案を作成した際には、道との協議が調わなければならないので、その事

務が先行してしまうんです。

総合計画の実施計画をする際は、いろいろな事業規模ですとか、事業費ですとか、

そういう年度ごとに区切って、総務財政課と協議しながら年度割りをする時期が、

ちょっとずれたのが原因だというふうに思っておりますので、事前協議する際は、

まだ３３年度以降に給食センターがローリングしていくということは想定はしてい

なかったといいますか、協議に入っていなかったものですから、前期のこの前の過

疎計画にはこちらも入っておりましたので、抜くこと自体がちょっといかがなもの

かということもありましたので、とりあえず今回これを登載をしつつ、道との事前

協議をさせていただいて、今回議会としての提案ということでしておりましたので、

よろしくお願いします。
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〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ちょっと確認なんですけれども、道との事前協議は過疎計

の中では必要だということですよね。道と協議をして２８年から３２年、今金中学

校改築というのは協議済みということですよね。道と事前協議をしている、そして

過疎計をつくったということであれば、この部分も協議済みというふうに理解をし

ていいんだろうと思うんですよ。

総合計画の中で載っている実施計画、３３年以降の施策で中学校が登載をされて

いるというのは、道との協議をしないで、前段で総合計画をつくって、じゃ、これ

どっちが優先するんだという話になる。道と協議をしながら、中学校の改築が平成

３２年までにやるということになっている。総合計画は３３年度以降になっている。

どっちを優先するんだといったら、耐震化診断の結果も含めて、道との協議も含め

て考えれば、中学校は３２年度までに改築をしなければならないという考え方にな

ってよろしいですか。

中学校だけじゃなくて、そのほかの事業も含めてそういう判断でいいんですか。

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） 答弁があいまいですみません。申しわけ

ありません。

先ほど言った事前協議というのは、これまでの計画に登載されているものも加味

しながら、今後も整備しなければならないものを加味しながら整備をさせていただ

いています。耐震計画はその後に出てきたものですから、総合計画を策定する際の

中学校改築というものは、３２年までの間に実施をするということは確実でござい

ますので、その大型事業がその５年間に入ってくるということは、やはり大型事業

は連続してできませんので、改めて３３年度以降の実施計画ということで、給食セ

ンターとか役場庁舎とかという部分を提示させていただいたというのが今回の提案

でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 以前から中学校の改築事業が載っていたと、過疎計の中に

載っていたと。これただ乗せるだけじゃなくて、改築をしなきゃならないという目

標があるから載っているんですよね。その事前協議は済んでいるわけですよね、道

と。

中学校の改築が必要だというのは、いま例を挙げて言っています。過疎計の中に

ある中学校の改築事業というのは、道と協議をする。協議をするためには、土俵に

上げる。上げるためには、今金町が提案しているわけですよ。今金町が提案をして、

道と協議をして、過疎計画に載っている。その年度が２８年度から３２年度。これ、

以前から載っているのであれば、もっと難しい話になります。前から継続して載っ

ているんだから。さらに耐震が遅くなったと言いながらも、耐震の結果は非常に厳

しいものが出てきている。であれば、ここで、もうこれから登載しているものを外

すというわけには、これはいかないわけですよ。耐震の診断が出ている以上。だか
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ら、これが優先されるようになるんでしょうということが、まず一つ。

３３年度以降の施策事業で、今金中学校改築事業と載っていますけれども、これ

は耐震診断の結果を聞く前の話ですよね。耐震の診断は、先日公表されたわけです

から。そういうことですよね。総合計画は昨年策定をされているけれども、その時

点では、耐震診断は出ていない中の３３年度以降の事業ということでとらえていい

んですよね。こういうことでいいんですね。

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） 事前協議というのの取り扱いといいます

か、これは計画に、文言も含めてですが、今金町がこういう計画を出しますよと、

それで道として事前に文言の整理ですとか、例えばフォーマットですとか、そうい

うことのないかどうか確認をしていただきたいと、事前に確認をしていただきたい

という協議でございまして、この計画が、事業計画自体も、事業すべてをこの５年

間でやるという事前協議済みだということではないことであって、今金町として想

定されるであろう事業を、事前協議の計画に登載をしたということであります。

実施計画の方においては、後期計画の基本計画ですね。この前、１２月に報告を

させていただいたあとに、各課にお願いをいたしまして、今後５年間どういう事業

があるんだと。特にソフト事業もそうなんですが、大型事業に対してちょっと提案

をしていただきたいということで、私たちの所管の方から提案をしていただきまし

た。

それを見て、どの事業費がどう優先的に今金町がやっていくかというのを、事前

に三役も含めて協議をさせていただいたものであって、その際に、後期計画の基本

計画の文言には、中学校改築ですとか、給食センター改築という文言も載っていま

すので、それを後期計画に、実施計画から外すということもいかがなものかという

ことで内部協議もしまして、では、３３年以降に想定される事業を後期計画の実施

計画の別紙として議会の皆様に提案していこうじゃないかということで、今回提案

をさせていただきましたので、優先順位といたしましては、後期計画の実施計画が

まず町の最優先の事業計画というふうに考えていただきたいと思います。

過疎計画は、あくまでその事業をするための財源、過疎債を使うための計画づく

りでありますので、その事業年度を必ずこの年度にするということの計画ではあり

ませんけれども、この程度、この５年間かその後の５年間も見据えた事業も、この

事業計画に登載をしている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） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） よくわかりました。

公共施設等総合管理計画が出ています。これはもう２８年度予算で予算づけをし

ているわけですよ。これを出してもらうということは、総合体育館、図書館建設に

当たって、これからどんな施設の改修、改築が必要なんだと。それを順番をもって

出してくれと、いわゆる財政計画を出してくれと、この話からだと思うんです。

当然今後においては、優先順位をつけていかなければならない。過疎計の中の話
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はわかります。総合計画の話もわかります。しかし、耐震診断が出た以上、これは

何年も置くわけにはいかないという気もするわけですよ。３３年度以降に中学校を

改修、改築しますということだと、倒壊の危険性がある建物の中でという話になり

かねない。ここを考えると、公共施設等総合管理計画の中で、当然優先順位がつく

と思う。大型のプロジェクトをやる場合には、やっぱり優先順位をつけて、財政計

画を持ちながら、順序立てて財源を明示しながらやらなければならない。

管理計画が出てくる前ですから言わせてもらいますけれども、当然のごとく耐震

診断を受けたものから順番に改修、改築をする。その優先順位をつけながら、公共

施設整備総合管理計画が出てくるというふうに理解をしてよろしいですね。

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） ご質問の公共施設等総合管理計画、これは建物だけ

ではなくて、道路、橋りょう、さまざまな構造物ありますが、これを中長期の視点

でどういった維持管理が必要か、あるいは更新が必要かということを、現状把握を

した中で管理方針を定めていくというようなものになります。

ですから、後期計画の、いま３３年度以降に予定をしている大型の施設も当然こ

の中には読み込まれてまいりますが、この管理計画そのもので優先順位ということ

ではなくて、管理計画に定められた方針に応じて、整備計画、さまざまな構造物あ

りますから、それをどう年度の予算の中に反映させていくか。あるいは、少し中長

期のスパンの中で、どういう順序立てををして予算づけをしていくかというところ

にかかわってくる計画だというふうに思いますので、そこだけ特化してというより

も、全体としてどうしていくか。

それから、財源にしても、それぞれの施設、構造物に応じて使える財源、国の補

助、交付金等々含めてですが、それもさまざまですから、そういったものをどう活

用していくか。それから、今金町が持っている基金ですとか自己財源、こういった

ものもどう活用していくか。少し長いスパンの中で、これから考えていかなければ

なりません。そのための一つの材料にも、この管理計画はなるということでありま

すので、そういった取り組みの中で、少し明らかにしてまいりたいというふうに思

っています。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） そこまでの広範囲な管理計画が、いますぐ必要かというこ

とよりも、この後期計画、第５次今金町総合計画後期実施計画の中にあるように、

大規模施設整備予定、これは優先順位がついているわけですよ。これついているん

ですよね、優先順位が。広範囲のものを入れると、この優先順位がどうなるかわか

らない。我々はいま示されているわけですから。まず基本にあるのは、この優先順

位なんですよ。だって、これは私たちがつけたのじゃなくて、提案される方がつけ

た優先順位ですよ。ですから、これに道路が入った、ほかのものが入ったといって、

広範囲になればなるだけわからなくなる。ここに載っただけでも約６７億の事業費

がかかる。トータルすると６７億３，８００万円、これだけの六つの事業をやるの



- 40 -

に。これに道路とかいろんなものをくっつけてしまったら、幾らになるかわからな

い。

でも、いま言っているのは、中学校が耐震基準を満たしていないと。であれば、

優先順位は一番だろうと。だとすれば、これは平成３３年度以降の建物になるのか。

今年１年間かけて公共施設の整備計画を出すのであれば、３３年以降の話ではなく

て、もっと直近の問題としてとらえなければならない。これは理解してもらえると

思うんですよ、私が言っていることは。議会が求めるのは、それなんですよ。

ですから、今年、２８年、これいつその管理計画が。委託費を見ているようです

から、それが出てきて、その優先順位というのはしっかり大規模施設に関してわか

るようなものに、まずしてもらいたい。議会が判断するのは、こういう出てきたも

ので、提案されたものでどうするかということですから。ですから、いつその計画

が、委託が完了して、結果が帰ってきて我々に示されるのか。中学校の優先順位等

含めて、答弁お願いします。

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） 総合管理計画、これにつきましては、２８年度中の

策定を目指しておりますので、年度内に成果品が出てくるということであります。

これは国の方から示されているスケジュール感、２９年度までに整備をせよという

こともありますので、そのことに対応しての作業になります。

それから、いま財政計画的なところと管理計画とのかかわりでありますけれども、

管理計画は財政計画ではありませんので、管理計画で明らかになった施設の長寿命

化なり更新の計画、それを次のステップとしてどう財政計画に取り込んでいくかと

いうのは、また次のステップになりますので、そこのところのご理解をお願いをし

たいというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） うちの方で添付をさせていただいた、平成３３年度以降の

実施施策事業（大規模施設整備事業）については、前回もちょっと触れさせていた

だきましたけれども、基本的にいまある大きさのものでの予算計画であります。

特に、この間総合体育館、図書館の話題になったときに、今後今金町で考える、

やっぱり大規模な事業があるよねというお話をいただきました。私どもとしては、

当然ながらありますと。次回３月定例会までにということで、３３年以降の大きな

大規模の改修の計画のものについて出させていただきますと。それから、一応の順

番もつけさせていただきました。ただし、これはそのときの総合計画を樹立すると

きに位置づけが正式になるものですから、いまの段階で想定をするという範疇です

というお話をさせていただきました。

それと、いまご指摘いただきました中学校の改修については、ありがたいお話で、

本来は、いま耐震の数値が教育委員会の方から報告がありました。それで、この間

教育委員会の事務局長の方もお話ししたと思いますけれども、新年度に入って、実

際に耐震をどこまでやるのか。今回の数値の中で、これはもう技術の方からも私ど
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もで説明をこれから詳細を受けなきゃなりませんけれども、いまの段階で通常の耐

震ではなかなか難しいという方向も一つあります。それで、新年度に入りましたら、

早い段階で当然ながら方向を出して、議会の方に相談をする必要があるということ

で、いま教育委員会の方とは詰めております。

それから、改築をするまでの段階で、耐震の調査だけではなくて、他の調査の必

要性も出てまいります。そのことも含めて、教育委員会、それからうちの方で協議

をして、議会の方に説明をする機会はつくりたいというふうに思っております。

ちょっと懸念があるのは、資料を出すとこれで決まりだということで、内部でも

ちょっと話がありました。この優先順位、いまの私たちの段階で、もちろんこれは

各課の所管から総合戦略室が、今後懸案のものの頭出しをしてくれということで、

ただ事業費はどうしてもいまのベースでしか積算できません。例えば中学校も、い

まの大きさで積算していますから。これほどの大きさのものは必要ありません、実

際には。ただし、いまの時点で次につなぐものとしての使命としては、一応の項目

立て、今後必要になってくる、改修するべき施設と、それから予算規模であればこ

ういうことですという提示を、やっぱりいまの段階でお約束もしましたし、出した

いということで提示をさせていただいていますので、ご指摘はわかるんですけれど

も、これがイコール優先順位だと、耐震の部分については、意味はわかります。当

然ながら、急がなければならない部分だというのはわかりますけれども、ほかのも

のが全部この順序なんだろうということを根拠に置かれると、あくまでも私たちの

方は、今後の計画ということで出させていただきましたので、そこまでのいろんな

細部を詰めて、それから、そのときに今度は第６次になると思うんですけれども、

その計画を町民の皆さんだとかいろんなことで樹立するものまで、ちょっと踏み込

みましたから、これ。それはあくまでそのための資料の目安だということでご理解

をいただきたいというのが、私どものお願いでありますので、ぜひご理解をしてい

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） いや、目安をもって話ができないから目安を出してくれと

いうことだから、これはいいんですよ。私たちも、何も目安がない中で発言できな

い。だから、それを確定したものではないにしても、目安としては非常にいいもの

を出してくれたと。決してこれで何かをしようじゃなくて、それを頭に入れながら

これからの施設計画、財政計画を私たちも考えていかなきゃならないわけです。で

すから、そういう意味では非常にありがたい資料だし、乱暴な取り扱いをするつも

りは全くありません。

ただ、耐震が出たということは、それなりに重みがあるだろうと。これは総合計

画に登載されていないにしても、やっぱり優先順位は一気に上がるものだというふ

うに思うんですよ。施設規模が大きい小さいは別にして。

ですから、その辺のところも踏まえながら、それから、先ほど財政課長が言って

いた、計画と財政というのはちょっと違うよと言うけれども、私たちは違わないん
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です。一緒なんですよ。管理計画があったら、そこに必ず予算がつく。どの程度の、

これも目安でもいいんです。大体どのくらいの目安というものがイメージできれば、

次につながると。私はそう思っていますから、ぜひ、そういう意味では、２８年度

中には管理計画が出るというのであれば、ぜひどのくらいの具体の予算がかかるか。

これはいまの規模でいいんです。いまの規模以上のものを出す必要はないと思う。

だけれども、最低いまの規模でこうですよというものを出してくれれば、さっきか

ら言っていますが、イメージはわきますから。ぜひそういう意味では、取り扱いを

お願いをしたいと。議会としても、それを参考に議論をするわけですから。それで

お願いできますか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） ありがとうございます。私どもも出させていただいた根本

にあるのは、そういう意味であります。議員の皆さんも町のために、まちのために

という視点でありますし、私どもも同じ視点でやっております。

ちょっと先のことでありますけれども、間違いなくこういう課題がこのまちには

あるわけですから、それを想定しながら、いまのいろんな施設に取り組んだり、そ

れから、いまおっしゃったとおり、緊急度のあるものというのも確かにその中であ

ります。あとは、そのことが本当にどういうふうに対応していったらいいのかとい

うことは、技術的なことも含めて、それも議会の方に相談をしていきたいというふ

うに思っておりますので、ぜひそういうことで、今後とも力をかしていただければ

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。

上村君。

○１１番（上村義雄君） いま同僚議員から、この実施計画と、それから実施計画後

の大型公共施設の部分での議論があり、私も特別委員会を設置した時点で、この今

後における財政シミュレーションが必要でしょうと、体育館だけが、これは町長の

２７年の行政報告では、特化してという２７年度の行政報告でしたけれども、私は

特化するのではなくて、これらも含めた上で、今後の１０年、１５年の財政的シミ

ュレーションをきちっと持たなければ、予算的にはこれは過疎債を借りる目安とす

るために事業計画を国に出しなさいということであれしているから、つくってあれ

していることでしょうけれども、しかし、私はそういう過疎債償還の部分を含めて、

要するに山をつくって山のときに破綻するというような状況にはしたくないと、私

はそう思っているんです。ですから、１０年、１５年先を見越した上で。

当時、別な話をしますけれども、今金町が合併しないで独立すると、独立で行く

と。当時は、渡島の方との法定協議、こっちは檜山の方で協議会があって、これは

１５年、１６年のときの話ですけれども。そのときに、財政を預かっている財政課

長が、合併しなくても独自で行けるような１０年くらいの財政シミュレーションを

図ったはずです。そういう財政シミュレーションをつくったんです。当時では、最

高で国から交付金が３０％削減されても、町が独自で事業をやり独自で行けるよう
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な財政シミュレーションをつくりました。結果的には、そこまで行かなくて、いま

の現在に至っているということでございます。

ですから、そういう今後もずっと独立で行く、そして、こういう施設のものが今

後必要になってくる、そうなったときに、そういう財政シミュレーションをきちっ

とつくった上で、右肩上がりで、経済にしても人口にしても右肩上がりで上がって

いく状態のときはいいんです。しかし、現在は右肩下がりであり、経済的にもなか

なか厳しい状況の中にあると。そういう状況の中にあるのであれば、この体育館、

図書館も含めて、この財政シミュレーションをきちっと、今後の１０年、１５年、

今金町を、当時私はあれですけれども、行政としてはずっと続けている、継続です。

そうするために、そういう財政シミュレーションというのが必要だということから

お願いし、これは施設の部分、体育館の施設は、ここは町長に言わせると高見公園

のあそこしかないんだと。これはもう決まりだと、決定だというふうに町長は言わ

れておりますけれども、しかし、財政的なものができなければ、いろんな角度の考

え方があるというふうに思います。それを知恵を出していくのが、議会と行政とが

ともに知恵を出し合って、今金町の将来もきちっと成り立っていく運営をしていか

なければならないというふうに思うから、シミュレーションの部分をお願いしたわ

けですけれども。

副町長はじめ、その財政シミュレーションについては、時間はかかるけれどもき

ちっとつくっていきたいという答弁をいただきましたので、それを待って、その運

営についてのお互い協力し合いながらやっていけるようにと思うわけでございま

す。

そういう面では、この過疎債に当たってのこの計画の案件でございますけれども、

これは５年をめどにした案件ですか。それとも５年以後の部分もめどに入れた計画

の過疎債の町村の計画を立てたわけですか。そこらあたりをまず聞きます。

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） 計画期間は５年でございます。２８年度

から３２年度までの計画になっておりますが、各項目に事業計画に登載しているも

のは、例えば前倒ししたときに過疎債が使えるようにですとか、また、ローリング

して違う年度に行っても使えるようにですとか、ちょっと広く過疎計画というもの

をとらえていただきたいということでお願いしたいんですけれども、必ずこの年度

に実施していくんだとか、この年度に過疎債を要望して、その分予算を獲得してい

くんだという計画ではないので、あらかじめの大体の５年計画の中にはこういう項

目でやってきます。ただ、実際全部はできませんけれども、次の５年後の計画の策

定の際は、またこういう計画があるという頭出しも含めた中の計画策定というふう

になっておりますのでよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） いま聞いたら、５年がこの計画の部分だと。しかし、この

過疎債の計画を出さなければ、要するに過疎債を利用できないわけですよね。そう
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すれば、それはローリングがあったり何なりでもって、先のものをまたいまやらな

きゃならないと。いまのものは少し遅くしても、事業の運営にはということから、

できる限りのものは網羅しているという感覚でとらえてよろしいわけですか。そこ

らあたりを再度確認で、この部分については反対ではなくて、利用しやすいような

財政のための過疎債の使い方だというふうに考えるわけです。そこらあたりを。

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） お答えをいたします。

いま上村議員のおっしゃったとおりでございまして、私たちも大きなくくりの中

で、有利な起債を申請すべく、事業計画に含めて登載をしているという形で、今回

計画策定に当たらせていただきたましたので、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） 質疑を終わります。

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２２、議案第２１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２１号は原案のとおり可決いたし

ます。

１４時５０分まで暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時３７分

再開 午後 ２時５０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２３ 議案第３１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２３、議案第３１号を議題とします。

平成２８年度今金町一般会計予算について、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３１号 平成２８年度今金町一般会計予算について、

提案理由を申し上げます。

本町の財政状況は、平成２６年度一般会計決算においては、実質収支で２，８３

３万円の黒字決算となり、健全化判断比率等の財政指標においても健全性が保たれ

ているところではありますが、高齢化の加速や人口の減少等に伴い、歳入面におい

ては、町税収入、交付金等の減少が懸念され、地方交付税についても、国の概算要
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求額が減額をとなっており、予断を許さない状況にあると言えます。

一方、歳出面においては、特別会計への繰出金、社会保障関係経費及び公共施設

の老朽化に伴う維持補修経費等の経常的、固定的経費が増加傾向にあり、さらには

国営緊急農地再編事業や総合体育館・図書館建設事業等の将来の負担に備えた財源

の確保に努めていかなければならないところであります。

このような厳しい財政状況の中、将来を見据えた健全な財政を維持しながら、第

５次今金町総合計画の主要な事業に取り組み、町民生活に直結する多くの事業を継

続的に展開していかなければなりません。

こうしたことから、平成２８年度予算の編成については、本町の財政状況を深く

認識し、町民の視点に立った施策の展開、各課における事務事業の見直しと優先順

位の厳しい選択、創意工夫をしながらの積極的な財源確保など、職員一人一人の知

恵と力を最大限に発揮して、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めるとともに、

町民皆さんとの協働を推し進め、本町の安全・安心・活力あふれるまちづくりを念

頭に編成を行ったところであります。

一般会計予算総額は５４億５８７万１，０００円で、前年平成２７年度当初は骨

格予算でありますが、比較では９．９％増、６月補正肉づけ予算との比較では６．

３％増といたしました。

これが予算の編成に当たっての財源調整としては、財政調整基金から１億５，６

７９万３，０００円、減債基金から１億４，３００万円を組み入れ、備荒資金から

は３億円を支消することといたし、財源調整の総額を５億９，９７９万３，０００

円としたものであります。

予算総額５４億５８７万１，０００円の財源内訳については、２１ページをご覧

ください。

町税では４億８，８９０万２，０００円で構成比は９．０％、地方譲与税ほか各

交付金で２億４，１２０万円で４．５％、地方交付税では２６億３，９００万円で

４８．８％、分担金、負担金と使用料金、手数料で１億５，５３９万２，０００円、

２．９％、国・道支出金では７億８，０９１万４，０００円で１４．４％、財政調

整基金、減債基金等各基金からの繰入金と備荒資金の支消金では６億４，３１５万

７，０００円で１１．９％、町債では３億８，９９０万円、７．２％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。４ページをご覧ください。

１款町税において４億８，８９０万２，０００円は、町民税において２億９３２

万６，０００円、固定資産税で２億１，８１０万９，０００円、軽自動車税で１，

４７６万６，０００円、町たばこ税で４，４８９万４，０００円、特別土地保有税

で１，０００円、入湯税で１８０万６，０００円であります。

２款地方譲与税において９，０６３万７，０００円は、地方揮発油譲与税で２，

４５４万４，０００円、自動車重量譲与税で６，６０９万３，０００円であります。

３款利子割交付金においては７０万６，０００円であります。
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４款配当割交付金においては２０８万４，０００円であります。

５款株式等譲渡所得割交付金においては１２０万４，０００円であります。

６款地方消費税交付金においては１億３，２３４万６，０００円であります。

７款自動車取得税交付金においては１，３７３万４，０００円であります。

８款地方特例交付金においては４８万９，０００円であります。

９款地方交付税においては２６億３，９００万円であります。

１０款交通安全対策特別交付金においては７５万５，０００円であります。

１１款分担金及び負担金においては５，１７６万２，０００円であります。

１２款使用料及び手数料において１億３６３万円は、使用料で９，３０８万９，

０００円、手数料で１，０５４万１，０００円であります。

１３款国庫支出金において４億５，６３５万７，０００円は、国庫負担金で２億

１，９０９万３，０００円、国庫補助金で２億４４７万９，０００円、委託金で３，

２７８万５，０００円であります。

１４款道支出金において３億２，４５５万７，０００円は、道負担金で１億５，

２７７万５，０００円、道補助金で１億３，５５４万８，０００円、委託金で３，

６２３万４，０００円であります。

１５款財産収入において２，４６２万８，０００円は、財産運用収入で２，４６

２万５，０００円、財産売払収入で３，０００円であります。

１６款寄附金においては１００万円であります。

１７款繰入金において３億４，３１５万７，０００円であります。

１８款繰越金においては５００万円。

１９款諸収入において３億３，６０２万３，０００円は、延滞金、加算金及び過

料で１，０００円、町預金利子で４１万７，０００円、受託事業収入で１６３万７，

０００円、雑入で３億３，３９６万８，０００円であります。

２０款町債においては３億８，９９０万円であります。

次に、歳出であります。１２ページをご覧ください。

１款議会費において７，２９０万１，０００円であります。

２款総務費において１０億３，８４０万円は、総務管理費で９億８，７３１万７，

０００円、徴税費で１，３５５万６，０００円、戸籍住民基本台帳費で８６２万円、

選挙費で２，７２９万１，０００円、統計調査費で４０万７，０００円、監査委員

費で１２０万９，０００円であります。

３款民生費において１０億７，５７１万円は、社会福祉費で８億６，９１５万６，

０００円、児童福祉費で２億２６０万１，０００円、町民費で３９５万３，０００

円であります。

４款衛生費において６億４，７７１万８，０００円は、保健衛生費に５億２，４

９３万円、清掃費１億２，２７８万８，０００円であります。

５款労働費において３４万２，０００円で、労働諸費であります。

６款農林水産業費において３億６，８８８万９，０００円は、農業費２億７，８
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００万３，０００円、林業費９，０７７万８，０００円、水産業費１０万８，００

０円であります。

７款商工費において１億３，１４５万８，０００円であります。

８款土木費において７億３，２０９万円は、土木管理費８０万２，０００円、道

路橋りょう費４億９，９１５万４，０００円、河川費１，３７１万８，０００円、

都市計画費２億６７４万３，０００円、住宅費１，１６７万３，０００円でありま

す。

９款消防費において２億２，５０３万４，０００円であります。

１０款教育費において４億８，８５６万３，０００円は、教育総務費１億８，７

５６万７，０００円、小学校費６，１１５万１，０００円、中学校費５，０３５万

５，０００円、社会教育費３，５５０万９，０００円、保健体育費１億５，３９８

万１，０００円であります。

１１款公債費において６億２，１７６万６，０００円であります。

１２款予備費においては３００万円であります。

次に、地方債について申し上げます。１８ページをご覧ください。

起債の目的、臨時財政対策債、限度額１億５，５１０万円、起債の方法、普通貸

借または証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府

資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、

当該見直し後の利率）、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権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限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えすること

ができる。

起債の方法、利率、償還の方法については、以降同様でありますので、以後は説

明を省略をさせていただきます。

防犯灯安全対策事業債７５０万円、高齢者共同生活施設運営事業債３，０４０万

円、給食サービス事業債８３０万円、子ども医療費助成事業債９４０万円、森林管

理道住吉支線開設事業債１，８６０万円、住宅リフォーム助成事業債１，９００万

円、中央通線交付金事業債２，５６０万円、神丘１０号線交付金事業債１，８２０

万円、豊田橋長寿命化修繕交付金事業債１，３６０万円、高規格救急自動車整備事

業債２，７６０万円、総合体育館・図書館建設事業債５，６６０万円、計を３億８，

９９０万円とするものであります。

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、よろしくお願いいたします。

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。

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。
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１款議会費の質疑を行います。７１ページから７３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 議会費の質疑を終わります。

２款総務費の質疑を行います。７４ページから１１１ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） 昨日のふるさと納税のところで、ちょっと時間がなくなって

しまって３回を超してしまったのでやめたんですけれども、札幌の方なんですけれ

ども、札幌においては今金男しゃくがなかなか手に入らないということで、この返

礼品を今金男しゃくでもらえるのであれば、ふるさと納税をしたいという人があり

ました。そういう人がいます。そして、それが男しゃくであれば、隣近所とか知り

合いにも誘ってあげますよというような話をしていましたので、この今金町では返

礼品、米やいも、いろいろあるんだと思いますけれども、相手の希望で選択できる

ような仕組みをとっているのでしょうか。

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） ふるさと納税の件でご質問をいただきました。お答

えをしたいと思います。

２７年度までにつきましては、返礼品の方は町の方で用意したものでお返しをし

ておりました。５，０００円以上のものについて、おおむね２，５００円から３，

０００円程度のものということで、内容についても、その年度年度でさまざままち

の特産品を詰め合わせをしたりですとか、中には男爵ということもありましたけれ

ども、そういう方式でやっておりました。

２８年度からは、ふるさと納税を専用に扱っているホームページがありまして、

今金町もそこに参画をする予定で予算の方は計上させていただいております。

あわせて、寄附金の納付の仕方についても、これまでは申し込みを受けた段階で

納付書をお送りをして、それで支払いをしていただいていたということであります

けれども、インターネット上でもクレジットカードで決済ができるようなことも今

回予算の方で提案をさせていただいております。そういう意味では、使いやすくな

るのかなということであります。

返礼品につきましても、例えば寄附をしてくださる金額に応じて幾種類か用意を

して、その中で選んでいただくような方式をとりたいというふうに思っておりまし

て、予算の方が議決いただきましたら、早速町内の関連の事業者ですとか、そうい

うところに事業の説明をして、参画をいただけるように働きかけをしていきたいと

いうふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 例えばですよ、今金男しゃくを希望する人がいて、これが９

月以降であればいいんですけれども、早い時期に寄附をして、昨日同僚議員からも

余り間を置くなという話があったんですけれども、その場合は、新じゃががとれた

あとに送りますからとか、そういうような丁寧な説明とかをぜひして、そういう対
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応をしていただきたいなと思いますので、お願いします。

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） 特に農産物を返礼品として設定する場合については、

当然収穫の時期がありますので、春のうちに寄附がされた方であっても、例えば希

望するものが秋以降でしか用意ができないというような状況になりましたら、その

旨はしっかりと運用の中で対応してまいりたい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。

岸君。

○１番（岸 徹也君） 情報セキュリティ強化対策事業ということでちょっとお聞き

したいことがあります。

〇議長（村瀬 広君） すみません。できればページ数を言っていただければと思い

ます。

○１番（岸 徹也君） ９０ページですか、委託料です。

事業内容として三つほど、その概要として載っております。情報持ち出し不可と

する仕組み、あとＬＧＷＡＮとネット環境の分離、あとはセキュリティクラウドを

構築すると、この三つが載っております。二つ目、三つ目というのはなかなか、そ

ういうシステムをつくってもらうわけですから、そこにお願いをするということに

なると思うんですけれども、一つ目の情報持ち出しを不可とする仕組みというとこ

ろで、どんな取り組みをするのかというところで、何か具体的な話があれば教えて

いただきたいと思いますけれども。

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） 少々技術的に詳しい者でないと説明が難しいところ

もありますので、総務財政課長補佐の方から答弁をさせ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） 総務財政課長補佐、岸君。

○総務財政課長補佐（岸 貴之君） いまの岸議員のご質問にお答えいたします。

まず、パソコンからの情報持ち出しを不可とする仕組みを構築するということで、

まずはＵＳＢメモリー等の外部媒体、現状では役場から支給されているＵＳＢメモ

リーだけは使えるような状態にはなっているんですけれども、それも基本的には今

後禁止にして、そうは言っても、どうしてもやはり民間からのデータのやりとり等

も発生してくるということから、例えば同僚または上司の許可がないとＵＳＢメモ

リーを使えないような仕組みを講じることと、今回の情報セキュリティ強化対策に

ついては、インターネットとＬＧＷＡＮという公共ネットワークの分離ということ

ですので、例えば民間個人から来たメールを、どうしても公共の専用のネットワー

ク内でのシステムで利用しなければならないといった場合には、それもシステムの

方を入れまして、一度、無害化と私たち呼んでいるんですけれども、ウイルス等に

かかっているものを無害化する仕組みのところに一度置いたファイルを、公共機関

専用のシステムの方から取りに行くような形という手法をとることで、情報の持ち



- 50 -

出しを防ぐ仕組み、その２点の部分で構築することをいま考えております。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） さまざまなそういう国からのいろいろなシステムが提供され

て、それを運用していくと。そこに関しては、セキュリティーの分野に関しては信

じて各自治体としてはやらなきゃならないのかなという部分なんですけれども、よ

く個人情報の流出の事案で、報道なんかで出てくるのは、ちょっとしたポケットに

ＵＳＢを入れていたとか、それが車の中に放置されていたものが盗難に遭ったとか、

そういう報道というのはよく耳にするわけですね。はっきり言って、ヒューマンエ

ラーなんですね。そこの部分をしっかりと対処していただいて、もう情報があるわ

けですから、貴重な、そういうものをきちんと管理をしていただければいいのかな

と。ヒューマンエラーというのは、要は職員の意識だと思いますので、そういう部

分でしっかり対処をしていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。

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） まさに一番気をつけなければいけないところだとい

うふうに感じておりまして、昨年でしたか、年金関係の情報流出の際も、いち早く

職員の方には、セキュリティーの強化ということで資料を流しながら注意を促した

経過がございますし、毎月１回、定例の三役課長会議というものを行っております

が、先月からでしたでしょうか、各地で起こるセキュリティーにかかわってのさま

ざまな報道があると思います。そういうものを逐次課長会議の中でもお知らせをし

て、全職員へ周知をしていただく。

どうしても、のど元過ぎればということがありますので、そういうことがないよ

うにということで、いま取り組みもしているところでありますので、よろしくお願

いをいたします。

それから、１点でありますが、今回番号制度対応セキュリティー強靱化対策業務

委託料ということで６，６００万円ほど新年度予算の方は計上させていただいてお

ります。これにつきましては、２７年度の繰り越しで２，８００万円ほどだったか

と思いますが、強靱化対策、強化対策事業ということで、国の繰り越しの事業を活

用して行うことになっておりますので、そこと同様の取り組みが、実はこの予算の

中に組まれております。新年度の予算が編成終わったあとで、国の繰越予算が決定

をいたしましたので、ここの６，６００万円の数字は、作業が終わった段階で内容

を精査をして、減額をさせていただくという流れになりますので、その点も含めて

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。

加藤君。

○３番（加藤三明君） ７７ページですけれども、第３６回の障がい者のスポーツ大

会の１５０万円という予算はあるんですけれども、いろいろと話を聞いている中で、

受け入れ態勢がまず大丈夫なのかなというちょっと心配があるのと、全道の１５０
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万円といったら、大した金額でないように思うんですけれども、どの程度の規模の

大会なのかお聞きしたいんですけれども。

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） 障がい者スポーツ大会につきましては、本年度、２

月１４日に和寒町で開かれた大会の方へ、町内の関係者１１名で視察をしてまいり

ました。

受け入れ態勢につきましては、これから実行委員会を組織をしまして、迎え入れ

る態勢を逐次整えていきたいというふうに思っておりますけれども、大会の規模自

体は、今年度で言いますとアルペンの方では５０人くらいです、選手としては。そ

れから歩くスキーの方だと１００人弱、合わせて１５０名程度です。それに伴走者

ですとか引率の方含めますので、大体２５０名くらいになるのかなというような規

模になります。

受け入れ態勢ですが、以前今金町で行ったときには、前日から入ってきまして、

開会式、それからレセプションということも行っておりますが、昨年、一昨年あた

りから、開会式、レセプションの部分は大分簡素化されるということで、当日の大

会１日だけの日程になります。今年の例で言いますと、９時から開会式を行って、

大体２時半ないし３時ぐらいにはすべての競技が終了するということであります

し、閉会式も、それぞれ協議が終わったら逐次表彰式を行いますので、全体でそろ

ってということにはなかなかなり得ないということで、閉会式の方も省略をされて

いるというような大会の運営になっております。

宿泊施設の方も、いま和寒町では１カ所ぐらいしか実は宿泊施設がなくて、そこ

はバリアフリーもそれほど、比較的新しい建物ではないものですから、バリアフリ

ーの度合いもそれほどではなかったですが、そこで宿泊が可能な人はそこで宿泊を

する。それから、近隣の町村の宿泊施設を実行委員会が情報としてお流しをして、

実際の宿泊の予約ですとかは、直接その施設の方と大会参加者の方が行っていただ

くというような流れの中でやっております。

形としては大分簡素化されておりますけれども、これから実行委員会を組みまし

て体制を整えますが、今金町らしい何かお迎えの仕方をぜひ検討していきたいなと

いうことで考えております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） ９３ページの町民センターにかかわる備品購入ということな

んですけれども、備品購入の中身についてお知らせください。

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） 町民センターの備品の内訳についてお答え

いたします。

まず、教養娯楽室Ａという畳の部屋がございますが、そちらの部屋に、現在いす

はテーブルだけがあるんですけれども、いすについて普通の高さとの中間ぐらいの
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高さのいすを入れてほしいという要望がございましたので、そちらの方を４０脚、

それとそれに高さ合ったテーブル、折りたたみのテーブルを２０台。

それとこれは大ホールで用いるものなんですが、現在丸テーブルがございますが、

現在２５基あるもののうち１３基が使えないもの、使用不可になっております。そ

れで、この丸テーブルというのは、いろんな行事で結構需要が大きいものですから、

そのうちの１０台を追加しようとするものです。

それと、その丸テーブルに合ったテーブルクロスを今回備えたいというふうに考

えております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） ７９ページに新地方公会計システム導入委託金が出ておりま

す。国は、平成２６年の４月に統一的なマニュアル、それから基準を定めて、これ

に沿って公会計を整備しなさいということから、去年の１月、それぞれ３年間の移

行期間をもって新しい公会計システムに移行するようにということを発表したわけ

ですけれども、この新しい公会計制度を一般会計をはじめとして、いま特別会計の

うち２会計はやっているわけですけれども、残りの部分について、全部をやるのか

どうなのか。

それから、管内ではどの町村がこれに取り組むという情報があるか。その２点に

ついてお尋ねしておきたいと思います。

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） 今回の公会計の導入につきましては、いま、例えば

一般会計であれば、各１年間のお金の出し入れで、いわゆる単式の簿記という形に

なるかと思いますが、そういう形式でやっております。

今回この公会計を行うことで、その方式が変わるということではなくて、決算に

ついて、例えば貸借対照表ですとか行政コスト計算書ですとか、そういう企業的な

会計の手法を用いて、まちの資産状況がどういう形になっているかということをあ

らわすということでありますので、会計方式が変わるということのとらえではまず

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。

それから、管内の状況ですけれども、これは先ほど議員がおっしゃったように、

国の方から移行期間が示されておりますので、そのことに応じて各町も同様に取り

組みを進めていくものだというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 課長言われる、いままでのいわゆる単式と言われる、現金主

義から、今度は発生主義へと変わるわけですよね。そうしたら、システムそのもの

が変わるわけでないというけれども、中身が変わってくるというふうに私は理解し

ているんですけれども。

それはそれとして、全会計を、それじゃ、この統一的なシステムに載っかってや

るというふうに理解してよろしいですね。
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それで、いままでというのは、決算データでしか出てこなかったもの、例えば極

端な話を言うと、いままでは収入で入ってきたものを、言い方は悪いかもしれませ

んけれども、使い切るというような方式だったものが、今度は資産と資本と分けて

いかなきゃなりませんから、その中でもそれぞれの担当によって、課によっては剰

余金を発生しなければならなくなりますわね。これもキャッシュフローとか，Ｂ／

Ｓとか、Ｌ／Ｓですか、そういうふうにやっていくわけですから、そうなりますと、

これ財政をやって慣れている人はいいかもしれないけれども、職員みんながどうし

てこうなるのかということを理解しなければ、ただシステムですから、発生した金

額を入れていけば自動的に分析して、全部の損益計算書からキャッシュフローまで

全部出てくるかもわかりませんけれども、その数字がなぜこうなったのかという理

解をするためにも、やっぱり職員の研修というものが私は必要だし、これは複式簿

記をやってきた人であればいいですけれども、なかなか単式ばかりやっていた人と

いうのは、その理解が、どうしてこの数字がここへ来るんだというのが理解しなけ

れば、なかなか難しい面があると思いますので、その辺の講習なりそういうのはど

うするつもりでいるのかお尋ねしたいと思います。

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） まず、基本的には一般会計だけではなくて、すべて

の特別会計も含めて、要は決算については、いま言った民間の手法を用いて、財務

諸表の手法を用いて落とし込むということになりますし、さらには各会計を連結さ

せて、全体としての分析もしていくという流れにまず一つなります。

それから、いまおっしゃったとおり、やっぱりものはシステムですから、通常の

単式で入力したものが、今回の財務諸表のそれぞれのシートに落とし込まれること

になりますけれども、内容をきっちりやっぱり把握をして、そのことを自分たちの

予算に反映をさせるということが非常に大事だというふうに思っております。

今回財務諸表を整理をするに当たって、固定資産台帳の整備、これがいの一番に

手をかけなければいけないことで、２７年度の予算で債務負担行為を承認をしてい

ただきましたけれども、先週でありますが、そのことにかかわっての勉強会、これ

も全職員対象に行っておりまして、これは資産台帳だけではなくて、そのあとの公

会計もこういうものであるとか、それから公共施設等管理計画についても資産台帳

がもともとのベースになりますから、そういったところの概略的なところの研修会

は一度行っております。

実際、ものができ上がった段階につきましては、先ほど言いました、例えば行政

コスト計算書で言いますと、あるサービスを行うために、財政的にどれだけ投入さ

れて、それがどういう効果があったかということを示されるシートがありますけれ

ども、そういったものの分析なんかも当然しなければいけませんので、引き続き、

都度、都度、必要な研修体制は整えていきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。
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○６番（徳田栄邦君） これは総務大臣の通達の中でもあるんですけれども、いま言

ったように、固定資産台帳の整備、これらは図られるだろうと思うんですけれども、

予算編成時に、これを活用することによって限られた財源を賢く使うことができる

んだと言っているんですけれども、これはちょっとどういう意味なのか、お答え願

いたいと思います。

それと、今回このシステム改修に係る費用については、総務省の方では、補助金

ではなくて特別交付税で見ると言っていますけれども、この補助金でなくどこで見

るということは、いまは移行期間ですから、取り組む町村もあるし取り組まない町

村もあるので、一概に補助金というわけにいかないから、その取り組む町村にだけ

特別交付税で見るというふうに、そういうふうに理解したんですけれども、それで

よろしいかどうか、ちょっとお答え願いたいと思います。

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） 活用の部分につきましては、固定資産台帳だけでは

なくて、財務諸表、それから公共施設等総合管理計画、こういったものがすべて、

セグメント分析と言いまして、それぞれの部署で必要なサービスを分析をできると

いうものでありますから、そのことが多分予算ですとか、それから実際行うサービ

スの改善に役立つというふうに押さえていいのではないかなというふうに考えま

す。

それから、特別交付税の措置につきましては、これはちょっとさかのぼって公会

計のことを考えますと、以前はモデルが基準モデルというものと改定モデルという

ものが二つありまして、これが統一されるよというのが２６年の４月に国の方から

示された報告書になります。なので、それがどういうフォーマットになるかという

ことが明らかになるまで、きっと自治体の方は少し待っていたというのが実態だと

思うんです。それが標準的にこの方式でいきましょうというのが、昨年の１０月に

改めて出されておりますので、実務的にはそのあとに、きっと作業に入ってきた自

治体が多いのかなというふうに思っております。

そういうことを踏まえて、多分いまおっしゃったように、補助金ではなくて特別

交付税の措置でと。しかも、国の法律で定められたことですから、全自治体がこの

方式を導入しなければいけないということなので、そういう意味で、年度の違いも

あるでしょうから、特別交付税かなというふうに思慮いたします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） なかなか複式になるということは難しさがあるわけでして、

我々監査委員としてもいろいろと勉強しているわけなんですけれども、なかなか理

解するまでに行かないわけなので、やっぱりいつかの時点では、議員の皆さん方も

決算に向けて損益計算書から利益剰余金計算書あるいはキャッシュフローとか、い

ままでなかなか、特別会計ではあったのですけれども、なかなか目にする機会がな

かったものですから、これはやっぱり議員も職員も一緒になって勉強する機会を一

回つくっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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議長もお答え願いたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） まず、副町長、中島君から。

○副町長（中島光弘君） 大切なご指摘をいただきました。これだけではないんです

けれども、国がいろんなシステムだとか施策を講じてきて、通常はいろんな分析が

できて便利になるということなんですけれども、先ほどおっしゃったとおり、その

意味合いがわかっていないと、システムですから、打ち込むと振り分けはできると

思うんですけれども、やっぱりなぜこうなっているのかというあたりはきちっと押

さえないと意味のないことでありますので、事前の研修も含めてやっていますが、

いま議会も含めてという暖かい言葉をいただきましたので、やっぱりシステムに使

われるのではなくて、システムを使うように私たちも心がけたいと思っております

ので、議会の皆さんも同じような取り組みをしていただけるのであれば非常に幸い

だと思いますので、詳しくは議運だとかにお諮りをして、そういう機会ができたら

というふうに私たちも思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時３０分

再開 午後 ３時３１分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 質問を変えます。

８７ページ、街路灯の電気代の補助などが出ております。いまさらと言われるか

もわかりませんけれども、街路灯の定義をお知らせ願いたいと思います。

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） 徳田議員のおっしゃられるのは、一般的な

定義ということでよろしいでしょうか。街路灯は、本来歩行者のための街灯という

ふうに認識しておりますが、今金町では東町、八幡町、本町、日の出町、旭町、昭

和町、八つの町内会に電気料のお支払いをお願いしているものがあります。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） ちょっと聞き方が悪かったかもわかりませんけれども、じゃ、

街路灯と防犯灯の違いってどういうことですか。

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） お待たせしました。申しわけありません。

訂正させていただきます。街路灯につきましては、街中を明るくするための明かり

でありまして、防犯灯は防犯のための街灯というふうに考えます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） それが普通ですよね。今回、町内の街路灯の水銀灯からＬＥ

Ｄに取り替えるという、町内会の街路灯のＬＥＤ化の推進についてという２月４日
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付で課長から各町内会員あるいは、会長、副会長あてに回覧が回ってきました。同

僚議員からの一般質問もあったように、町内会としては、いま非常に街路灯の電気

代が負担になっているものですから、非常にありがたいというふうに感謝している

わけでございますけれども、この中で、発注はまちづくり推進課が一括代行し、完

了後は町内会が精算するというふうになっているんですね。それで、まちづくりが

ＬＥＤの電球に取り替えるのに、一括発注するわけですから、当然業者と契約もす

るし、契約書も交わすし、入札行為も発生しますよね。それであれば、なぜ町内会

に一時立て替えを求めるのか。

課長、道路新設のときに、街路灯でも防犯灯でも設置しますよね。それは工事の

中に入りますよね、課長。建設課長、そうでしょう。その場合に、道路改良した場

合に、それじゃ、街路灯を立てました。その部分は維持管理が町内会にしてもらう

んだから、このかかった部分は一回立て替えてくださいって言わないですよね。あ

くまでも道路が完成し、その防犯灯なり街路灯ができたときには、そのできたあと

で維持管理をお願いしますと言いますよね。なぜそういう方法が今回はとれないの

か。

やっぱり先ほど私、定義を聞きましたけれども、昔とは違うんですよ。昔は各路

線に商店街がきちんとあって、商店がいっぱいあって、きちっとその街路灯も理解

してくれたけれども、いまはもう過疎化によって町内の商店街というのも少なくな

って、その街路灯がある場所に住んでいる方は、年金をもらって細々と暮らしてい

るお年寄りたちでも、自分のうちの前にある、私から言えば防犯灯だと思うんです

けれども、ただ街の中にあるために、街路灯の名称がついているから電気代も負担

していただいているんですよ。これは非常にやっぱり町内会の役員としては、苦労

するものがあるんですよ。ですから、その辺のところを加味して、やっぱり一括発

注するのなら、町で責任を持って機種も選定し、球も取り替えて、交換したあと、

どうぞ町内会で維持管理してくださいと、なぜこういうふうになれないのか。その

理由があればお知らせ願いたいと思います。

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） 徳田議員のおっしゃられるとおり、これが

設置された当時といまの状況では、人口も違いますし、状況も違っていると思いま

す。

そういった負担軽減のための今回のアンケート調査だったのですが、そのアンケ

ート調査の趣旨につきまして、まちづくり推進課の山田課長補佐の方よりご説明さ

せていただきます。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長補佐、山田君。

○まちづくり推進課長補佐（山田哲也君） お答えいたします。

いま議員のおっしゃられた２月の文書なんですが、私の方で所管して、決裁なり

でお出しいたしました。中身の方につきましては、まず町内会の方で維持管理され

ている街路灯ですね、明るい方のやつですね。こちらの方が、所有が町内会の方に
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あるということなので、町の所有ではないというところで、発注する、発注という

お言葉もありましたけれども、実際のところは発注するという権限は町の方にはな

いのかなという感じがしております。

防犯灯でしたら、町の維持管理ということなので、昨年も町内会の方、町内エリ

アの方の防犯灯はＬＥＤに交換しましたが、街路灯の方は町内会の維持管理という

ことなので、あくまでも所有権が町内会の方におありだろうということでそのよう

にしたところですが、ただ、六つの町内会でばらばらに事をなすのがどうなのかな

ということで、ある程度のお膳立ての方はこちらの方で主導してやらせていただい

て、いま現在補助要綱にありますのが、あくまでも町内会の方がお支払いして、の

ちほど町から補助金としてお支払いするということの内容になってございますが、

こちらの方は、いまアンケートの中でも大変だというお声もいただいておりますの

で、要綱の改正を行い、概算払いができるというような内容にいたしたあと、そう

なると町内会の方にも一度ご負担いただくということがないのかなということで、

いま準備を進めているところでございます。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 街路灯が町内の財産だということは、初めて聞きました。い

つ町から町内会に、ここの街路灯についてはおたくの資産ですよという、そういう

説明なんて私は聞いたことがなかったので。

まず、それはよしとして、なるべく町内会に一時立替払いのないように、ひとつ

検討してみていただきたいと思います。

それと、大通り、中通り、それから旭幸線と三つの町内に約８０近い街路灯があ

るわけですけれども、それぞれ設置されてからもう相当年数もたっておりますので、

経年劣化している部分、例えばソケットだとかコンデンサーとか、それからゴムだ

とか、いろいろ劣化している部分があるので、ただ単純に球の取り替えだけでは危

険ですよというようなことも町内の電気屋さんから聞いておりますので、やっぱり

この交換に当たっては、現地をもう一回電気屋さんと一緒に見て、ただ球だけでは

なくして、それらのものがもし劣化しているのであれば、そこもきちっと替えて、

それから町内にというふうにいっていただきたいと思います。

それからもう一点、今回この電球を取り替えるに当たって、電球の保証期間とい

うのはどの程度の年数を考えていらっしゃいますか。

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） ご指摘のとおり、各町内会の要望に沿って、

このＬＥＤ化を進めるわけなんですが、その際、下からの目視では十分ではござい

ませんので、取り替えに当たりましては、実際電灯だけではなくて、上部の器具等

についても腐食がないかどうか確認をしまして、取り替えを進めていきたいという

ふうに考えます。

ＬＥＤの保証期間は、１０年間というふうに聞いております。
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〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） これ、メーカーでは１０年と言っているんですけれども、い

ま消費者庁に、相当苦情が入っているそうなんですよ。１年とか２年とか。それで、

本当にいま一括発注するときに、保証期間１０年間で受けてくれるんですか、それ

は。それは確認しましたか。いま１年とか、２年とか、３年でもなかなか、うんと

言っていない。そういう、いまはなかなか、前は、出始めのころは、中国製だとか

いろいろあったからトラブルが多かったでしょうけれども、いまの日本の有名メー

カーの球の保証というのが、本当に１０年なのかどうなのか。その辺、もう一回確

認して答弁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） 先ほど１０年というのは、保証期間ではなくて耐用年数と

いうことですので、まず訂正をさせていただきます。

それから、るるご指摘がありました、例えばいま現実に、通常言われたよりも消

費が短いだとか、寿命が短いとかということもありますので、入札選定をする際に

は、実際にどういう入札方法がいいのかも含めて、検討をさせていただきたいと思

います。

それから、先ほどご指摘のあった、実際の老朽化、腐食とかあるものについては、

これもたまたまでありますけれども、相談を受けておりまして、実際に球だけ取り

替えても、器具だとかコンデンサーの話も出ていましたけれども、そういうものが

壊れているのでは、せっかく新しいものをつけても、またそのことによって寿命が

短くなるケースもありますので、実際に全部取り替える時点で、その基盤となって

いるものの調査もして、これはあわせて、今度補正になると思いますけれども、同

時に取り替えれるような対応をとってまいりたいと思いますし、多分いろんな経過

があるとは思いますが、現時点では、いまなかなか高齢化も進んでおりますので、

現実に合った対応ができるように、現課とも調整をして対応してまいりたいと思い

ます。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） 先ほど来、同僚議員の方から、この街路灯についての質疑が

ありましたけれども、ちょっと重なる部分もあるかもしれませんが、まずは、この

委託料の８１３万円、これは町内、市街地内の話なのか、それとも市街地外も入っ

ての話なのか。それが一つと。

それから、先ほどこれが各町内会の財産ということを聞いて、私もびっくりした

んですが、例えば八束だとか種川、それらのも含めて各自治会の財産という扱いに

なっているんですか。

〇議長（村瀬 広君） 向井議員、８６ページの委託料の中身での質問ということで

よろしいですね。

○４番（向井孝一君） はい、そうです。
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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） この委託料は、二つ項目がございまして、

下の方のＬＥＤ防犯灯取付業務委託料につきましては、自治会、市街地ではない自

治会の部分の１８０台についての取り替えです。これは現在ある防犯灯が、蛍光灯

のものをＬＥＤにすべて取り替える業務です。

上の方の取付業務につきましては、現在、今年度、市街地町内会の部分の防犯灯

を取り替えましたので、その部分の破損等にかかわる業務でございます。防犯灯に

つきましては、まちの所有物でございます。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 昨年の２６年度決算、９月定例のときに、ある町内会が何十

年にもわたって払い続けていたということがありましたよね。その後、それを過去

何十年かにさかのぼって理解してもらったという話なんですが、その後に、電気料

金の補助率を何％か上げましたよね。そんなことで、いまはそういうトラブルはな

いと思うんですが、この上げた部分というのは、全町一円の自治会に対してそうな

っているんですか。

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） 議員のおっしゃられている部分については、

街路灯についてで、これは電気料については３分の２の補助金を昨年度より１０分

の９、電球について２分の１の補助だったものを１０分の９の補助率に上げており

ます。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） ９７ページで、これは新規事業で自治会、町内会窓口活動支

援事業ということで、いろいろ事業の内容、これは事業概要の方の説明書の中には

書いております。課題解決に対して実施される事業ということなんですけれども、

これをちょっともう少しわかりやすく説明していただければと思います。

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） 新年度実施事業の概要という資料をご覧に

なっていただきたいんですが、ページ数は３５ページになります。

この中で、２番の背景というところがございますが、地域のさまざまな課題解決

のため、多くの事業を実施しているが、事業費の捻出に苦慮しているという部分が

ございます。それで、その課題解決というものに対してですが、これについては、

さまざまな課題があろうかと思います。自治会、町内会で独自の活動をしたいんだ

けれども、例えば健康づくりですとか、いろいろなことが考えられると思いますけ

れども、いまある現有の町内会、自治会の予算ではできないことも、先ほど言った

ように健康づくり、スポーツでもレクリエーションでもよろしいかと思うんですけ

れども、そういった何かやりたいといった要望に対して、１団体１事業を限度とし

て１０分の１０で１０万円以内の補助をしようとするものです。
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ただし、これに当たっては、食糧費ですとか、そういった飲食に使う分は該当に

なりませんが、それ以外であれば、研修ですとか、あと講習会ですとか、そういっ

た部分に使っていただければ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） 要するに、その上の方で自治会連合組織は対象外ということ

ですよね。もとの連合自治会以外だったら、もうはっきり言ったら５戸６戸の部分

の中のことで、いろんなことをやろうというのが、ちょっとレクリエーションやる

にしても、どこか隣と一緒に合議体を組んでやるだとかって、そういうことになる

と、やっぱり連合自治会単位になってしまうんですよね。そういう部分で、この連

合自治会は対象外ということになると、なかなか使い勝手が悪いのかなという気も

しないわけでもないし。

これ新規事業でありながら、１年目が５０万円、そして２９年、３０年で３５０

万円という部分で、今年、初年度で少ないという根拠は何なんですか、これは一体。

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） この初年度、平成２８年度５０万円という

のは、この要望がどれくらいあるのか、まずわからないというところもありまして、

まず５０万円ということで、その状況を見ながら補正なりということも考えており

ました。

先ほどご指摘の連合自治会という件なんですが、これについては、もう一度これ

については検討させていただきたいと思いますので、要望があればその都度受ける

という形にはなりますが、その内容をこちらの方で聞きまして、それについて吟味

していきたいというふうに思っています。

また、これは小規模な事業で１０万円となっておりますけれども、またさらに発

展させて何かをしたいという場合には、またそれに応じてふるさと創生基金を用い

た、そういった部分にも移行できますので、それに応じた補助制度というふうに考

えていただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 暫時休憩します。

休憩 午後 ３時５６分

再開 午後 ３時５８分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

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） 申しわけありません。訂正をさせていただ

きます。

これはあくまでも連合町内会、自治会には該当になりません。それの下部組織で

ある町内会、自治会に対する補助制度でございます。

それで、村上議員のおっしゃるとおり、構成人数の少ない自治会とかにあっては、
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それは周りの自治会に呼びかけて仲間を増やしてやっていただく分にはよろしいこ

とだと思いますので、申請はあくまでもそれぞれの単位の自治会、町内会とさせて

いただきます。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） １年目、今年予算は５０万円だと。希望者が多かったら、要

するに予算はそうしたら前倒しでやってくれるという考え方はどうなんですか、こ

れは。あくまでも今年は、２８年度については、あくまでもこの予算の範囲内で打

ち切りという考えでよろしいのでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 予算上は、いま説明をしたとおりの内容で実施をしたいと

いうことですけれども、もともとはそういう小さい組織であっても、コミュニティ

ーだとか、いろんなことで活動を活発にしていただきたいというのが趣旨でありま

すので、本当にそういう希望が多いのであれば、当然ながら協議をして予算措置も

やぶさかではありません。

ただ、これを前提にして、いまから増やすよという話ではなくて、やっぱり申請

が来れば、私は中身にもよると思うんですよね。いろんな事業をやるときに、まち

づくりだけじゃなくて、例えば教育委員会が持っている機能もありますから、いろ

んな意味でそういう支援をしていくというのが、この事業の裏に隠れている部分で

ありますので、ニーズがあるというような状況が生まれれば、再度協議をさせてい

ただいて補正をする場合もありますし、この予算の中で今年度済む場合もあります

ので、そう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） 他に質疑ありませんか。

加藤君。

○３番（加藤三明君） ９７ページの結婚新生活支援が２口に分かれているんですけ

れども、これ何か意味合いはあるのだろうけれども、ちょっと意味がわからないん

ですけれども。括弧して下の方には町単独分というので７２万円見ているんですけ

れども、その辺の意味がちょっと理解できないので。

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） お答えをいたします。

新年度実施事業の概要をお配りをしておりますが、３３ページに新規の施策事業

調書をつけさせていただいております。この新規事業の目的といたしましては、経

済的理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象に、結婚に伴う新生活を経済的に援

助することで、結婚の希望をかなえるとともに、少子化対策を推進するということ

を目的とされております。

二つ予算項目立てをしているわけでございますが、１０８万円の方が、平成２７

年度の国の補正予算を活用して、国の財源をもとに北海道を通じて間接補助という

形で町村に配分されるものでございます。その事業概要でございますが、国の補助

では新規に、この４月から３月３１日の年度内に新規に婚姻届を申請し受理された
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方が、年収、所得として３００万円未満の方に対して、それが民間アパート、いわ

ゆる賃貸借住宅に入居する場合、その入居された場合の家賃とか敷金、礼金に対す

る補助事業でございまして、年間１８万円を限度としております。

ただ、町単独分で７２万円を拡大で制度設計させていただきました。年度内に新

規で結婚して３００万円未満でアパートに入居という形もなかなか限られてくるの

かなということもありまして、町独自の支援といたしまして、既に結婚している方

でも、民間のアパートに入って新生活を迎えたいという方がおられれば、国の制度

に準じまして、年間１８万円を家賃の対価として支援するということで制度設計さ

れております。

なるたけ私たちも道の補助事業を使えるような想定はしますけれども、なかなか

それに漏れる方がいると想定されますので、広く町の独自事業として拾っていきた

い、支援したいということで、二本立てで今回制度設計させていただきましたので、

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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） たくさんあるけどいいですか。休憩しなくていいですか。

〇議長（村瀬 広君） いいです。どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） 実は、先ほど街路灯の話がありました。街路灯は、読んで

字のごとしだと思うんですけれども、まちの路面を照らすということを考えて、先

ほど公営施設課長が、設置は工事費の中で見ているんだということでした。

町内会がそれをいま所有しているとあったんですけれども、先日テレビで、あれ

も街路灯だったと思うんですけれども、倒れて女の子が指をけがしたという事故が

ありました。あれは、たしか報道によると、犬がマーキングをした中で腐食が進み

倒れていったと。直前に目視で調べたけれども、大丈夫だったという。果たして、

いまの町内会が所有で、こういう事故がもしあったときに、だれが責任をとるんだ

と。街路灯のもともとの使命を考えたときに、こういう不測の事態があったら、町

内会に持たせるのかというと、私はそうじゃないと思うんですけれども、その辺の

判断はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君の質問に対し、理事者の答弁を留保して１６時２０分

まで暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時０７分

再開 午後 ４時２０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

休憩前、山崎君の質問に対し答弁を留保しておりましたので、理事者の答弁を求

めます。

副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） 時間をお取りしまして申しわけございませんでした。

休憩の間に、いろんな経過の協議もしました。多分、いま私がここでこれにする

という答弁は少しなじまない事項だということで、過去の経過についても少し調べ

させていただきたいと思いますし、それから山崎議員が先ほどおっしゃった、事故

が起きたときに果たして町内会ということがなじむのかということも当然あります

ので、そのことも少し検討をさせていただきたいと思いますし、それから、もとも

とその街路灯、防犯灯、いろいろな解釈があるにしても、例えば道道に立っている

もの、町道に立っているもの、国道に立っているものという振り分け方もあると思

います。本来ですと、やっぱりそことの協議も、この機会にぜひしてみたいなと思

っておりますので、先ほど徳田議員はじめいろんな方から意見をいただいておりま

すので、一度経過も含めて精査をさせていただいて、今後本当に町内会が所有とい

う感覚が、町内会が持ったやり方ができるのか、それとも町の方が一括管理をする、

もしくはそれぞれの所管道路に敷設しているものであれば、それぞれの所管が対応

するとかということも含めて、検討をさせていただきたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 所管の話をすれば、国とか道とか、これはやっぱりお願い

するものだというふうに思うんですよ。国道に関しては国、道道に関しては道にし

っかり管理をお願いしますと。しかし、町道に設置をされているような街路灯の場

合、恐らくここに載っている８８基というのは、町道に面しているものだというふ

うに予測をするわけですよ。いまこの８８というのは。

補助率が器具の修繕で１０分の１０、それから電気料と電球破損では１０分の９

の補助をしている。１０分の１は持っていただきながら、所有は町内会だというこ

と。そのことによって、点検もせずにこれまでも、点検をした例はあるかもしれま

せんが、点検をしてその直後に報道による事故ってあったんです。犬には罪はない

と思うんだけれども、恐らくそういうこともあるだろうという報道だった。町内で

も、やっぱりそういう犬を飼っている方もいるし、いろんなことがあると思う。

ここで一回整理をするというのは、事故の前だから幸いだというふうに私は思う。

必要であれば点検をしながら、これは学校の遊具等もそうでした。町が管理をして

いるものについては、しっかりと点検をしながら、これは遊具のときそうですよね。

遊具も点検をしながら、更新なり修理をしていくという、修繕をするということで、

ですから、これを機会に、いまおっしゃられるように８８基、防犯灯はまた別の意

味もちょっとあるかもしれません。それも経過を踏まえて対応していただければい

いと思うんだけれども、少なくともこの８８基については、町内会の負担をなくす

るような、所有じゃなくて町が管理をする、あわせて電気もいまＬＥＤに替えて、

電気代も少なくなると。少なくなるというのであれば、それもまとめて町が、人口

減少の中で地域の方も大変な思いをしていますから、この際なので所有も管理も町、

それから維持費も町が見るということを含めて、内部で協議をしてもらいたいと思
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いますけれども、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） きょうの段階では、検討をさせていただきますということ

で押さえていただきたいなと思います。町長がいれば、挙手をして考え方を述べる

と思うんですけれども、職務代理者も答えられる範疇がありますので。

ただ、いずれにしても、自分のところの近くに立っているものが自分の町内会の

ものだという認識があるのでしたら、多分負担をするとかいろんなことはなじむの

でしょうけれども、多分そういうことがなかなかいま薄まってきていると。もとも

とは、当初町内会の名前を使うというのは、町内会だけではなくて、結局１０年後

とかに補修するときに、国から補助をもらうときに、確かに民間団体の方が補助率

がいいということで、そういう意味合いも当初あったという経過があるということ

も聞いております。

ただ、いずれにしましても、現実に合った、いまの状況に合った行政というのは、

当然必要なことでありますので、間違いなく検討させていただきますし、一番は、

先ほど言っておりました安全面というのも本当に大切なことだと思いますし、考慮

してまいりたいというふうに思いますので、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） ぜひ協議をいただきながら、負担がかからないようなこと

で進めていただきたいと思うし、それから、これは余分なことかもしれませんけれ

ども、鉄を埋め込んで鉄はやっぱり際で腐食するんですよね。だから、そういうと

きには、例えばＦＲＰで巻くとかって、いろんな工法があると思いますから、それ

は公営施設課と技術的な部分含めて、内部で協議をいただければというふうに思い

ます。

それから、次、９７ページで、政策事業と事業の概要の１ページにあるんですけ

れども、北渡島檜山４町食と観光連携、予算書の中でいうと４町地域連携推進協議

会負担金６００万円、２７年度もいろんな取り組みをしてきたようですけれども、

おさらいの意味で、こういうことをやってきたというものをまずご紹介をいただき

ながら、できれば２８年度に向けて今金町はこういうことを考えているという、連

携に向けての話があればお聞かせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） まず、実績というお話でありましたので、４町の町長が一

つになってということの連携事業であります。それで、いままでの実績としては、

まず各分野には分かれておりますけれども、一番課題なのは医師の確保ということ

であります。これは八雲の病院を中心にということもありますし、それから、どこ

のまちも、いま医師確保については大変問題があるということで、４町が広域で要

望をしていくという動きをつくろうということも一つあります。

それから、国保病院の事務長からも話があったと思いますけれども、その連携の

一つの中で、いませたな町から医師をうちの方に派遣をしてもらうというケースも
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あります。

それから、観光的な面で、１町だけではなくて、この４町が一つになった振興施

策を打っていこうというのは、もう今年、今年度中に確認をされております。例え

ば、一番欠けているのは、情報の共有なんですよね。例えば、ちょっと暮らしとい

う事業に関しても、今金に来てちょっと暮らしをしても、ほかのまちのことが紹介

できないなんていうことが現実にあるということで、来る人にしてみれば、せたな

も八雲も長万部も今金も同じような体験をしてもらえばいいわけで、そういうもの

の共通理解を図っていこうということやっています。一番はそういうことです。

それから、研修なんかにつきましては、当時私が入ったときに、なかなか研修と

いうのはうまく行かないんだという話がありましたので、それは提案をさせていた

だいて、もともと既存でやっているそれぞれのまちのいろんな研修事業に呼びかけ

をしてくれればいいんじゃないですかと。なんだかんだ新規事業で予算をかけて一

つの事業をつくり出すのではなくて、既存の事業の中での連携というものをこれか

ら進めていきましょうというのも、一つの大きな成果だというふうに思っておりま

す。

それから、逆に今度新年度につきましては、ここの予算にもあるように、観光と

いうことです。やっぱりこれ新幹線が来るということを前提にして、４町でいろん

な生産物品であるとか、いろんなものの販売対策だとか、そういうものをやってい

こうというのが一つ大きなものにはあります。

それから、先ほど言いました、お金をかからなくても連携をできるということに

ついては、いま各町、４町の総務課長がうちの方が事務局をとることになっており

ますので、例えばいろんなまちの事業だとかというものを、総務課の総務課長が把

握をして、それを４町に配信できるような、いまシステムをつくろうということで、

そういうこともやっております。

それから、教育委員会も結構連携をできる事業が、やっぱり子どもたちに関して

はあります。それは一つはミュージック・サマースクールということで、今年３回

目になるということで、執行方針にもありましたけれども、これも４町の中学校が

一堂に会してやっていく事業です。

それから、教育委員会は多分いろんな試みをこれからやってくれると思います。

教職員の連携であるとか、いろんなことでいま視野が広がっていくのかなというこ

とで考えております。

いずれにしましても、そこに書いてあるものだけではなくて、やっぱり日ごろの

連携が必要だということで、そういう認識に町長含めてなっておりますので、そう

いう観点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） まちの境目というのは、そのときに皆さんが勝手につくっ

たんですよね。今金町はこのエリアだって、八雲はここだって。だけれども、住ん

でいるのは今金町、せたな町は、利別平野に一つに位置して、たまたま境界線を引
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いたということで、八雲も長万部も渡島半島の北部、北に位置をするということで

は、共通する部分っていっぱいあると思うんですよ。

ですから、こういう広域連携をとっていただいて、前に伝染病の侵入・拡散防止

の話もしていただいた経過もあると思うし、最近では、図書の連携もするんだとい

うこと、これは教育委員会の所管ではやっていただいているふうに思います。これ

は、本を八雲で借りて今金で返せるという、非常に画期的な取り組みが、今度は長

万部、せたなも含めて取り組みができるということでは、これはもう非常に有益な

ことだというふうに考えます。

議会もいま、これは議会の話ですからここでするものではないと思うんだけれど

も、４町で連携協定を結びながら、それぞれ情報を共有しながらやっていこうとい

うことらしいので、議会もいま実は少し話があって、４町で交流をしたらどうだと

いう話がありました。４町での交流というのは、たまたまパークゴルフでもしなが

ら交流をしようぜという始まりだったんだけれども、もっともっと深めていくとす

れば、理事者側が４町連携をするのであれば、議会も４町連携をしながら情報の共

有をして、同じ目的に向かってやっていったらどうだと。そういう意味で、議会の

連絡協議会なりいろんな、いろんなというか、ちゃんと公的なものをつくったらど

うだという話が、いま議長を中心に進んでいるんですよ。ですから、そういう意味

で言うと、もっともっと広域になじんでいくということが必要だと思います。ぜひ、

これからもこういう連携を深めていくということでは、特に目玉になるような、先

日、高速道路のオアシスで食の共有したものをやっていました。何か直近に予定し

ているものであれば、具体的なものをお知らせいただきたいんですけれども、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） ありがとうございます。議会の方もそういう動きをしてく

ださるということで、本当にありがたいなというふうに思っています。

副町長会議の中でも、私の方から言わせてもらったのは、やっぱり副町長同士が

気軽にいろんな情報交換できたり、相談できる体制がないと、職員になかなか雰囲

気としておりていきませんよと。

それから、やっぱりトップの首長っていうのは、それぞれのまちを背負って、や

っぱりそれぞれのまちが主体ですから、そこを横をつないでいくのは副町長の仕事

であり、それから各課の担当課長あたりの仕事だろうということで、いまそういう

観点でやっております。

それで、特に議会の力をかりてそういう連携がとれるというのは、ちょっと話は

変わりますけれども、間口の問題でも、議会の皆さんの方から町議会だけでなくて

管内の議長会も連名に連ねたらどうだという提案をいただいて、それも実現しまし

た。この間も報告させていただきましたけれども、道教委の方からは、やっぱり管

内挙げて町村会、教委連、議長会が連名でというのはなかなかないことだというこ

とで、評価もいただきました。
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そういう意味では、今後ともそういう連携の観点からいろいろやっていきたいと

思いますし、それからもう一つ、４町の副町長で確認したのは、同じものを競争し

て買うことはないんじゃないかと。お互いに貸し借りができるものであれば、備品

の貸し借りも一つだろうし、それから、ちょっと広域的なことで、例えばいまはバ

ス代というのは高いですから、お互いに配慮ができるということであれば、所管の

それぞれの持っているバスを有効に活用できたりだとか、やっぱりそういう姿勢が

見えて初めて、町民の皆さんもこの北部が一つなんだと、渡島も含めてという観点

が広がるだろうということで、個々の事業はいろいろありますけれども、いずれに

しても、過去にも家畜の防疫に対する協定なんかも結んで、もう取り組んでいると

ころがありますので、文字どおりもう１町でやる時代ではなくて、広域でいろんな

ことを連携することによって、経費の削減にもつながっていくことでありますので、

副町長の立場からも４町率先して連携をとっていきたいというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 次、お願いします。同じ９７ページで、人材育成・まちお

こし支援事業補助金、これの具体的な内容、何かこういうことが想定されるという

ことがあればお知らせをいただきたい。

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） お答えをいたします。

総合計画の後期計画並びに総合戦略の方でも人材育成というのは重要課題の一つ

ととらえておりまして、何か町で支援できることはないかという始まりで、今回制

度設計をさせていただきました。

やはりまちおこしは人づくりという言葉も昨今言われておりますので、やっぱり

人とのつながり、人がどうやってまちをつくっていくのかという先導的なものを、

町として一部支援したいというものが今回の目的でございます。

そちらの事業調書の３１ページの方に、政策調書もつけております。人材育成を

するための、例えば研修ですとか、例えば何かをする運営費ですとか、あとグルー

プでまちづくりを活性化するためのイベント事業ですとか、そういったものに、や

るとすると必ずお金がかかり経費がかかります。そのために、二の足を踏んで、や

りたいんだけれどもできないんだという話も各界から聞こえておりますので、そう

いった二の足を踏まない、率先してやっていただくために、補助率を１０分の１０、

ただ上限では１０万円とさせていただいていますけれども、そういった方々を少し

でもバックアップしていきたいということで、今回制度設計させていただきました

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） いまの人材育成、まちおこしと、それから、自治会、町内

会独自活動支援事業補助金、これの違いというのは、じゃ、どういうふうにとらえ

ればいいんですか。
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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） 人材育成・まちおこし支援事業に関しま

しては、これは個人であったり、グループをつくって、気の合う仲間が集まって団

体をつくって、何かしたいという意味合いの事業展開を支援することでありまして、

先ほどまちづくり推進課から提案しております町内会、自治会は、その町内会、自

治会で組織として、町内会、自治会と組織としての事業展開をしたいときは、町内

会、自治会の支援。こちらは個人だったり、団体だったりという、町内会、自治会

ではすみ分けをしてやっていき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） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） いや、個人が集まってグループっていうんだけれども、町

内会もそういうグループにあてはまるような気がするんです。この違いをどうとら

えたらいいのかという。要するに、５戸で町内会を組織しているところが、じゃ、

５人で最初の事業に該当するように、私たちで何かやりたいんだと。違うことで、

また今度は町内会でやりたいと言ったら、それは全部ＯＫになるという考え方です

か。その判断は、そしてだれが、どなたがされるんですか。

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） お答えをいたします。

すみ分けといたしましては、先ほど答弁したとおり、町内会、自治会単位で申し

込まれたものはまちづくり推進課、それ以外の個人、グループであれば、私どもの

戦略室であります。

例えば、そこで個人的、グループ的に申請したものが、自治会、町内会の方で事

業としてなじむとか、想定される場合は、２課で連携しながら、また、教育委員会

でも人づくり事業という補助金を持っていますので、そういった関連性を各課で持

ちながら、どの事業でどういった内容で支援をできるのかというものを、申請時点

で、すみ分けできるものはすべてすみ分けしますけれども、どういうふうなふうに

すみ分け、行政の内部の話なんですけれども、そういうことはちゃんと連携をして、

どこで所管をするかというのは進めてまいりたいというふうに思っております。

余り難しく考えていないんです、私たちはね。実際、町内会単位で来るものはま

ちづくり推進課。町内会で例えば何か事業をやりたいと言ったときには、必ず町内

会と自治会の会長名ですとか、そういった方々の申請があるというふうに私どもは

想定をしておりますので、それ以外の申請者が代表になった場合は、私どもの担当

になるのかなというふうに。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 先ほどから聞いていて、いまもそう、これから聞くつもり

のやつも、全部町の独自事業なんです。町の政策事業なんですよ。国とか道のしっ

かり基準、要綱、要領が定まったものであれば、それにのっとってやればいいんで

す。ところが、いまの町の単独の政策予算というのは、いま言う町内会と、それか

ら個人の集まりと、どこで線引きするかって、すごい不透明なの。じゃ、自治会長
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が持ってきたから自治会で、自治会の構成員が持ってきたらまちづくりなのか、そ

ういうことなのかという、いろんな話が出かねない。

このことに対して、議会がしっかり理解をしていなかったら、これから予算をい

ま審議して、これがいいか悪いかって話するわけですから。どうもその辺が不透明。

町内会長以外の人が持ってきて、同じ構成員でも違う人が持ってきたら、仮の話で

すよ。これ想定される、余りよくない話かもしれないけれども、もしそういうとき

どうするんだと。じゃ、だれが判断するんだと。非常に難しい、私は余り難しく考

えていないんですよという、その答弁がおかしい。非常に難しい話です、これ。公

平、公正に事業を活用してもらおうと思ったら。その辺はいかがですか。

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） お答えをいたします。

難しく考えていないということは、ちょっと訂正をさせていただきます。申しわ

けありませんでした。

やっぱり私たちもやるからには、やっぱり制度設計をきちっとしたいというふう

に考えておりますし、もしそういった、いま例を出された関係で来た場合でも、例

えば私たちが受けたものか、まちづくり推進課で受けたものなのか、教育委員会で

受けたものなのか、それぞれ情報を共有しながら、一定程度のルールはつくります

けれども、そういうどちらがどういった支援をできるのかというのは、その都度、

私たちの方で協議をして、町長、副町長の判断をいただくという形で進めてまいり

たいというふうに考えています。よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 違う質問ですか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 先ほども言いましたけれども、不公平感のないような、政

策予算ですから、これが町民にしっかり浸透されながら、うまく活用されるという

ことが大前提ですから、そこに不公平だとか不平等だとかといろんな話が出てくる

ようだと政策は失敗です。そこのところを十分頭の中に入れておいていただきたい

と思います。

次、いいですか。

〇議長（村瀬 広君） どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） 地域特産品開発支援事業補助金、９７ページで、これ地域

特産品というのは何を指すのか。定義というんですか、何を考えているんですか。

どういうものが地域特産品になるのか。

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） 特産品の意味合いですけれども、これは

地域でとれる農産物ですとか、加工品も含めてですけれども、そういったものを活

用して、商品化を目指したいというふうなものの支援をしていくという内容でござ

います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。
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○１０番（山崎 仁君） 最近の話なんですけれども、今金町の特産品じゃがいもを

使ったメニューができました。正式名称はポテサラっていうんですか。これは有志

が集まって今金の名物をつくろうといって一生懸命やりました。私たちも応援をし

ました。コンサルタント、アドバイザーですか、お願いをして、たしか最初にお披

露目をしたときに、すぐ成果は出なくても、３年は続けなきゃだめだよと言ってい

た。これ、町民センターで実はお披露目があったときに、このあいさつを聞きまし

た。３年間がどうだったのか。

それから、ここでいう地域特産品、言うのは簡単なんですよ。よく言う６次化と

かって、農業の分野ではこういう表現をしていることがあるんですけれども、この

ことがこの事業調書の②、事業内容及び積算内訳、この事業内容を見ると、例えば

デザイン開発などのパッケージ開発、具体的にこういうことが出ているんですよ。

これって、地域特産品になるのかどうなのか。コンクール及び試食会等のイベント

に要する経費、地域の特産品っていうのは、一つのテーマですよ。これをコンクー

ルに出すのは経費ですよ。これはテーマをつくるためのお金なのか、経費のための

予算なのか、この政策事業調書を見る上においては、その判断が非常に難しいんで

す。これどちらですか。

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） お答えをいたします。

地域特産品開発支援事業ですので、何か米ですとか、いもですとか、今金には有

名な農産品がありますので、そちらを何か加工して新しい商品として開発するとい

う志の高い方々が、すぐに商品化できればいいんですけれども、なかなかそこまで

行かない、行けないという形の中でありますので、まずは、その開発に係る調査研

究ですとか、それをもとに、じゃ、どういったパッケージがいいのかですとか、そ

ういった初期投資っていうんですか、開発して物産、特産品として販路を拡大する

ためのスタートラインに立って、まずその辺のスタートラインに立つまでの支援と

いう形で私ども考えております。

ただ、営利を目的としているということも前提にありますので、今回は４分の３

の補助率、４分の１は自己資金になるもので想定をしておりますし、上限も５０万

円というふうに決めて、今回制度設計をさせていただいていますので、まずは開発

に係る支援という形で押さえていただければなというふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 開発をするという商品なのか、これを見ると開発をしてか

ら、コンクールに出すパッケージを考えるところまでというところまで出ている。

それから、補助金の額は４分の３、５０万円が上限なんだけれども、同一年度内で

１団体１個人１事業、２年にわたって、同一事業では最長２年間補助を出すと。こ

れ２年間かけて、そういう例えば個人でも事業を想定しているようでありますけれ

ども、前回、さっき言ったポテサラを引き合いに出しましたけれども、あれはメジ

ャーな雑誌を使いながら、多分メジャーだと思うんですけれども、雑誌を使いなが
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ら、媒体を使いながら発信をしていった。

今金はやっぱり素材を生産しています。じゃがいもにしても、米にしても、牛乳

にしても、素材なんですよ。それを加工することの難しさって、それで感じたはず

なんです。素材はいいものをつくっているんだけれども、加工することの難しさ。

これ、ほかでもみんなやっていることなんです。

その中で、だめだと言っているわけではないんですよ、この事業が。しかし、私

たちが議会でこれをすべて聞かないでいいよというわけにはいきませんから聞いて

いるんです。

そんな観点で言ったら、大変難しいと思うんだけれども、この啓蒙の仕方という

か、これをどう町民に知らせてやっていくのか。募集だとか告知をする、それから、

それがこの事業に該当するための手続、どこに申し出をし、どういう審査を受け、

例えばそういうことまで想定されてやっているのかどうか。ふるさと創生事業はふ

るさと創生委員会で、ふる創の場合は事業判断をしている。前のポテサラのときに

は、ポテサラ協議会をつくった。今回は団体、個人自由にやれということなんだけ

れども、これが特産品に値するかどうかというところまで含めて、どういうことを

事業展開、これから展開していく中で想定されているのか。

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） お答えをいたします。

まず、補助金の事業と年度の関係でございますが、やっぱり商品開発に向かうに

当たっては、１年でなかなか成果が見られないということも想定をされるものです

から、その商品を開発するに当たっては、最長で２年間、スタートラインに立つま

での間の２年間は、この開発支援事業で支援すると。

その後、本格的に販路を拡大して、商品化に向かいたいんだという判断がある場

合は、そして町の支援を受けたいんだというふうになれば、それは先ほど、いま山

崎議員がおしゃっていた、ふるさと創生資金またふるさと創生委員会の方にお諮り

をして、事業の審査をしていただくということの流れでいま想定をしております。

ただ、いま、私どもが２年間の１事業への支援をどういうふうに啓発するのかと

いうことですけれども、私たちもこの議会が終わって議決いただいた折には、積極

的にＰＲをしていきたいですし、いま予算の審議中ですけれども、新規事業もたく

さん今回、今年度持っております。それには、住民に深いかかわりのある補助事業

もたくさんあります。それは各課所管ごと、一つ一つ全課ばらばらに啓発するので

はなくて、まずは一回発信は一度町の広報紙で、こういう事業が始まりましたとい

うことをお伝えすべく、まちづくり推進課が広報を担当していますので、いま、そ

ちらの方で調整をして、そういった形でやりたいというふうに考えております。

また、先ほど最後の質問でありました、どういうふうに基準がということであり

ますけれども、我々もふるさと創生委員会の基準もありますし、そういった基準も

もとにしながら、私どもで判断をしつつ、いろいろな聞き取りもしまして判断をし

ていきたいと。最終的な判断は町長、副町長のゴーサインが出れば支援をしていく
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という形になりますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） まだ、質問が続くんでしょう。

○１０番（山崎 仁君） 質問は続きますから、留保していただいて。

〇議長（村瀬 広君） まだ山崎君の質問の途中ですけれども、本日の会議はこれを

もって延会といたします。

よろしいですか。

（「異議なし」の声あり）

◎延会の宣告

〇議長（村瀬 広君） それでは、延会といたします。

大変どうもご苦労さまでございました。

延会 午後 ４時５５分
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