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開会 午前１０時００分

◎開会の宣告

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、本日をもって招集されました平成２８年第３回今金町議会定例会を開会いたし

ます。

◎開議の宣告

〇議長（村瀬 広君） これより、本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（村瀬 広君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の署名議員は、日置君、村上君を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から２９日までの２日間といたしたいのでありますが、

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、以上のとおりと決定いたします。

◎日程第３ 諸般の報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、諸般の報告を行います。

会務報告、監査報告、平成２７年度財政援助団体等監査報告、平成２７年度今金

町財政健全化判断比率及び資金不足比率についての報告、請願の例により処理する

必要がないと認める陳情については、別紙配付のとおりであります。

以上で、諸般の報告を終わります。

◎日程第４ 行政報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、行政報告を行います。

町長より行政報告があります。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政報告朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、行政報告を終わります。

◎日程第５ 一般質問

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、これより一般質問を行います。

上村君の発言を許します。
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上村君。

○１１番（上村義雄君） 私から、災害復旧支援策に基金の創設をということで一般

質問させていただきます。

この度の台風１０号で被災された方々に、まずお見舞いを申し上げます。

町として、早速被害施設災害復旧助成制度に取り組まれたことに敬意を表するも

のであります。

先日の９月５日ころのテレビの番組で、台風について、カリフォルニア大学の研

究によると、日本近海の海水温の上昇により、４０年前よりも１５％ほど勢力が増

しているという放送を見ました。このことを踏まえますと、今回のような自然災害

の頻度が増すことが予想されます。

そこで私は、今後のことを考え、災害復旧支援のための基金を創設されてはどう

かと提案します。当面２億円くらいの資金をもとに、被災施設復旧のみならず、被

災による減収にも対応できるような、無利息または低利息の金利で貸し出しなどを

行えるものをと考えております。

継続して経営のできるセーフティーネットが必要と思いますが、町長のお考えを

お伺いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 上村議員の一般質問にお答えをいたします。

災害復旧支援策に基金の創設をということでありますが、この度の台風１０号の

被災支援を実施することを契機としての提案となる質問であると受けとめました。

この度の一連の災害は、北海道においても激甚災害指定に向けた対応をしてきた

経過があるほどの被害状況であり、今金町としても、被害の大きさにかんがみて特

例で対応することとし、先般の全員協議会において、予算措置前ではありますが、

町の支援策についてのご理解をいただいたところであります。

この度の支援は、産業基盤である施設設備等を対象に復旧支援を行わせていただ

くところですが、全員協議会では、川上議員からも将来につながる支援策という観

点からの発言もいただいたところであります。

上村議員の質問は、今後の災害支援については、基金対応により行ってはどうか

という趣旨であると受けとめました。質問にある災害がどういう災害を意味するも

のなのか、災害支援、基金対応の対象となる分野はどこまでなのか、２億円の根拠

となる運用内容ということが明らかに示されていないこともありますが、これまで

には基金運用や基金にかかわる利子補給等に関し、私なりの考えも示してきている

ところであります。

災害による減収・減益、損失とも言いますが、その根拠となる基準を明確にする

のが難しく、また、減収・減益になったからといっても、その原因が災害によるも

のと断定するのが難しいことと認識をしております。そのようなことを踏まえても、

行政が行う災害支援としては、減収・減益部分の補てん、補償は行わない、行えな
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いという考えを示してきているところでありますし、その考えは変わっておりませ

んということの回答となります。

例えば、農業分野においては、国では災害対策として公的保険制度を設けていま

す。相互扶助が基本ですが、国も財源の半分を負担して損失補てんする共済保険は、

農業経営再建や経営の安定化に貢献する有効な制度であることから、町長就任直後

から、それまで災害に対する町の支援策として実施していた、質問と同様の政策で

ある利子補給支援から、農業共済制度の加入促進に向けた支援に政策を転換し取り

組んでまいりました。

ちなみに、平成１６年度から２４年度までの間に、共済制度の啓発と加入促進を

図ることを目的に２億３，０００万円の町費を支出し、不慮の事故や災害等での損

失補てんと農業生産力向上を目指してきました。例えば、その成果として、この度

大きな被災をしたビニールハウスの施設保険加入の状況を見ますと、棟数７２４棟

に対して６２１棟の８５．８％、６６戸が加入するまでに至っております。

復旧資金の確保についても、町（行政）が基金制度をつくり貸し付けや運用する

こと自体、行うことではないと認識をしております。このことは、融資等の機関が

ありますので、それぞれ有利な条件の制度を利用することが望ましいと考えます。

例えば、商工業分野では、中小企業融資制度もあり、金利は１．６～２．０％、

この度の災害で北海道が用意をした特別な融資制度では金利が１．１～１．３％と

なっています。これに対して、農業関係の融資・資金確保については、そのほとん

どが０．１％と既に低金利であり、特別な災害については５年間の無利子化等の措

置が行われています。このことから、町独自の基金創設を行う根拠を見出すことが

できません。

質問にある基金創設による支援対象の内容が明確でないこともありますが、この

度実施する町の支援は、内容や支援額においても特例と言えるものであることをご

理解いただくとともに、私は継続して経営するためのセーフティーネットとしての

対策は、さまざまな保険制度の加入を基本として、経営者が災害に備える気持ちを

高めていただくことであると認識していますことから、そのことを今後も発信して

まいりたいと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の再質問を許します。

○１１番（上村義雄君） まず災害によって減収・減益したことの補てん、補償を行

うというものではないと。もちろんそうだと思います。ですから、私は今回の場合、

３０％特例で、これは新規就農の部分だとか事業の家屋の部分だとかの町長の政策

によって行われているやつを、特例的に今回また認めますよという、復旧のために

認めますよということだけです。

具体的に、例えば新規就農で新しい若い人が、例えば施設ハウスを建てて、そし

て、ミニトマトなり施設園芸の事業を農業者として新たなスタートを切ったとして、

切った年には、その町長の政策のとおりの３０％などは出るわけです。具体的に言

いますと、例えば１００坪のハウスを建てるのに、わかりやすく言えば１００万円
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かかったとする。その３０％の３０万円は補てんする。１００坪のやつを３棟建て

たとすると、資金は３００万円かかるわけです。スタートする時点で３０％あれで

すから９０万円。２１０万円の自己資金があればいいと。これは借金です。それで、

今年実施しました。そうしたら、このあれでもって倒壊しました。３００坪のうち

の１棟、個人の例で言うとね、その１棟、１００万円の部分がつぶれてしまった。

もう１棟はゆがんで、これも直して使うということにはいかないと。３棟のうち２

棟はだめで、１棟は何とか使える。そうしたときに、その１棟をもとにして、２棟

建て直さなければならないとなったときに、さらにいまの言う新規のあれを採用す

ると、２００万円のうちの３０万円だから６０万円ですね。そうしたら、１４０万

円がまた借金になるわけです。最初の借金と合わせると４５０万円からの借金にな

るわけです。これは収入が倍になるわけじゃないんです。借金を返していくために、

これから何ぼ努力しても借金を返していく方向性を見出していかなきゃならないと

いうことになります。

これは若い人にすれば、Ｉターン、Ｕターンで入ってきて、都市の企業が順調で

ないから田舎に帰ってきて農業でもやるかというふうに決めて、じゃ、やると言っ

て決めた人が、これだけ借金になって、これ利子を今度、これは町長の言うのは、

金融機関で貸し出しするわけだから金融機関を使いなさいという、それから道、国

の制度があって、その中であれするんだから、それを使いなさいと言っている。私

は、国、道の網とふるい等も、大きな被害があって大きな状況になったときには救

われるけれども、それ以外の部分はその網からこぼれると。それで借金は、例えば

ＪＡの融資制度を借りるとすれば３％、３．５％、特例にそういうふうな安い部分

を設けるといっても、今回はビニール等もＪＡから買ったら１年間補償しますよと

いう新たな制度が出てきましたけれども、これからの部分でそういう部分が出てく

るかもしれません。

例えば、そういうようにいろんな事業を進めて、よし、やろうという意欲になっ

て進めた人方の、町長はセーフティーネットは共済保険があって、共済制度でもっ

て、それで足りない部分は自分で災害に備えて蓄えなさいと、最後の結論でそう言

われました。蓄えできる状況であればいいです。借金に借金がかさんでどうしよう

もないということだから、その道や国の網の目からこぼれた部分を、町がどう対応

していくか、そういうところに私は着目していかなければならないのではないかな

と。それが、要するに農業者を、若い人を出ていかせない、そして、農業者を下支

えする。

いま、国営事業で水田を大きくしています。規模は拡大する。国の方向性として

は、規模拡大、どんどんどんどん拡大しなさいと。そうしたら、農家戸数は減らし

て、一定の農家だけがやればいいという状況になると、私は今金町という農業が崩

壊してしまうと思うんです。それをしないために、施設園芸で、小さな面積でもそ

の施設によって収入を上げて、農家を経営できるような体制、そういう多面的な農

業経営があっていいということで、こういう施設野菜、それには町長も同意されて
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いるから、そういう新たな施策でもってやっていることだと思うんです。

いま言うように、借金がかさんだ上に、さらに借金になる。ですから、国、道で

見れない部分の小さなところにも、町が、これは基金をどういう状況でどうだかと

いうことは、私は専門家でないですからわかりません。しかし、そういうようなセ

ーフティーネットを設ける方向性ということも、考えなければならないのではない

かなというふうに思うわけです。

共済制度は、万能じゃないです。なぜかといったら、例えば例を挙げますと、保

険制度ですね、共済保険制度。国保病院の高額療養があります。これは保険で２割、

３割で支払って病院にかかります。手術します。しかし、高額療養になると一回の

手術で２００万円も百何十万円もかかる。じゃ、それはできないと。お金がなくて

かかれない。そのために高額療養の医療費の助成制度というのはできているわけで

すね。私はそのように、保険制度そのものは全くすべてが万能じゃないと。

ただ、そういうところを下支えするためのセーフティーネットをつくるためには、

道、国の部分から外れた、漏れたところの農家のやる気をなくする、本当に聞いて

みるとやる気なくしているんです。いやいや、これだけ借金になって、保険でどれ

だけ出てくれるかわからない。全部保険があれだからって、満額出るわけじゃない

ですから。曲がってあれしたところは、これは使えるからいいですねって一本一本

数えてやるんだと。そして、施設の中のものがつぶれてしまってから、撤去してい

ます。そうしたら、いま、ミニトマトを例に挙げると、９月、１０月で値段が高い

ときに、大いに出荷しなきゃならないときに、ハウスを壊して全部あれを撤去して

いると。そういう部分を、本当にやる気をなくしているときに何をあれするかとい

ったら、やっぱり行政としては、その被災者に寄り添う心が必要だろうというふう

に思うんです。それが農業を疲弊させないし、農業のまち今金ということであれば、

そういうセーフティーネットをきちっと立てることによって、いや、また頑張って

みるかという、その寄り添う心を、もうやる気をなくしている、折れている心を、

何とかまた頑張ってみるかという、その意欲に変えていくように、そういう施策が、

まだまだ手厚くやっていいのではないかと、そういうふうに思うわけですけれども、

再度、町長の考えをお伺いします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 何点かいろいろ質問の内容がありました。

基本的には、国も道も制度を持っていることは、議員も承知していると思います

けれども、融資制度ですね。そのことは、私は非常に有利なものだと思っています。

とりわけ、いまの質問は農業に限定したような発言がありますけれども、私的には、

まち全体の産業振興という視点も含めて考えていかなきゃいけないというふうに認

識しています。農業だけではないと、商工業も含めて、同じような形の中で、そう

いう目を向けていかなきゃいけないという要素があると思います。

とりわけ農業がまちを支えているというような言葉もありますけれども、私もそ

ういう認識をしています。逆に、まちが農業を支える仕組みをつくるためには、ま
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ち全体への理解もいただかなければいけないわけであります。特化した形には、な

っていかないと。

そういうことから、いろんなお言葉がありましたけれども、何よりも今回の部分

については、特例として支援をした。これまでの歴史的な経過の中では、こういう

さまざまな被災に対する直接の支援はなかったわけであります。全員協議会で申し

上げましたように、いままで町で行っていたのは利子補給の部分、お金を借りた利

子の補給の部分を町が面倒を見ていたという経過があるわけでありますけれども、

その政策も、いま低金利時代の中では、どこでお金を借りても、基本的には相当金

利が安くなりまして、今回の被災、町で約１億円ぐらいの支援をしたにしても、そ

の利子補給の部分を考えたら、ほんのわずかなんですね。本当にわずかで済むわけ

であります。それが本当に農家の方にとって、安心感、安定感あるような形になる

のかどうかと。

議員が質問する基金に、町では基金を私はつくるまいという認識を持っています

けれども、仮に基金があって、お金を貸して、結果的には返さなきゃいけないわけ

ですから、その利子の補給の部分は、多分利子の部分は町で面倒を見るということ

の制度になるかと思いますけれども、そのことについても、いま言ったように、現

在行っている農業関係の融資制度０．１％、災害は、今回の台風等を含めてこれま

での経過、今回もそうでありますけれども、無利息、無利子なんですね。そういう

ことを考えた場合に、私はどちらがよいかと。さまざまな考えをめぐらせまして、

今回、直接的な支援体制をとるということで、現在行っている制度を活用した中で

の特例制度として、生かしていきたいなと。直接その金額にはね返るような、被害

にはね返るような支援対策としては、私は望ましいものではないかなということで、

議会にもお願いした経過があるわけであります。

議員がおっしゃるとおり、確かに共済制度というのは、私は非常にすばらしいも

のだという認識を持っています。これはあくまでも減収、量の減収対策であります

し、災害の対策であるわけでありまして、価格の低下だとか、そういう価格に対す

る補償がないわけであります。これは大きな課題ですよということでは、共済制度

の中でも、あるいは国の方でも受けとめながら、これをどういうあり方にするべき

かという議論もしているわけであります。

議員がおっしゃるセーフティーネットも、ほとんどこれからどういう対策をとる

かということでは、もう二年前から具体的な調査に入っております。収入の補償の

保険制度であるわけであります。これは生産者がお金を出して、毎年の収量が上が

って、その分から一定程度を納めて、国の方もお金を入れて、そして。

○１１番（上村義雄君） いいです。質問時間がなくなるので。

○町長（外崎秀人君） まあ、そういうことから含めて、私的にはさまざまな質問が

ありましたけれども、今回、町が基金をつくるにしても、町が基金をつくるという

形にはなっていかないという認識を持っています。

改めて申し上げますけれども、そのことから、さまざまな政策を個々にとってお
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りますし、何よりもやっぱり生産者を含めて考えますと、営農指導、さまざまな被

害の状況というのは農協等も含めて相談するわけでありますが、そこで営農資金の

問題なんかも当然相談に対応できる要素ができるのではないかなと思っています。

そういうさまざまな状況を踏まえて、指導を踏まえながら、町としても対策の道筋

を考えていかなきゃいけないかなと。まずはそういう手順が、私は必要ではないか

なと思っています。

いずれにいたしましても、今回のさまざまな被害によって、これまでの支援対策、

一点わからないのが、これからの災害に関しては、議員がおっしゃるような基金の

中で対応するということで受けとめてよろしいのかどうか、その辺がちょっと明確

でなかったものですから、なかなかとらえようがなくて答弁できる状況ではない。

その設けた基金によって、すべての対策、対応としてとっていくのかということが

一点であります。先ほど一回目に申しました。

二つ目は、農協なり、国なり道なり、さまざま農業が窓口になっている融資制度

の網からこぼれたものを町で拾ってくださいという形になりますけれども、決して

そうはなっていかないと。その判断基準というのは、一回目も答弁しましたけれど

も、だれがそういう判断をするのかと。町がそういうものを持ち得ていることもご

ざいませんし、決してその判断ができる状況ではないという認識を持っていますし、

それはそこそこのやはりさまざまな融資制度を使っていただきながら、そこにどう

支援するかということでは、別な問題として考えていかなきゃいけない私は問題で

あるということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） まず、町長の保険制度、それが唯一だと、それしかないん

だという考え方から、私はこの復旧に向けた基金の制度というものはなじまないし、

そうでないというふうな言い方をされているけれども、現実に、町長はよく個人の

資産に、個人の財産に町が金を出すことはないですよ、しませんよと、そう言って

いた。ところが、この４期目に入って、急遽個人の部分にも補助しますと、これは

町長の政策でもってできるわけですよ。変わるわけですよ。

この基金制度だって、なじまないし、そういうことではないと言うけれども、町

長の判断いかんなんです。まず、私は農業者の人口を減らさないために、農業人口

を減らさない、そして、若い人が安心して経営できるようにするために、私は政策

として、いま、申し上げた一般質問の用件というのをご検討いただけるかどうか、

それを再度確認して終わります。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 何よりも、先ほど述べませんでしたけれども、網から漏れる、

さまざまな制度を使えない方の対応と。借金借金といいますけれども、借金がまた

借金が重なって、また借金が返せなくなる厳しい状況にあるので、それを意欲を高

めるために町がお金を貸し出しましょうということであれば、結果論として、やっ

ぱりそれだけ経営が苦しいわけであります。その判断を町ができるかどうか。貸す
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か貸さないかの判断は私はできません。

加えて、それが焦げついた場合はどうしますか。それは町だから、仕方ないから

それはあきらめるという形になるんでしょうか。

私はそういう制度をきちっと持っている、専門とするところがあると思うんです

よね。融資制度を活用したり、あるいは基金を運用するという形の中での専門機関

みたいな、そこを職とするところも当然あるわけでありますから、そこに私はゆだ

ねていきたい。町で行えるものは、今回、いま、議員の質問にありましたように、

本来は個人資産への支援というのは普通あり得ないわけであります。今回は特例と

してお願いをしました。

なぜ特例かといいましたら、全部が全部、全員が全員ではないんですけれども、

今回、例えば例に出ましたビニールハウスにしても、導入時期に町として中山間を

含めて支援をしています、半額の、４分の１の支援をしています。そこで町のお金

が入って、なおかつ被害を受けたからまだ補助をするのかと。言う人に言わせると

二重補助になるんじゃないかということもあり得るけれども、そこは私の判断でも

って、政策じゃないですけれども、災害は災害として割り切って、ぜひ支援をさせ

ていただきたいという思いを今回出させていただきましたけれども、ときどきの情

勢、状況に応じて、私は行っていくことが必要ではないかなと。

基金を増設するという意味合いを含めて、私は町長として基金をつくっても、基

金運用のそういう自信は全くございませんし、基金を運用できるということは行政

としては行うことではないということで、私の考えはきちっと持っておりますので、

その辺は検討するという形にはできません。

ぜひ、先ほど言わせていただきましたが、いま国の方で、そのことを含めて共済

制度をプラスしてやっていますのが、短期的な収入の変動に応じた、価格変動に応

じてやる。普通の価格の変動に応じた形、それから、今回みたいに災害とか含めた

突発的な事項に応じるための補てん、この三つ、どれになるかわかりませんけれど

も、三つを含めたセーフティーネットの保険制度というのは、いま国で構築してい

ます。すばらしいものになると思っています。

カナダでは、本当にいい成功事例があるんですよ。普段の所得から、生産性の平

均的なものから、プラスした場合は３％を貯金しましょうと。国も２％、州は１％、

３％が６％の貯金になるんですよ。それを何かあった場合、また３年間か何年間の

レベルから価格が落ち込んだり収入が落ち込んだときに、それを活用できる、発動

できるというすばらしい制度で成功している事例がある。多分国の方も、そういう

ことで動いているわけでありますけれども、私は議員がおっしゃるとおり、私も思

いがある、このセーフティーネットにつきましては、リスクが発生したときにどう

いう補償があるかということについては、そちらの制度が最も有効な形になってい

くのではないかなという期待を込めておりますので、その辺の情報も出させていた

だきたいと思います。

○１１番（上村義雄君） 私の質問する時間よりも、町長の答弁の時間の方が多いわ
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けですね。最後、一言だけもう一回やってよろしいですか。

〇議長（村瀬 広君） 議論が平行線な気はしますけれども、もう一回だけ、じゃ、

端的にお願いします。端的に、じゃ、許します。

○１１番（上村義雄君） 私の質問する時間よりも、町長の答弁の方がはるかに多い

わけでございます。

まず、町はお金がないということをはっきり表明しましたね。人口を減らさない

ために、いろんな施策をやりますよね。私はこういうことを、セーフティーネット

のそういう融資制度も、それは形がどういう形になるか、農協が入るか、商工会が

入るか、役場も入れるか、それはどういう形になるかわからないけれども、そうい

うセーフティーネットを、今金町の人口を減らさない、商工もそうです。やめよう

かと思っているところに、屋根を飛ばされたと。これでまた借金してあれするので

あれば、やはりだめだなと。そのときのあれは、町の住宅２割部分あるからそれで

やりなさいと。私はそういうものも含めて、私は農業だけのことをこれで言って、

２億円の資金運用ということを言っているわけではありません。例としてそういう

ことがあるんですよということを言っているわけです。

再度、その部分お願いします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 基本的には、さまざまお金を貸すわけですから、審査は私は

できません。審査の基準をどう設けるかです。町がどれだけ減収があったとか、減

益になったとか、さまざまな分野というのは、共済保険制度もそうなんですね。そ

こは明らかに５年間というレベルの中の実績に基づいて、高い方と低い方の中間点

をとって、なおかつ掛金は、生産者が掛金でもって物を決めるんですよ。どのくら

いが入るかって。そういうことの制度が、私は町として、いま議員がおっしゃるよ

うな形をとるのであれば、私はみんな、私が一般業者であっても、全部町に借りに

行きます。金融機関は一切借りません。融資は借りません。町でただでどんどんど

んどん貸してくれるなら。私はそういう機関ではないということから、審査はでき

ませんし、そのための事務を行うという私は機関ではないと。そのための専門の機

関が当然あるわけでありますから。

なおかつ、有利な条件、有利な制度をどう紹介するかとか、どう構築していくよ

うに町長として声を上げていくかというのは、それは行政として私の仕事だと思っ

ております。

その基金の段階で、人口が減る減らないという話には私は通じないと思っていま

す。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 融資制度の部分ということでございますので、この質問は

私は町民がどう判断するか、それはあると思うので、これをもって質問を終わりま

す。

以上です。ありがとうございました。
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〇議長（村瀬 広君） 以上で、一般質問を終わります。

議場の時計で、１１時１５分まで暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時０４分

再開 午前１１時１５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６ 同意第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、同意第１号を議題といたします。

今金町固定資産評価審査委員会委員の選任について、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） 同意第１号 今金町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて、提案理由を申し上げます。

平成２８年１０月１６日をもって任期満了となる同委員に、新たに佐藤弘一氏を

選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき議会の同意を求めるも

のであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。

ご審議いただきご同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （同意第１号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 暫時休憩します。

休憩 午前１１時１７分

再開 午前１１時２５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

履歴について、再度、総務財政課長森君より説明願います。

総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （同意第１号再朗読説明、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。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 同意案件については、疑義はございません。

ただ、私、委員会でも指摘しましたけれども、なぜこういうことが起きるのか。

あなた方はプロでしょう。議案提出するに当たって、何をチェックしていたんです

か。たるんでいるとしか言いようがない。やっぱりもっとチェック機能をきちっと

して、議案提案をするときには、本当に間違いがないかどうか、そのチェック機関
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をきちっとつくらなきゃだめですよ。ただ取り替えて謝れば済むというというもの

ではない。私から言わせれば、議会をなめているとしか言いようがない。もっとや

っぱり真剣に、出すものには責任を持つ。そのことをきちっとしていただきたいと

思います。

答弁は要りません。

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。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき、討論を省略し採決を行います。

本案は、原案のとおり同意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、本案は原案同意と決します。

◎日程第７ 同意第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、同意第２号を議題といたします。

今金町教育委員会委員の任命について、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） 同意第２号 今金町教育委員会委員の任命について、提案

理由を申し上げます。

平成２８年１１月１２日をもって任期満了となる同委員に、引き続き永井章氏を

任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に

基づき、議会の同意を求めるものであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。

ご審議いただきご同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （同意第２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。

履歴については、継続なのでということで報告を受けているんですけれども、そ

ういう考えでよろしいですね。

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。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき、討論を省略し採決を行います。

本案は、原案のとおり同意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、本案は原案同意と決します。
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◎日程第８ 議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第１号を議題といたします。

今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償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１号 今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償

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。

行政不服審査法に係る審査請求事務を扱う法務嘱託職員については、管内７町の

共同取り組みとして、法テラス江差法律事務所所属弁護士とすることで協議が整っ

たことから、報酬額を規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８、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９ 議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第２号を議題といたします。

町道路線の変更について、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２号 町道路線の変更について、提案理由を申し上

げます。

社会資本整備総合交付金事業による橋梁整備のため、道路法第１０条第２項及び

第３項の規定に基づき、町道の変更を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。
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（「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１０ 議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、議案第３号を議題といたします。

平成２８年度今金町一般会計補正予算（第４号）について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第３号 平成２８年度今金町一般会計補正予算（第４

号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億２，

４０４万８，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億６，０３２

万２，０００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ページです。

１款町税において４０９万９，０００円の追加の主なものは、個人町民税及び固

定資産税です。

９款地方交付税において８，８９９万１，０００円の追加は、交付に伴って留保

していたものを財源充当するものです。

１１款分担金及び負担金で４６８万３，０００円の追加の主なものは、農業経営

高度化促進事業受益者負担金です。

１２款使用料及び手数料で１３２万６，０００円の追加は、配食サービス利用料

及び総合体育館使用料です。

１３款国庫支出金で８６５万４，０００円の追加の主なものは、障がい者医療費

負担金、地方創生推進交付金であります。

１４款道支出金において１，１００万９，０００円の追加の主なものは、障がい

者医療費負担金、電源立地地域対策交付金、農業経営高度化促進事業補助金であり

ます。

１７款繰入金において６００万円の追加は、まち・ひと・しごと総合戦略基金繰

入金であります。

次に、歳出は３ページです。

２款総務費において４，７１３万円の追加の主なものは、退職手当組合負担金、

町有住宅改修設計委託料、まち・ひと・しごと総合戦略基金積立金、山村活性化地

域協議会補助金などであります。
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３款民生費において３，３６７万５，０００円の追加の主なものは、障がい者グ

ループホーム整備事業補助金、高齢者住宅等除雪サービス委託料であります。

４款衛生費において１，６３２万１，０００円の追加は、国保施設勘定繰出金が

主であります。

６款農林水産業費において２，１０６万円の追加は、農業経営高度化促進事業補

助金、小規模治山事業測量設計委託料、森林管理道住吉支線開設測量設計委託料の

追加が主であります。

７款商工費において２１８万３，０００円の追加の主なものは、産業基盤整備促

進支援事業補助金であります。

８款土木費において３１３万６，０００円の追加は、河川維持費における工事請

負費が主であります。

９款消防費において１１７万９，０００円の追加は、常備消防費であります。

１０款教育費において３５１万８，０００円の追加は、保健体育総務費及び学校

給食費における備品購入費が主であります。

１１款公債費において４００万１，０００円の減額は、償還利率見直しと平成２

７年度借入額の確定及び利息の確定が主なものであります。

次に、地方債の補正については５ページから６ページであります。

５ページの変更については、起債の限度額の変更であり、起債の方法、利率、償

還の方法については変更がありませんので、説明を省略させていただき、起債の目

的、限度額の補正について申し上げます。

起債の目的、臨時財政対策債、限度額１億５，５１０万円を１億３，６２０万３，

０００円に変更し、計３億８，９９０万円を３億７，１００万３，０００円に変更

するものであります。

続いて、６ページは追加であります。

起債の目的、認定こども園利用者負担額助成事業債、限度額１，８１０万円、起

債の方法、普通貸借または証券発行、利率、年５％以内、償還の方法、政府資金に

ついてはその融資条件により、銀行その他の場合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

もしくは低利に借り換えをすることができる。計３億８，９１０万３，０００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しておきます。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

１款議会費の質疑を行います。２３ページです。
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（「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。２４ページから３３ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） ２７ページの地方創生事業費の中の委託料と工事請負費につ

いてですけれども、６月定例の前の総務厚生常任委員会のときに３００万円の計上

があったので質問したのですけれども、何も決まっていないということでした。そ

して、そのあと、６月定例会本議会において同僚議員が質問したときには答えてい

ましたので、今回、総務厚生常任委員会では質問しないで、本会議でしようと思っ

て今回させてもらっています。

だからといって、何も難しいことは考えていません。今回、私もこの植物工場に

関しては、これ植物工場ですよね。一般質問でもさせてもらって、養護学校の卒業

生の就労の場ということもやらせてもらいましたし、今回間口増設ということで、

その就職の場所があるという、受け入れの場所があるということは有利になるとい

うふうに思っていますので、全くそのとおりだなという考えでおりますけれども、

ちょっと確認をさせていただきたいと思います。

今回、今年から事業が始まると言っていて、来年からということになったのです

けれども、それというのは、国の助成が受けられなかったからなったのか。 また、

もしそうだとして、これ助成がない場合でも、この事業は進めていくという考えが

あるのかどうか。まず一点。

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） 日置議員のご質問にお答えします。

まず、ＴＴＮコーポレーションの会社の事情によりまして、延期になったという

ことでございます。補助金につきましては、引き続き、国の補助金につきまして該

当するものがないかどうかは、それについては模索を続けておりますので、延期に

なったということは、ＴＴＮコーポレーションの事業主体の問題であります。

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） ＴＴＮコーポレーションの事業計画の対象時期の経

過については、いま、まちづくり推進課長が話をしたとおりなんですが、今回、財

産管理費の方で６月に３００万円ということで、敷地調査ということで議会の方の

承認をいただいたものでありますが、今回地方創生の事業の方に振り替えをという

ことであります。

その段階で、該当箇所の方については、以前にお知らせをしたクアプラザピリカ

の下の方の土地になりますけれども、そこの敷地調査とあわせて、来年度早々にで

も事業計画が固まりましたら、そのハウスの設置ができるように土地の整備を進め

ていきたいということで、この度地方創生の方の予算に振り替えをして、改めて予

算計上させていただいたという経過になっておりますので、よろしくお願いをいた

します。
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〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） それは理解しています。ただ、さっきも言ったんですけれど

も、補助金が絶対これは当たるものなんですか。もし当たらなかった場合でもやる

のかどうかと。もしその場合は、町の負担が、補助率が変わってくるのでどうなる

のかなというのをまず聞かせてもらいたいなと思っています。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 多分一番心配をされているところだというふうに思ってお

ります。

いま、課長の方からもお話ありましたけれども、補助金については、いま、町も

そうでありますけれども、山村協、それからコンサルタントの方でも、いま、その

獲得に向けて動いているという状況は一つあります。

それから、もともとの事業計画の中で、補助金が当たった場合に、５０％のうち

の２５％が町、それから実施主体の方が２５％という計画であります。

それで、町としては、その補助金が当然当たらなければ、それに見合った規模で

のスタートということになりますし、それから、そのことについてもＴＴＮとの協

議が必要になってくるというふうに思っております。

ただ、いまの段階では、この調査研究事業の中では、例えばハウスの熱源をどう

していくのかということで、例えば温泉熱が適しているのか、それから、一般に言

われている太陽光的なものが適しているのかというのも、この調査の中で含まれて

おります。

今回、振り替えをしたというのは、国の創生事業に位置づけが認められました。

当然ながら、地域振興の中での障がい者雇用であるとか、そういうものの国が進め

るものと合致をするということで認定をいただきましたけれども、本体そのものの

事業に関しては、やはり補助金をきちっといただいて、当初の計画でいくというの

がベースにあることでありますので、仮にその補助金の適したものが見つからない

ということであれば、その規模だとか大きさについても、当然ながら今回の候補地

というのは広大なものではありませんけれども、その辺のことをきちっと協議をし

て、スタートをしたいというふうに思っておりますので、大前提はやはりきちっと

した、補助金がきちっと見つかって、その中で、当初の計画どおりそれぞれの負担

の中でスタートを切るというのが、基本だというふうに思っております。

以上であります。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 今回はこれで初めて予算が出てきたので、入り口の場面だと

思いますので、ちょっとそういうふうに聞かせてもらいました。

もう一点だけ。雇用の部分なんですけれども、どうもちょっと解釈が間違ってい

るのかもわかりませんけれども、仮称ですけれども、まちづくり今金町、いや、株

式会社今金町だったかな、いまかねか、そこが派遣するという事業がありますよね。

でも、いま、ＴＴＮが来年２名というのは、ＴＴＮが単独で雇用するということで



- 21 -

いいですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） いま、日置議員がおっしゃったとおりです。この確認につ

いては、確かにＴＴＮの都合の方で事業の実施は１年おくれますが、ただ、当初社

長さんが言われていた障がい者雇用については、間違いなく採用をするということ

でのお話をいただいておりますし、その中で、私が聞いている範疇の中では、いろ

んな例えばできていないまでも、研修をしていただいたりだとか、そういうことで

の方向をいただいておりますので、２名の雇用というのはお話をいただいている経

過でありますので、そこについての変更はないということで理解をしております。

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） ２５ページ、ふるさと創生基金の追加がありますけれども、

総務厚生の説明資料の中で、ふるさと納税をする場合、クレジットカードも利用で

きるということなので、このことについては大変画期的なことだなというふうには

思っていますけれども、もう少しわかりやすく、この利用をするに当たって、町内

出身者だけに通知するのか、それとも全国ネットで通知するのか、その辺の考え方

をちょっとお聞かせいただきたい。

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） ふるさと納税にかかわって、クレジットカード決済

を導入いたしました。これにつきましては、町の方のホームページにもリンクを張

っておりますが、ふるさとチョイスというふるさと納税を専門に扱っているサイト

がございまして、そちらの方から、全国的に発信がされているという状況になって

おります。

それから、広報の方でも、あれは何月でしたか、ふるさとチョイスが始まる段階

でも同様の周知をしたかというふうに思っておりますが、そういうことで、そのサ

イトをのぞきますと、そういうことのご案内がされているということになっており

ます。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） それで、実は先月中学校の同窓会をやって、本州から何名か

来ていただきました。そのときに、今金町のふるさと納税をした場合の返礼品につ

いて、実はずっと北海道米のイメージが悪くて、新潟だとか秋田だとかっていう米

を食べているんですという話だったんです。それで、いや、今金にも実はすばらし

くおいしいお米が何品もありますよということで、じゃ、それはふるさと納税した

ときにはもらえるんですかというふうに質問されまして、いや、多分それは今金の

農産物は返礼品の中にも入っていますし、馬鈴薯もあるし、米はもちろんのことで

すが、それと和牛の肉もありますよということで、いま言われたようにクレジット

も使えるということになると、その幅が非常に広がっていくのかなというような気

はしておりますので、やはりネットを開設できない年代に来ていますので、その辺
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の対応策はちょっとやっていただきたいなというように思うんですが、その辺の考

えをお聞かせ願います。

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） 今回ふるさとチョイスの方に委託をして、ふるさと

納税の取り組みをしましたが、それ以外でも、クレジットカード決済以外にも、従

前どおりの納付書でのふるさと納税もできる仕組みになっておりますので、その際

については、まちの方へお問い合わせをいただけるようにご案内をしてまいりたい

と思いますし、それから、返礼品についても、農産品で７品目、シイタケ、ネギ、

男爵、アスパラ、それからお米がふっくりんこ、ななつぼし、ゆめぴりかというよ

うなことになっておりますし、加工品で言うと、地酒、それから無添加みそ、紫蘇

ジュースというようなこともあります。それから、町内のホテルの宿泊券、それか

らお食事券、これは黒毛和牛のお食事券ですけれども、そういったものを用意をし

ておりまして、事業者で言うと、いま９事業者が参画をいただいております。

コースも、納税の額によりまして、５，０００円から１０万円までのコースで５

コース用意をしておりまして、それぞれのコースに応じて、例えば返礼品を組み合

わせてというようなことでいま進めておりますので、よろしくお願いいたします。

そのあたりのご案内は、ホームページなんかでもできますが、直接町の方へお問

い合わせをいただければ、従来どおりの納付のし方もできるということになってお

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。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ２４ページの委託料での減額、それから、追加等もありま

す。美利河の町有地の話であります。

交付金が採択になったということなんですけれども、これ採択になった時期とい

うのはいつごろなんですか。

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。

地域再生計画の内閣総理大臣の認定は、９月２日付で認定をされております。

いま、内閣府のホームページでいろいろな認定をされた各都道府県、市町村の名

称と事業名が公表されておりますので、また後日改めて、内閣総理大臣の認定書が

届くという段取りとなっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ６月定例会で町有地の調査をするということで３００万円

を議決しました。当時、急を要するものであれば、臨時会でもいいんじゃないかと

いう話もあったんだけれども、６月補正でやりたいんだと。９月２日にこれ採択と

いうことですけれども、その間、全く工事はされていなかったということでよろし

いですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。



- 23 -

○総務財政課長（森 朋彦君） おっしゃったとおりでありまして、６月の補正予算

に当初提案をさせていただいたのは、工事請負費ということでありましたが、その

後、少し敷地の関係の調査ですとかということで、調査委託料ということで改めて

提案をさせていただいた経過でありますが、それから地域再生事業の方に採択され

るまでの間、先ほど言いました事業者の事情なんかもありまして、時期が少しずれ

込んだこともありますので、実際作業としては行われていなかったということであ

ります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 必要なときには必要な対応は議会はするんですよ。補正予

算で６月議決をするということは、これはもう９月までの間にやりたいということ

ですよ。そういう答弁です。これが、事業者の都合でおくれたとはいうけれども、

６月に議決したら、即執行できる状況にあると。これが事業者の都合で執行しない

でいたというのは、これ期間的にどうなんだということですよ。

結局は、今回の９月定例でこの予算を見ながら対応できるわけですよね。結果論

としてこうなってしまった。議会は、先ほどからも言ってます。適時対応しながら、

急を要するものであれば臨時会を開催しながらでも、必要なものは議決は過去ずっ

としてきたわけです。今回のように、６月の補正でお願いしますといって、工事を

調査に変えてまで議決をしながら、執行もしないでここまで来たというのは、私は

どうなんだという気がする。予算の持ち方と執行、ただ使わなかったから返せばい

い。新たな事業が９月２日採択されたから、９月２日に採択されてもちゃんと予算

書に載ってくるんですよ。そのあり方はどうなんだということですよ。どうなんで

すか、これ。

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） ６月当初提案をさせていただいたときにつきまして

は、あれは事業計画が改めて町の方に、改めてといいましょうか、正規に町の方に

提示をされて、用地の方は、町の方が町有地を活用していただくということで用意

をしますということでしたので、そこに係る、整備に係る費用については、町の方

で負担をしたいということでありました。

当然、そこの土地を活用するということになりましたら、そこの土地にどのよう

な施設、あるいは設備が設置をされるかということも含めて、事業者の方と整理を

していかなければならないということでありましたが、まだその段階では、事業計

画が提示をされて間もなくでありましたので、そこまでの細かい詰めにはなってい

なかった。

ただし、その時点では、計画がまとまり次第、早急に事業を進めてまいりたいと

いうことの考え方がありましたので、そのことの備えとして、改めて予算を持たせ

ていただいたというふうに私どもは理解をしております。

その後におきまして、先ほど来出ておりますが、事業開始が少しずれ込んだとい

うことでありまして、加えて、今回地方創生の内閣府の採択をいただいたというこ
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とも踏まえて、予算の振り替えをお願いしているわけでありますが、このことにつ

きましても、事業者の方の準備、それから、私どもの方とのすりあわせが済みまし

たら速やかに執行ができるように、あらかじめ予算を持たせていただきたいという

ことでありますし、これは国の方の地方創生の採択のスケジュールとも見合わせて、

今回の提案になったということでありますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 答弁漏れとか、質問を変えますか。３回終わったかと思うん

ですけれども。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ちょっと長くなりますけれどもいいですか。

〇議長（村瀬 広君） 質問だけ。答弁については、午後からということで。どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） いまの町有地の活用については、異論はないんですよ。し

かし、議会の立場として、やっぱり予算を持ったらすぐ執行しなければならないか

らというふうに思うわけです。それが、事業者の都合というのは、すり合わせもう

まくいっていなかったのかということにもつながる。だから、しっかり調整をしな

がらということを今後考えていただきたい。

あわせて、行政報告の中で、この会社にクアプラザピリカ、いわゆる美利河の指

定管理を任せたいという話が載っています。美利河の指定管理、マックアースとの

関係もある。それから、その後どうそこを運営するかということにつながっていく

と思うんだけれども、いま言われている町有地を活用した事業と、それから美利河

を指定管理させるのは、全く違うことで考えていいのか、そうでないのかをまず。

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、昼食のため

１３時まで暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時５９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、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。

○副町長（中島光弘君） 午前中の山崎議員のご質問の方にお答えをしたいと思いま

す。

まず、議員がおっしゃっておられました６月定例会の予算の関係については、当

初工事請負ということでうちの方で提案をしようということでありましたけれど

も、皆さんからご助言をいただいて、いろんな方向が見えるということの中では、

調査費ということで予算づけをというアドバイスをいただいたという経過でありま

した。

経過は経過として、議員がおっしゃるとおり、予算がつけばすぐに執行するとい



- 25 -

うのが原則でありますので、そのことについてはおっしゃるとおりだなというふう

に思っております。

それで、先ほど課長の方からも話がありましたとおり、ＴＴＮの辻野社長の方か

ら、７月だったと思いますけれども、ちょっとスタートがおくれるという事情だと

いうことでご連絡をいただきました。そのことも踏まえて、うちの方は町だけでは

なくて山村協という組織もありますし、それから議会の方もあるということで、８

月の１９日だったと思いますが、全員協議会で社長の方に来ていただいて、その経

過もお話をするということでお話をしていただきました。そのあと、山村協でも同

じようなお話をいただきました。

この進め方につきましては、いま、ＴＴＮの方にプロジェクトをつくっていただ

きました。それは社長の傘下に居る職員の皆さんで、この今金でスタートをするこ

の事業に対する職員の皆さんのプロジェクトチームであります。私どもとしては、

いま、これからそこの方との具体的なやりとりをしたり、それから、実際に社長さ

んと常務さんはこの地を見ていただいておりますけれども、実際の運営に当たった

り、いろんなことを取り仕切っていただくプロジェクトの皆さんというのは、現地

も見ておりませんので、そこもぜひ見ていただきたいという、いま考え方を持って

いるということでご理解をいただきたいと思います。

それから、二つ目にご質問がありました指定管理の件であります。

指定管理は、おっしゃるとおりこのこととは別物で、クアプラザピリカの指定管

理について、町長の意向もありますが、ぜひＴＴＮの方に担っていただきたいとい

うことがあります。

ただ、この担う分野については、これからＴＴＮの方に町として出向きます。実

際に、どの分野までＴＴＮが担うことが可能なのか、それから、指定管理料のこと

もあると思いますので、その辺の詰めをしなければならないというふうに思ってお

ります。

順序としては、いま、先ほど言いましたプロジェクトの皆さんにも来ていただい

て、できれば１０月の中旬ぐらいまでにはいろいろな方向を出して、議会の方にも

相談をしたいと。それが終わってから、タウンミーティングという流れができれば

いいかなということで、いまの時点ではそういう考えでおりますが、指定管理につ

いては、あくまでもＴＴＮ側が、うちの方の意向でどのぐらい可能なのかというこ

とが出てきますので、この辺は一定の方向が出れば、当然ながら議会の方にも相談

をしたいというふうに思っていますし、町長が前にも議会で申し上げたのは、温泉、

それから宿泊、できればレストラン部門というものについては、美利河の観光だと

いうことでのぜひ継続をしたいという意向もありますし、それから、檜山７町の中

でのバリアフリー化の、いま７町こぞってのメニューの一環でもありますので、そ

ういう意味でも、美利河の位置づけをきちっとしていきたいという意向もあります

ので、これからその事務段階とのいろんな調整が出てくるということになっていく

のかなというのが、いまの現状であります。
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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） ＴＴＮの植物工場とは全く別な考え方ということで、理解

をしたいと思います。ということであれば、改めてクアプラザピリカの存続に関す

る、今度は質問が出てくるということになります。

残念ながらマックアースが撤退を決めた中で、ＴＴＮに指定管理をお願いしたい

という町長の考え、この根拠は一体何かということ。これ、指定管理ですから、い

ろんな会社がもしかしたらここの管理を受けてもいいと、受けたいと、こういう可

能性も全くないわけではないと思う。指定管理の中で言うと、この制度の中で言う

と。それを最初からＴＴＮにお願いをするという、根拠はどこにあるのか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 前にも説明を申し上げましたけれども、順序から言うと、

当初はＴＴＮの方は金原地区というお話でありました。

それで、ちょっとその辺が前後する兼ね合いあると思いますが、当時、１月にマ

ックアースの方が指定管理を続けられないという申し出がありました。そのときに、

町としては、何とか美利河の方も存続をしたいという思いもあって、可能であれば

というお話をしたのも事実です。

ただ、そのときに、全く無理であれば、当然ながらこのことというのは実現もし

ませんし、ただ、ＴＴＮの辻野社長も、スキー場を含めたものに関しては、宿泊も

されておりましたので、クアプラザピリカの施設そのものといいますか、その機能

については興味を示してくださったというのは当時の経過であります。

これ、言われるように、一般募集だとかいろんな考え方があると思いますけれど

も、前もちょっとお話ししましたが、ＴＴＮというのは、再生といいますか、リフ

ォームだとかいろんなノウハウを持っていらっしゃるということで、この話とは別

に、奥ピリカのことも、いま懸案に実は残っております。そのころからも、いろん

な相談、提案をいただきたいねという話は、当初からしていた経過がありましたの

で、今回、うちの方からクアプラといいますか、美利河にということで、場所の方

をＴＴＮに変えてお願いをしたいというか、無理でしたらしようがなかったんです

が、検討してくださいと、ぜひ考えていただきたいということで依頼をして、その

方向で何とか行けそうだと。

ただ、指定管理そのものの方は、まだ具体的な話をしておりませんので、これは

ニュアンス的なお願いはありますけれども、全然まだ具体的ではありません。当然

ながら、どの部門までということも出てきますし、果たしてうちの方が、ＴＴＮが

飲んでくれたその部門だけで可能かどうかということも出てきますので、これは少

し詰めが必要になってくるというふうに思っておりますし。

それから、今回、いままでクアプラザを経営してきた中で、いろんなデータなり、

そういうものも持っております。たまたまいま、前もお話ししましたけれども、宿

泊部門というのはずっと好調であります。ただ、このことを守っていくためには、
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一定程度のいろいろなものの配慮だとか、いろんなことの方向づけも必要になって

きますので、いま、その検討もうちの方で進めながら、ＴＴＮとの依頼交渉に向け

たいというのがいまの状況ということであります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） たしか６月だったと思うんですけれども、美利河のたしか

資料をいただきました。ホテル、それからレストラン、温泉も含めていろんな絵が

示されました。

こういうことを考えているんですかという質問が、たしかあったと思うんですが、

これは会社から提案があったことで、これはまだ何も決まっていないんだという説

明でした。ところが、いまの答弁の中では、こういう可能性はあるんですかという

問いかけを町がしたという。これ、最初に話をしたのは、会社がつくってきた提案

ですということだった。でも、いまはこちらが提案をしたという、お願いをしたと

いう。

それから、金原という地区で、この植物工場という話は、確かに議会も説明を受

けました。その金原から美利河に移ったということは、美利河に植物工場をつくる

だけじゃなくて、当初から、当初からクアの管理をお願いしたいということが視野

にあったのかどうか。我々が説明をいただいているのは、会社の提案ですと。いま

の答弁は、こちら側からお願いをしたという。

いずれにしても、美利河がこれからも存続をしていかなければ、今金町にとって

唯一の、唯一だと思うんですけれども、観光施設ですよ。既にオオシュブンナイの

滝もほとんど通行ができない。それから、奥ピリカもああいう状況。この状況を何

とかしなきゃならないなというときに、一番だれが考えなきゃならないかといった

ら、町ですよ。まちが、どうしたらいいかということを考えなきゃ。まちの財産で

す。これがあれだけの資料が出てきた中で、これは会社がつくってきたことですよ

というのは、腑に落ちなかった。だから、その辺のところをしっかり、町がお願い

をしてあの絵をつくってと、例えばですよ。こういうことであれば、はっきりそう

言ってもらわないと、どっちが先に言い出したのかわからない話になってしまう。

そこのところを、まず明確にして、先ほどの植物工場は、これはまた別な話だと

いいますから、全く切り離した話だというのは、いま理解しましたから、別にこう

いうことがあるんだったら、これから多分議論になると思います。いまの話はどう

ですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） このあと、町長にご答弁をしていただこうと思いますが、

いまの話でちょっと整理をしておきたいのが、美利河に行くということで、当然美

利河というのはクアプラがありますから、そういうことで、間に入っている業者が

構想を、絵をかいてくれたということは間違いないんです。

ただ、当時、マックアースリゾートというのが、続けられないということがあり

ましたけれども、あのときも、議会の方からいろんなご助言をもらいました。きち
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っとやらないと、全部の話がおかしくなる可能性があるということで、決してＴＴ

Ｎの方に、先走ってそれをお願いをしているという経過はありません。

ただ、美利河地区に行くということになれば、当然コンサルタント会社も入って

おりますので、少しリゾートのような絵をかいてきましたけれども、そういうニュ

アンスのイメージでとらえてくれて、絵をかいたということは間違いないと思いま

す。

ただ、その時点で、指定管理をお願いするということは、まだ町長から話はして

おりません。ただ、今後出てくる可能性があるのでという話はしてあります。ちょ

っと微妙な言い方をして申しわけありませんが。というのは、マックアースの話に

戻ってしまいますけれども、マックアースも、議会の方でたしか支配人の方に、オ

ーンズの社長の方に、何とか検討の余地はないんだろうかというご意見をいただき

ました。せっかくできたご縁なんだから、北海道として、極端に言うと別にやると

か、それから一ノ本社長が、ここはペイをしないまでも、理想でこの地に来てくれ

たということで、再検討はどうなんだろうかということも議会の方から言葉もいた

だきました。

それで、うちの方は、当然ながら議会からいただいた言葉でありますので、吉野

社長の方は、そのことを本社には伝えますということを言ってくださいました。

その時点で、まだ具体的な指定管理を完全にやめるとかなんとかはしておりませ

ん。あくまでも、あのときもご指摘がありました。社長が自ら、せっかくできたご

縁なんだけれども、今後の方向性については、きちっと議会で報告してくれるんだ

よねという話がありました。私もそのことは当然だということで、お願いをしてお

りまして、一ノ本社長は、この間来て、いろいろ検討したけれども申しわけないと

いうことで、指定管理というか、それは続けられないということでのお話があった

というのは経過であります。

ただ、議員がおっしゃった部分のクアプラをどうするかというのは、おっしゃる

とおり、ＴＴＮが考えるというよりは、まず町がどうしたいのかという意向があっ

て、それにたまたまご縁ができて、美利河の地で植物工場をスタートすることにな

ったということで、そこのことが少し可能になってくるかどうかというのは、町か

らお願いをするのが私は筋だというふうに思っていますので、経過についてはそう

いうことで、事前にそのことを練れなんていうことを言ったこともありませんし、

ただ、そのことが美利河でやるということは、当然ながらコンサルタントですから、

そういうこととあわせた植物工場の振興を、観光面も踏まえてということで、前に

計画で出てきた絵になっているというふうに私は思っております。

〇議長（村瀬 広君） ３回終わりましたけれども、質問内容を変えますか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 変えます。いまの話なんだけれども、だれがお願いするか

というのは、やっぱり町がお願いをする。それを受けて、コンサルなり会社がどう

するかということをプレゼンしてくるというふうに私は思っていますから、あそこ
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に出てきた資料というのは、当然今金町がお願いをしてつくったものだというふう

に、そう理解していたわけだけれども、これは会社がつくったものだから、ちょっ

と私たちは関与していない旨の話があった。その辺はちゃんと訂正して、町が責任

を持って観光施設をどうするかということにかかわっているんだということでは、

まずお願いをしたい。じゃ、町長、答弁して。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 経過につきましては、副町長の方から話した経過があります

けれども、最初にこのお話が、ＴＴＮコーポレーションが今金にというお話があっ

たとき、最初のきっかけは、そういう流れがあって、私も一番最初にＴＴＮさんと

おじゃましたときには、既に商工会を窓口として、コンサルタントでもって、町長

は事前に商工会を通じて今金町としてのいろんな環境は整える努力をしますよと、

応援をしますよという言葉を述べさせて、何をという具体的には全くなかったんで

すけれども、立地条件等を含めてさまざまなところがありますので、ぜひその辺は

見てくださいという話は、商工会を通じて話した経過があるわけであります。

その足でもって、私は同行いたしませんでしたけれども、社長さんが今金町のい

ろんなところ見ていただいて、結果的に当時は、一番最初にはいろいろ遊休施設を

含めて考えた場合に、美利河が既に運営しているので、あそこということにはなら

ないという話を聞いておりました。

でも、一番私が印象に残ったのが、美利河だとか、特に奥ピリカだとかスキー場

にすごく関心度を持っていました。ああ、そうですかと、非常に関心度を持ってい

ただきました。ほうということで、私は少しくありがたく、そこでは会話には通じ

ませんでしたけれども、そういう思いを持ちながら、プロジェクトを含めて金原の

方を候補地としてこれから考えていきたいという話があったわけであります。

実際話があったわけでありますが、町長としては、先ほど言った環境を整えるた

めに、まずはさまざまな行為だとか調査だとか入る場合に、事前に金原地区の方に

も、町長の言葉として役員の方々に話をしなきゃいけないかなと。こういうことで

構想を持っている方々が来られますし、話があると思いますので、ぜひ聞いていた

だきたいし、時には協力をお願いしたいという話をさせていただいた経過がありま

す。

そういう中では、しばらく経過があるわけでありますけれども、具体的に金原を

通じた中での構想案が出てきました。そこには美利河は全くありません。最初の原

案というのは、全く入っていませんでした。私がやっぱり町長として気にしたのは、

さまざまなまちのことも、自分の承知している部分がありますけれども、ハウスが

約９００平米、３００を３棟、３年計画でやっていくと。そんなに敷地があるのか

どうかということは、いの一番に。これはいままでもいろんなところで話をしてい

ますけれども、本当にあそこでこれからどんどん広げていく可能性があるのかどう

かということで、非常に心配した要素があります。

事業を行うことについては、何も問題ないですけれども、町長としては、提供す
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る以上は、最初来たのは、体育館を使いたいという話だったんですが、ああ、それ

はありがたいですねという話で聞いていたんですけれども、そのうちに表側にハウ

スでやりたいと。９００と。えっ、グラウンドに入ってしまうよねと。そこで私が

気になったのは、地域とより一層綿密な構想を練っていかなければ、あそこで偶然

その年にパークゴルフ場も老人クラブの方中心につくった経過があるものですか

ら、その辺がちょっと話が広がっていく可能性があるので、いろいろアドバイスを

しながらさまざま、これからも含めて考えていただきたいと。

そういうところにマックアースの話がありまして、さて、美利河をどうするかと。

これは町長は、さまざまな視点で物事を考えていかなければいけないと。植物工場

を含めても、そこにあったのが、私がぴんと来たのは、農村レストランということ

も、金原の学校の一部を使ってやりたいという構想。そこにいろいろめぐらせて、

立地条件等々含めてさまざまな問題というのは、町長として考えるさまざまな問題

点みたいな、課題というのはあるよという話を、商工会を通じていろいろな話をし

た経過があるわけであります。

参考に、そういう思いがあるので、ぜひ町長としては、美利河という立地条件も

ありますし、そういう施設もあるし、有効活用できる可能性があるということを含

めて、ぜひ参考にしていただければという提案をさせていただいた経過の中から、

いま、議員がおっしゃったあの資料に、裏づけでもって向こうのコンサルを中心に

構想を持ってきたと。それは全体構想に多分なると思いますけれども、構想案はい

ただいたと。

そこについては、具体的に私もまだコメントを出しておりません。あくまでも、

まだ想定をしている部分にありますけれども、正式には要請をしている部分がない

わけでありますから。今回、社長さんが来られて、これから具体的な話をさせてい

ただきたい。議会にも話をしましたけれども、これから指定管理に向けても、これ

から協議、相談をさせていただきたいという話で、今回の全員協議会は終わってい

るわけでありますけれども、今回の行政報告にも、そこまでは記載しておりますが、

具体的にそこに向けて、植物工場は植物工場、指定管理は指定管理という形の中で、

区分しながらもやっていく可能性はいかがかなと。

加えて、植物工場だけでその運営全体を、人の流れ全体が組み込めるかどうかと

いうのは、向こうで判断することでありますけれども、町としては、そういう優位

性も含めた提案もこれから具体的にさせていただきながら、何とか、クアプラザピ

リカ全体の事業、そのものの運営を含めて、継続的にそういうふうにしたいなと考

えているところであります。

〇議長（村瀬 広君） 確認ですか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 植物工場、いわゆる公社をいまつくりますよね、来年。運

営する会社、人材派遣をする。植物工場は植物工場でつくる。それから、養護学校

からの卒業生を受け入れる公社が、まちづくり会社ができる。
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私がいま聞いていたのは、植物工場をＴＴＮと一緒にやっていくものと、クアプ

ラザの指定管理は全く別ですよねと確認をしたんです。いまの話の中に、農村レス

トラン、例えばあります。クアの中にあったのは、あれは農村レストランという意

味じゃなくて、植物工場、ふるさと会社の方でやるということでいいんですね。全

く別ということを聞いているので、いま答弁があったので、別であれば、その農村

レストランたるものも、その辺が非常にごっちゃになっていると思うんですよ。で

すから、その辺をしっかりまとめたもので報告をいただきたいなとまず思います。

その報告をいただくようにお願いをしたい。

それから、これ、質問が長くなって申しわけない。指定管理が、もしほかから指

定管理させてくれというところが来たとしたら、これはどうするのか。断る理由、

町長はＴＴＮにお願いをしたいというんだけれども、これは競争しながらというこ

とももしかしたらあるかもしれない。こういう場合はどうなるのかというのと、あ

わせて指定管理をする範囲はどこまでなのか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 先ほど言いましたように、農村レストランの図面というのは、

金原の構想の中にあったんですよ。金原に植物工場をつくるという最初の構想の中

に、農村レストラン等々が記載されていたんですよ。そういうさまざまな事業展開

も、金原の地域で行うとすれば、あそこが立地的に含めてどうなのかということは、

私はこの場所で果たしていいのかなということで、ちょっと心配に思う要素があっ

たということです。それはそれとして、美利河ということにはならないということ

で、まず押さえていただきたいと思います。

そういうことから、私の方から紹介等々を通じて、コンサルタントの方にも、果

たして金原というだけでこれからも行くのでしょうかと。私としては、美利河とい

うことを考えてた場合に、マックアースさんもあれするし、あそこの施設も利用の

可能性というのは、これからも膨らんでくる要素もあるので、そういうところの展

開なんかもよしとして考えることも含めて、相談させてもらいたいなという話をさ

せていただきました。

その次に出てきた構想案に、美利河のさまざまな先ほど言ったような、後ろの方

ですね。植物工場以外のその他のさまざまな事業で出てきたということでご理解を

いただきたいと思っています。

私としては、会社、さまざま植物工場等々含めて、あくまでも町長が目指してい

る雇用の場ということの大きな目安でもって、私は新体制をもっていきたいという

思いを持っているものですから、もっともっと雇用の拡大を図っていくという可能

性を、ぜひ考えていかなければいけいないと。そう考えた場合に、あの地域でやる

とすれば、連動できる要素もありますし、有効な時間の配分なんかを考えたら、い

まクアで行っているさまざまな事業の中に、障がい者の方々の働く場所もできるだ

ろうし、上手に連動できる可能性というのはあるのではないかという構想は、ずっ

と描き続けてきた経過があるわけであります。
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そういう話は何気なくさりげなく、指定を頼むよという言葉でない中で、何気な

くさりげなく話をしてきた事例が、当然いままであるわけであります。今回は、改

めてマックアースさんが撤退するということで、社長さんからこの前はっきり私も

聞きましたので、そのことをもって、次の段階に踏み込もうということになったわ

けであります。

公募どうのこうのも含めてそうでありますけれども、いまのところは、その方向

性を持ちながらも進めている考えはありますので、いまのところはＴＴＮさんを優

先的な形の中で指定管理者としてお願いしていくスタンスを持ちたいと思っていま

す。

そこで、先ほど副町長言ったように、さまざまな条件とかさまざまなものはあり

ます。どこまで受けれるかという問題もありますので、そのことをもって、きちっ

と整理をし、ああ、難しいなと思えば、改まった中での指定管理者の公募というも

のもあり得る要素がありますけれども、いまのところはＴＴＮさんに連動しながら

事業推進をしていただきたいと。そこで雇用拡大を図っていただく、町長としての

思いを実現していければなと思っているところであります。

〇議長（村瀬 広君） 先ほど後段の質問で、指定管理の範囲、どういうふうに考え

ているかという質問あったんですけれども。

○町長（外崎秀人君） いま言いましたように、クアプラザピリカを含めた、いまの

マックアースのその後の指定管理については、いま申し上げましたように、ＴＴＮ

さんを中心にお願いする形で進めていきたいと思っています。

その後に、いまも申し上げましたけれども、そこで受けるか受けれないかの判断

をいただいた中で、受けれないとすれば、次の段階として、議員がおっしゃるよう

な形の中で、次のステップとして公募がいいのか何がいいのか含めた次の段階に移

らせていただければなと。いまのところはＴＴＮさん一本にして、何とかお願いを、

これから協議に入らせていただきたいと思っています。

○１０番（山崎 仁君） 指定管理の範囲とか、どこまでを、会社じゃなくて、どこ

までの業務を指定管理するんだという話。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） ごめんなさい。あくまでも、いまマックアースリゾートさん

が管理をしていただいている業務を一応視野に入れて提案をしていきたいと思って

いました。

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） 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。３４ページから３８ページです。

（「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。３９ページから４０ページです。
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（「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。

６款農林水産業費の質疑を行います。４１ページから４３ページです。

（「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。４４ページから４５ページです。

（「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。４６ページから４８ページです。

（「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。４９ページです。

（「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。

１０款教育費の質疑を行います。５０ページから５２ページです。

（「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。５３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。

歳出全般について、質疑漏れございませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） 総務厚生の資料の中の北渡島と、それから檜山４町。

〇議長（村瀬 広君） 最初に議案のページ数を言ってからお願いします。

○４番（向井孝一君） 説明書のまちづくりの総務厚生の２ページです。

〇議長（村瀬 広君） ここに関連するものを言っていただければありがたい。これ、

どこかで関連していると思うんですけれども。

○４番（向井孝一君） 総務の方ですね。

〇議長（村瀬 広君） ２７ページですか。

○４番（向井孝一君） ２７ページです。

この資料の中で、北渡島檜山の４町地域の連携推進協議会、これスポーツなんで

すが、これが実は先月ですか、私もウオーキングで八雲の方に行ってきたんですけ

れども、参加人数については、それほど大きい人数だとは思いませんでしたけれど

も、これ、今金町については、来年の全道の障がい者の歩くスキー大会に合わせて

やるということなんですが、これは長万部町、それからせたな町も、年度内にこの

事業を消化するということでの事業計画なのか。その辺をちょっとお知らせいただ

きたい。
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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） 向井議員のご質問の内容については、教育委

員会が所管している事業になりますので、私の方から。

１点質問の中で、来年行われる障がい者スポーツ大会に対しての部分ではなくて、

ふれあいスポーツ、歩くスキー大会、町の中で行っている部分であります。この部

分を４町連携として取り上げるところでございますので、事業としては、そういう

位置づけということでご理解をいただきたいと思います。

それから、４町連携でありますので、地元の今金町は当然でありますけれども、

せたな町、八雲町、それから長万部町、それぞれ運営に関しての協力もいただきま

すし、参加についても広く募りながら、盛大に行いたいということで考えていると

ころでございます。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） そこで、４町連携では議員の方も、４町連携の中でのスポー

ツということでパークをやったりしているんですよ。そして、これは町民向けの４

町連携の歩くスキーだったり、ウオーキングだったりということでやっているんで

すが、これは単年度事業での構想としているのか、それとも来年度以降もずっと継

続してやるという考えでいるのだろうか。その辺はどうなんですか。

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） 事業の採択に当たっては、単年、単発で終わ

るというところは認められませんので、今後も継続して４町連携として行っていく

という考えでおります。

〇議長（村瀬 広君） 他に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款町税の質疑を行います。７ページから９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。

８款地方特例交付金の質疑を行います。１０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。１１ページです。

（「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。

１１款分担金及び負担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） 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。１３ページです。
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（「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。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） 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。１６ページから１８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。１９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。

１７款繰入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） 繰入金の質疑を終わります。

１９款諸収入の質疑を行います。２１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。２２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、歳入全般についての質疑を終わります。

歳入全般について、質疑漏れありませんか。

（「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１０、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１１ 議案第４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、議案第４号を議題といたします。

平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第２号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） 議案第４号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事

業勘定補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ５０万５，

０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ１０億６，４６２万円にしよう

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ページをご覧ください。

３款国庫支出金において２１万６，０００円の追加は、国民健康保険制度業務準

備事業補助金であります。

９款繰入金において２９万円の追加は、一般会計繰入金及び財政調整基金繰入金

であります。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費において４０万１，０００円の追加は、旅費及び委託料であります。

１１款諸支出金において１０万円の追加は、保険税還付金であります。

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・歳入全般についてそれぞれ行います。

始めに、歳出全般についての質疑を行います。８ページから１０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。

歳出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、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

次に、歳入全般について質疑を行います。３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、歳入全般についての質疑を終わります。

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１１、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。
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◎日程第１２ 議案第５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１２、議案第５号を議題といたします。

平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第５号 平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２９９万９，

０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ８，３５２万１，０００円にし

ようとするものであります。

補正の概要につきまして、歳入より申し上げます。１ページです。

１款後期高齢者医療保険料において２９９万９，０００円の追加は、特別徴収保

険料及び普通徴収保険料であります。

次に、歳出は２ページです。

２款後期高齢者医療広域連合納付金において２９９万９，０００円の追加は、後

期高齢者医療広域連合納付金であります。

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。３ページから４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） 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１２、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１３ 議案第６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１３、議案第６号を議題といたします。
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平成２８年度今金町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、理事者の説

明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第６号 平成２８年度今金町介護保険特別会計補正予

算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、保険事業勘定において既定の歳入歳出予算の総額に

それぞれ２３３万５，０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ６億９，

６９５万円にしようとするものであります。

補正の概要について申し上げます。

歳入は１ページです。

８款繰入金において２３３万４，０００円の追加は、介護保険基金繰入金が主で

あります。

次に、歳出は２ページです。

６款諸支出金で２２４万円の追加は、国庫負担金等精算返還金であります。

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。３ページから９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） 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１３、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１４ 議案第７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１４、議案第７号を議題といたします。

平成２８年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第２号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） 議案第７号 平成２８年度今金町国民健康保険特別会計施

設勘定補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、収益的収支において、既定の収入・支出予算の総額にそれぞれ１，

４４５万８，０００円を追加し、補正後の額を収入・支出それぞれ７億２，８８０

万５，０００円にしようとするものです。

補正の概要について、収益的収支より申し上げます。１ページです。

収入。１款第１項医業収益で１５万１，０００円の減額は、公衆衛生活動収益及

びその他医業収益の減額であります。

第２項医業外収益で１，４６０万９，０００円の追加は、一般会計負担金が主で

あります。

次に、３ページです。

支出。１款第１項医業費用で１，４４５万８，０００円の追加は、人件費の補正

及び固定資産使用不能除却費の追加が主であります。

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、収益的収入及び支出全般について行います。１ページから４ページです。

（「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全般についての質疑を終わりま

す。

収益的収入及び支出全般について、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 収益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１４、議案第７号について採決を行います。

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１５ 議案第８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１５、議案第８号を議題といたします。

平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、理事者

の説明を求めます。

副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） 議案第８号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ７，００

０円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３，１３３万５，０００円にし

ようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページをご覧ください。

１款使用料及び手数料で７，０００円の追加は、滞納繰越分です。

続いて、歳出は２ページです。

２款維持費で７，０００円の追加は、原材料費が主であります。

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。３ページから４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） 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１５、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１６ 議案第９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１６、議案第９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補正予算（第２号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第９号 平成２８年度今金町公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ８２９

万２，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，４８５万２，０

００円にしようとするものであります。
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補正の主なものについて、歳入から。１ページです。

３款国庫支出金で２８２万８，０００円の減額は、社会資本整備総合交付金であ

ります。

４款繰入金について５４６万４，０００円の減額は、一般会計繰入金です。

次に、歳出は２ページから７ページです。

１款総務費において５３万９，０００円の減額、２款維持費で５９２万９，００

０円の減額、３款建設費で１８２万４，０００円の減額は、いずれも委託料であり

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。３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） 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１６、議案第９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９号は原案のとおり可決いたしま

す。

この時計で１４時５分まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５３分

再開 午後 ２時０５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１７ 認定第１号～日程第２４ 認定第８号（一括審議）

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。

日程第１７、認定第１号 平成２７年度今金町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第１８、認定第２号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定

歳入歳出決算認定について、日程第１９、認定第３号 平成２７年度今金町後期高
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齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２０、認定第４号 平成２７

年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２１、認定第５号

平成２７年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について、日程

第２２、認定第６号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出

決算認定について、日程第２３、認定第７号 平成２７年度今金町簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第２４、認定第８号 平成２７年度今金町

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、以上８件につきましては、一

括議題とし審議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。

したがって、一括議題として審議することに決定いたしました。

本案は、議会選出の監査委員を除き審議したいのでありますが、ご異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、徳田議員については退席をお願いいたし

ます。

（徳田議員 退席）

〇議長（村瀬 広君） 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） 説明を申し上げます。

認定第１号 平成２７年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第２

号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定につい

て、認定第３号 平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定第４号 平成２７年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、認定第５号 平成２７年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認

定について、認定第６号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入

歳出決算認定について、認定第７号 平成２７年度今金町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について、認定第８号 平成２７年度今金町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について、以上８会計の歳入歳出決算認定について、提案理由

を申し上げます。

平成２７年度今金町一般会計並びに各特別会計につきましては、それぞれ法定期

間内に決算を了し、監査委員の審査をいただいたところであります。

審査結果につきましては、９月５日に意見を付して審査報告書をいただきました

ので、地方自治法並びに地方公営企業法の規定に基づき提案をいたします。

ご審議いただき認定賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明が終わりました。

理事者の概要説明を求めます。

なお、説明に当たっては、事前に平成２７年度決算状況の概要の配付があります
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ので、総括的な説明としてください。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） それでは、説明を申し上げます。

平成２７年度の状況を、認定第１号から順次概要を申し上げます。

平成２７年度決算状況の概要をご覧ください。１ページです。

前段の国内情勢については、省略をいたします。中段からであります。

本町の財政状況を見ると、健全化判断比率等の財政指標においては、健全性が保

たれていますが、歳入面では地方経済の持ち直しが一部見られるとされながらも、

町税収入の大幅な増額は見込めない状況にあり、他の財源確保に努めなければなり

ませんが、将来世代への負担の先送りとなる町債発行に依存することは避けなけれ

ばなりません。

同様に、歳出面においては、扶助費、補助費、物件費、維持補修費といった経費

が高水準のまま推移しているため、依然として厳しい町財政の現状を認識の上、財

政健全化推進プログラムに基づく計画的な行財政運営とより一層の事務事業の厳選

により、健全な財政運営に努めなければなりません。

一方で、地域産業の充実、少子高齢化対策、教育文化の振興等を重要施策として、

町民生活向上のための施策を着実に進めるとともに、より透明性の高い町政運営を

図ることを旨として、予算執行をした次第であります。

以下、各会計の概要を申し上げます。

始めに、一般会計より申し上げます。２ページの前段であります。

平成２７年度の当初予算規模は５０億１，０３９万１，０００円で、補正予算３

億７，５５０万９，０００円を追加し、最終予算総額は５３億８，５９０万円、前

年度対比０．３％の増となりました。

これにより、平成２７年度一般会計の決算額は、歳入総額で５３億１，２５９万

８，０７６円、前年度対比０．４％減、歳出総額は５２億６，３４６万８，６３３

円で、増減率０．０％となりました。

以上の結果、歳入歳出差引総額は４，９１２万９，４４３円となり、繰越明許費

の繰越分１，６３９万４，０００円、財政調整基金への積み立て１，７００万円を

差し引いた１，５７３万５，４４３円を平成２８年度へ繰り越しし決算を了した次

第であります。

途中の詳細は省略させていただきます。８ページ、下から３行目をご覧ください。

なお、地方財政は依然として厳しい状況が続いており、今後もますます厳しい状

況が続くことが予想されますが、財政健全化のために徹底した経費の節減、合理化

を図りつつ、限られた財源を有効に活用し、質の高い行政サービスを行うため、一

層の努力をする所存です。

次に、特別会計について申し上げます。

国民健康保険特別会計事業勘定につきましては、９ページです。

歳入決算額は１１億１，４６１万３，４２５円で、収入未済額は４，４６６万２
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２２円で、徴収率は８２．７％で、前年度に比べ０．７ポイントの増となっており

ます。１０ページです。歳出決算額は１１億１，１４７万２，１３４円で８６万８，

８６６円の執行残となりました。これにより、歳入歳出差引額は３１４万１，２９

１円となり１９４万１，２９１円を財政調整基金へ積み立て、残額１２０万円を翌

年度へ繰り越しいたしました。

少子高齢化の進展や経済の低迷等に伴う低所得者の増加、慢性疾患を中心とした

疾病構造の変化や、医療技術の高度化、専門家に伴い、医療費は依然として高い水

準で推移している状況にあります。今後においても、医療費の低減、適正化のため

の取り組みを計画的、積極的に推進する所存であります。

後期高齢者医療特別会計につきましては、１１ページです。

歳入決算額は８，２２０万３，１８２円で、歳出決算額は８，２１７万９，９４

１円で４，０５９円の執行残となりました。これにより、歳入歳出差引残額は２万

３，２４１円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。

今後においても、当該制度の円滑な運営が図られるよう、住民への制度趣旨の周

知を引き続き行うとともに、高齢者が安心して生活できるよう努める所存でありま

す。

介護保険特別会計につきましては、１２ページから１４ページであります。

保険事業勘定より申し上げます。

歳入決算額は７億２５９万６，８９９円で、歳出決算額は７億１１６万４６５円

で１０１万６，５３５円の執行残を生じました。これにより、歳入歳出差引額は１

４３万６，４３４円となり、介護保険基金への積立３９万８，４８７円を差し引い

た１０３万７，９４７円を翌年度へ繰り越しいたしました。

次に、サービス事業勘定であります。１３ページから１４ページです。

歳入決算額は７９７万１，６２２円で、歳出決算額は７８７万３，９１９円で７

万９，０８１円の執行残となりました。これにより、歳入歳出差引残額は９万７，

７０３円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。

今後においても、平成２７年２月に策定した第６期介護保険事業計画、平成２７

年から２９年度に基づき、基本理念である住み慣れた自分の地域で元気に暮らし続

けることができるまちづくりを目指し、地域で支え合うための体制づくり、元気で

生き生きと暮らすための体制づくり、住み慣れた地域で安心して住み続けるための

体制づくりの基本方針の達成に向け、着実に施策を推進し、高齢者保健福祉の推進

に努める所存です。

介護老人保健施設特別会計につきましては、１５ページから１６ページです。

収益的収入の決算総額は３億４，４２５万５，１６６円で、収益的支出の決算額

は３億４，４１７万５，１３５円となっております。

資本的支出の決算額は２，３６０万６，７９４円であり、これにより当該年度純

利益は８万３１円となり、前年度からの繰越利益剰余金が２，１８５万７，１６５

円ありましたので、当年度末利益剰余金は２，１９３万７，１９６円となりました。
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介護老人保健施設は、高齢化の進展とともに、地域の中核施設としての役割も大

きく、今後も在宅復帰支援機能の充実を図るため、関係機関との連携強化を推進し、

サービスの質を高め、効果的かつ適正なサービスに努める所存であります。

国民健康保険特別会計施設勘定につきましては、１７ページから１８ページです。

収益的収支につきましては、病院事業収益の決算額は７億３，１９０万３１５円

で、病院事業費用の決算額は７億３，０７７万６０円となっております。

資本的収支の決算額は、収入が４０５万円、支出の決算額は３，４９４万６，０

７５円となっております。１８ページです。

これにより、当年度純利益は１１３万２５１円となり、前年度繰越欠損金が９，

０５１万５，６７２円から長期前受金収益化分７，２５１万１，２６９円を差し引

き、当年度未処理欠損金は１，６８７万４，１５２円となりました。

自治体病院における医師、看護師不足など、地域医療を取り巻く環境は以前にも

増して厳しい状況が続いておりますが、経営の効率化等のための関係医療機関との

連携を図るとともに、地域住民との共同連携も図りながら、町民が安心して医療を

受けられる病院づくりに努めてまいる所存です。

簡易水道事業特別会計につきましては、１９ページから２０ページです。

歳入決算額は１億２，５７７万４，２０８円で、歳出決算額は１億１，８１１万

５，７０７円となり５０５万７，２９３円の執行残が生じました。これにより、歳

入歳出差引額は７６５万８，５０１円となり４００万円を財政調整基金へ積み立て、

残額３６５万８，５０１円を翌年度へ繰り越しいたしました。

なお、今後も良質な飲料水の安定供給のため施設の維持管理に留意するとともに、

経営の健全化のための一層の努力を傾注いたします。

公共下水道事業特別会計につきましては、２１ページから２２ページです。

歳入決算額は２億７１５万９，４６３円で、歳出決算額は２億７０２万８，３３

５円で２万１，６６５円の執行残となりました。これにより、歳入歳出差引額は１

３万１，１２８円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。

今後も適切な維持管理に努めるとともに、引き続き積極的な広報活動を展開し、

経営の健全化に向けた取り組みを強化してまいる所存です。

以上、平成２７年度各会計の概要を申し上げましたが、厳しい財政事情の中で各

施策を推進できましたことは、議会を初め町民各位のご協力のたまものと、深く敬

意と感謝を申し上げる次第であります。

本年度の決算説明資料の調製に当たりましては、昨年と同様に投資的事業の概要

のほか、建物等の維持管理費、事務経費など用途別に決算を精査いたしました。監

査委員からの指摘、ご指導をいただいた諸点を十分に認識するとともに、次年度以

降の執行に万全を期することをお誓いし、平成２７年度決算審査に当たり、内容を

審査の上、速やかなる認定をお願い申し上げまして説明にかえさせていただきます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明が終わりました。
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次に、監査委員の報告を求めます。

代表監査委員、天井君。

○代表監査委員（天井幸雄君） 平成２７年度各会計決算審査の結果をご報告申し上

げます。

審査は、平成２８年８月１７日より同８月２５日までの延べ４日間にわたり、地

方自治法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項の規定により、町長

より提出された平成２７年度各会計歳入歳出決算書及び証書類について審査を実施

いたしました。

審査結果について、平成２７年度の一般会計を初め各特別会計の決算は、いずれ

も法定期間内に出納閉鎖がなされており、正当なものと認める。各会計の決算計数

については、歳入歳出関係諸帳簿及び証書を照合した結果、いずれも符合しており、

誤りのないことを確認した。

なお、各会計決算の概要並びに総評については、決算審査報告書は事前に配付さ

れておりますので説明は省略いたしますが、１７ページをお開きいただきたいと思

います。

総評。１、総括的意見の前段、財政状況等についてはご覧をいただきたいと思い

ます。後段について、決算審査を行った結果、監査委員として気づいた点及び今後

検討を要すると思われるものについて申し述べます。

１点目でございます。債権管理について。地方税法の規定に基づく徴収金に係る

債権以外の未収債権について、回収不能時の対応が明確化されておらず、それぞれ

の関係課の対応にゆだねられていることから、債権回収事務処理に差異が見受けら

れる。今般、簡易水道使用料などの私法上の債権において、徴収見込みがないにも

かかわらず、滞納事案として継続している状況が見られた。このことは、適切な債

権管理に欠けることとなり、さらに無用なコストや労力を要することから、住民負

担の公平性の確保や債権管理の適正化を目的として各市町村で制定が進んでいる、

債権管理条例の制定に向けた検討を行うとともに、債権の適切な管理に努められた

い。

２点目でございます。時間外勤務の縮減等について。時間外勤務については、こ

れまでも決算審査や定期監査において縮減を図るよう注意喚起をしてきたところで

あるが、平成２７年度の時間外勤務の実績は、支給者数１１９人、総時間数１万４

３４時間で、１人当たり月平均時間数７．３時間となっており、月平均１５時間以

上は１３人となっている。町として、ノー残業デイ（毎週水曜日）の設置や事前届

け出の徹底、時間外勤務の状況把握による職員管理などに取り組まれていることは

評価するものの、実効性が上がっていないのが実情であると言わざるを得ず、時間

外勤務が恒常化している部署が複数見受けられる。時間外勤務を長期にわたり継続

することは、心身の健康及び公務の能率に影響を及ぼすおそれがあることから、各

部署にあっては、引き続き業務の見直しを行うとともに、総業務量や業務の優先度、

業務の実態、配属職員の適性、職場の風土などを管理職員がそれぞれの立場で十分
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に把握認識することによって、時間外勤務の削減のみを目指すのではなく、率先し

て職場改善を推進することが必要と思われる。

また、組織のあり方をはじめ、定数配分、人員配置、業務内容の分析などを有機

的に連携させ、職場ごとの課題に応じて、きめ細やかな柔軟性を持った労務管理を

望むものである。

以上申し上げまして、決算審査報告といたします。

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明及び監査委員の報告が終わりました。

これより、認定第１号 平成２７年度今金町一般会計歳入歳出決算の審査を行い

ます。

質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、発言は簡明かつ明瞭とし、

議題外にわたらないよう、あらかじめお願いをしておきます。

なお、決算書、決算説明書は、事前に配付されておりますので、ただちに審議に

入ります。

質疑は、歳入より款ごとに行います。

１款町税の質疑を行います。１２ページから１５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。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） 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。１４ページから１７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。１６ページから１７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。１６ページから１７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。１６ページから１７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。１６ページから１７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。１８ページから１９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。
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９款地方交付税の質疑を行います。１８ページから１９ページです。

（「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。１８ページから１９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。１８ページから２１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。２０ページから２３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。２２ページから２７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。２８ページから３３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。３２ページから３５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。３４ページから３５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。３４ページから３７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。３６ページから３７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。

１９款諸収入の質疑を行います。３６ページから３９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。３８ページから４１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。
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次に、歳出の質疑を款ごとに行います。

１款議会費の質疑を行います。４２ページから４３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。４２ページから６５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。

３款民生費の質疑を行います。６４ページから７９ページです。

（「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。７８ページから８５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。８４ページから８５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。８４ページから９７ページです。

（「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。９６ページから９９ページです。

村上君。

○８番（村上忠弘君） プレミアム商品券ですか、２回目追加分で発行された４，０

００セットの部分について、それと、その前の６，０００セットで発行された分、

合わせて１万セットなんですけれども、主な購入者の使われ先と、それから、消費

喚起で今回地方創生絡みでやったんですけれども、それに対してどのような成果が

上がったか、その辺をちょっとお知らせください。どうとらえているのか、お願い

いたします。

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） ご質問にありました地域創生関連交付金の活

用によりますプレミアム商品券の販売実績と利用実績、それと買われた方にアンケ

ートをとっておりますので、その結果についてご報告させていただきます。

今回の決算書には、第２弾の４，０００セットのものしかここには含まれており

ませんが、質問にありましたとおり６，０００セット、これは平成２６年度の繰越

明許費になりますが、合わせまして１万セットの購入につきましてです。

購入者数は全部で１，０９３名でした。世帯数は７９７世帯になります。

それで、この使用期限は昨年の１２月３１日をもって締め切っておりますが、換

金率としては９９．９％でした。残念ながら１４１枚については使用されなかった

ということです。
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それで、業種別に見ますと、ＪＡ今金が３０％、テーオーストアが２３．１％と、

合わせまして全体の５３．１％を占めております。これは何回かの商品券を販売し

ておりますが、大体半分をこの二つが超えるというのが通常なんですが、ただ、今

回平成２１年度に比べますと、平成２１年度はＪＡ今金とテーオーで６９％の利用

率だったんですが、それから比べますと１６％減少していますので、この１６％分

がほかの小売業の方に回ったというふうに考えております。

それで、商工会員の取扱事業所の事業分野では、建設業界、整備分野、それで１

７．４％、酒と食料品で５．３％、家具・家電・自転車で５．１％というふうな順

番になっております。これを見ますと、やはり建設業界が１７％と非常に多くなっ

ておりまして、住宅リフォームの補助金との相乗効果でもって、このプレミアム商

品券を利用して家屋修繕がふえたというふうに推測しております。

あと車両の購入、整備にも利用されているということで、広く町内の消費喚起に

向けた対策として、大きな成果が、効果があったというふうに考えております。

それと、これのアンケート結果なんですが、この使用目的のふだんの買い物に利

用したというのが約６割です。そのほか、高価な買い物に商品券を使ったという方

が４割でした。高価な買い物、これは１万円以上を指しておりますが、この内訳と

しては家電製品、住宅関連、家具建具、自動車関連部品、自動車、自転車というよ

うな商品が並んでおります。これも含めまして、広く商品券がいろんな分野に使わ

れたというふうに見ることができると思います。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） ここに説明書で載っている部分１，２５８万４，０００円で

すか、これ要するに４，０００セットであれば１，２００万円で済むんじゃないか

なと思うんですけれども、この５８万４，０００円の部分というのはどういうこと

なんですか。

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） 決算説明書の６５ページですよね。これにつ

きましては、商品券の発行収入というのが４，０００万円、町補助金として、プレ

ミアム分の町補助金として１，２５８万４，０００円ですが、この中には商工会に

対する手数料ですとか事務費用が含まれておりますので、このような内訳となって

おります。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） ということは５８万４，０００円が、その商工会の手数料の

分ということなんですか。

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） 申しわけありません。手数料は省かれており

ます。この商品券の発行枚数が４，０００セットですから、１セット１万３，００

０円になりますので、５，２００万円の売上となります。そのほか５８万４，００
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０円のが、このプレミアム商品券の印刷代と商工会に対する事務費となります。

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） 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。９８ページから１０７ページです。

（「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。１０６ページから１０９ページです。

（「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。

１０款教育費の質疑を行います。１０８ページから１２１ページです。

（「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。１２０ページから１２３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。１２２ページから１２３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。

以上で、歳出の質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 審査報告書の一番後ろであります。参考資料で、未収額調

べがあります。平成２７年度８，８４７万円の未収があるということでは、監査委

員のご指摘の中に、債権管理について記述があります。徴収見込みがないにもかか

わらず、滞納事案として継続している状況、これ具体的にどの部分を指すのか。ま

ず、お知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 監査委員書記長、成田君。

○監査委員書記長（成田光康君） ただいまのご質問にお答えいたします。

１８ページ、監査委員報告の中でございます。主に簡易水道使用料、これらの部

分が債権上収入見込みがないということで、監査委員の方から指摘をした部分でご

ざいます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 徴収見込みがないにもかかわらず、これ監査委員の方から

ご指摘ですけれども、徴収見込みがあるということでこれを継続していたのかどう

か。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） ご質問にお答えいたします。
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簡易水道使用料でございます。この滞納額というのは、ご存知のとおり、大口の

会社の解散によるもので発生しております。回収の見込みがないという内部的な協

議をしておりまして、税務課等と協議をいたして、今後どういうふうに進めていく

かということを検討しておりまして、通常といいますか、例えばいままでのケース

で言いますと、不納欠損ということで、おおむね１０年間で処理しているという状

況でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 不納欠損で１０年をめどにということですけれども、この

会社は多分もう相当な年数がたっている。それゆえに、監査委員からのご指摘かな

というふうにも思います。

これはもう債権管理条例とここに謳っていますけれども、やはり何らかの対応と

いうのは当然必要になるだろうし、それが整備されてきていなかったということが、

またこれも問題になるだろうということでは、今後どのように対応されるのか。

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） 法務にかかわる部分もありますので、その立場から

ということでございます。いま、確かにご指摘ありましたとおり、債務者のいろん

な立場が、立場といいましょうか、状況があるわけで、これまで慣例的におおむね

１０年程度回収ができないものについては、不納欠損ということで扱ってきました

が、その間の適正な管理がどうであるかということは、確かにご指摘のとおりであ

りますので、最近各自治体の方でも債権管理条例なるものが制定されるところが多

くなってきておりまして、債権の管理から、それから回収、消滅に至るまで、一貫

した制度構築というものも求められてきているというふうに感じますので、いまま

で町として詳しくそのことについて検討した経過は正直ございませんけれども、こ

のことを契機にしながら、役場庁内の中では庁内の連絡会議も持っておりますので、

そういったところでの検討も加えて、まちとしての姿勢、対応を検討してまいりた

いというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） よろしくお願いいたします。

それから、同じ１８ページ、時間外勤務の縮減等についてのご指摘をいただいて

おります。これは以前から、これについてはいろんなご指摘が多々あったかに記憶

をしております。具体的に時間外にならざるを得ない勤務、これのおおまかな業務、

どんなことがあって、例えばその方の一日の業務で何が仕事として多く、そういう

分析とかってしていますか。

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） ご存知のように、行政で担っている仕事、さまざま

な分野のことがあります。それで、日常的にというのはちょっと語弊がありますけ

れども、例えば町民の方にサービスをすること、あるいはいろんな取り組みをする

ことで、どうしても夜間の開催ですとか、あるいは休日の開催、そういったところ
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に頼らざるを得ないところが業務としてはありますので、そういったことを業務と

して担っているところについては、比較的超過勤務といいましょうか、勤務時間の

多さが目立つような状況になるのかなと。

それから、時期的にどうしてもその時期に固まって、集中して業務を行うところ

も当然ありますので、そういったところについては、比較的時数の多さが出てくる

のかなというふうに思っております。

極力代休処理ですとかそういうことで措置をするようにということで、全庁的な

流れといいましょうか、そういうことで処理をしておりますけれども、それ以上に

そういう業務が多いところもあるということでありますので、体制含めて、改めて

またさまざまな検討、措置を考えていかなければならないのかなということで考え

ております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 民間の大手企業で調査をした実態があるというのを聞いた

ことがあるんです。一日の仕事量の中で何が一番多いかといったら、会議の時間が

多いと。それから、報告書の作成がある。さらに、これはどうかわかりませんが、

メールのやりとりがある。これで一日の勤務時間の半分が費やされているという。

労働環境を考えたときには、やはり適正な労働時間で職員の対応をいただくという

のも必要だと思うし、それから、町民に対する、これは自治体職員ですから、町民

に対するサービスも、これもおろそかになってはいけない。そのはざまでどうする

かということ。

そのはざまの中で、さっき言った、例えばメールにすれば、言葉を選びながらメ

ールのやりとりをする。非常にそれに時間がかかる。それから会議、これは報告が

主で、形式のような会議が多いとか。うちがそうだと言っているわけじゃないです

よ。民間で調べたら、そういうことが出てきたという。それから、報告書について

も、ものすごく取り繕った格好いい報告書をつくるために時間がかかっているとい

う。要するに、それが内部の中で一生懸命やっているんだけれども、それらのバラ

ンスをとりながら、どう勤務時間を縮減しながら、適正労働配分をしていくか、し

ていってもらえるか。これはやっぱり、何回も言っている労働環境の整備だと思う

んですよ。

ですから、こういうご指摘を受けたということを真摯にとらえて、今後職員の労

働環境を整えながら、町民のサービスが低下しないような、いろんな分析やら評価

を加えながらやっ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） まさにご指摘のとおりでありまして、実際日常的に

行っている業務、自分の身に振り返って見たときに、何が一番ボリュームがあると

いうか、本来しなければいけない仕事以外のひょっとしたら業務といいましょうか、

そこに時間をかけていることもあるのかもしれません。なので、いまの例示されま

した、例えば報告書、職員でいうと復命書という形になりますけれども、そういっ
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たものについても、なるべく簡略にしなさいということで、昨年から町長、副町長

の方からも指示をいただきながら、職員の方にはそういう指導もさせていただいて

おりますし、それにかえて、例えば職員研修の一環として３０分研修みたいな、言

葉で直接伝えるというような場もつくりながら行ってきている経過もあります。

それから、会議にしても、やはり会議の持ち方、これも到達点をはっきり明示を

した中で、会議、打ち合わせを行うと、こういうことも必要かなと思いますので、

昨年は、ファシリテーターの研修ですとか、そういったことも職員にも行いながら

やってきておりますので、継続してそういう取り組みの中で、自らの業務の見直し

をしてまいりたいというふうに思います。

それから、職員の職場環境ということを考えたときに、ストレスチェックという

ものを今年から取り組みを始めました。その中では、各職場ごとの職場環境の評価

といいましょうか、改善点ですとか、そういったものも一定程度示していただける

ような内容で、いま進めておりますし、それから、人事評価制度の中では、管理職

と個別に職員が面談をして、仕事の進め方を見直すといいましょうか、見つめ直す

というようなことも行いますので、そういったこととあわせて、環境の改善につな

げていくことか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） 他に質疑漏れありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） ２７年度の決算の中では、今金はいままでとっていない部

分だろうと思うんですけれども、今後の部分で、町税で入ってきている１人当たり、

要するに町民１人当たりの税収がどのくらいあるのかと、それから、債務がどのく

らいあるのかということは、いままでは、今金の場合、これはやっておりますよね。

全体の中でのあれは出ているわけですけれども、より個人ごとに、１人で、今金町

の町民１人にどれだけの税金を払ってもらっているのか。

また、町の事業をあれする中で、町債がどのくらいになっているのかということ

が、いまの中で、この２７年度ですぐということが可能であればですけれども、可

能でなければ、２８年度からの決算の状況の中に、そういう項目も加えていただけ

ることができるのかどうか、そこらあたりを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） 毎年ですが、今金町台所事情というものを各世帯に

回覧といいましょうか、各世帯に配付をさせていただいております。この中で、各

１人当たりのサービスの費用ですとか、それから、いまおっしゃっていたような内

容のものが、家計に置きかえて、一般の家庭の家計に置きかえて示しているものも

ありますので、こういったものでまた周知をしてまいりたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 回覧でもってそういうのを出しているという状況でござい

ましょうけれども、この決算書の中に、そういう部分も項目をつけ加えてつくると
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いうことは可能かどうかということをまず。

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。

決算書自体は、法といいましょうか、ある程度決まったフォーマットで行われて

おりますので、決算説明書、こういう主要施策の成果というような参考資料があり

ますので、こういったところに盛り込めるかどうか含めて検討させていただきたい

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） 以上で、認定第１号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第２号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算の質疑を行います。

質疑は、始めに歳入全般について行います。１４６ページから１５７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。

次に、歳出全般について質疑を行います。１５８ページから１７３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。

本会計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、認定第２号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第３号 平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

質疑を行います。

質疑は、始めに歳入全般について行います。１８１ページから１８４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。

次に、歳出全般についての質疑を行います。１８５ページから１８８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。

本会計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、認定第３号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第４号 平成２７年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算の質疑を

行います。

始めに、保険事業勘定について行います。

質疑は、歳入全般について行います。１９６ページから２０５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。
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次に、歳出全般について行います。２０６ページから２１９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、サービス事業勘定について行います。

質疑は、歳入全般について行います。２２７ページから２３０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。

次に、歳出全般についての質疑を行います。２３１ページから２３２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。

本会計の保険事業勘定及び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、認定第４号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第５号 平成２７年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算

の質疑を行います。

質疑は、始めに収益的収入及び支出全般について行います。２４６ページから２

４７ページです。

（「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。２４７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、資本的収入及び支出全般についての質疑を終わりま

す。

本会計全般についての質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第５号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第６号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出

決算の質疑を行います。

質疑は、始めに収益的収入及び支出全般について行います。２６１ページから２

６２ページです。

（「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行います。２６３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、資本的収入及び支出全般についての質疑を終わりま
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す。

本会計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、認定第６号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第７号 平成２７年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の質

疑を行います。

質疑は、始めに歳入全般について行います。２７３ページから２７６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。

次に、歳出全般について行います。２７７ページから２８０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。

本会計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、認定第７号についての質疑漏れを終わります。

次に、認定第８号 平成２７年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

質疑を行います。

質疑は、始めに歳入全般について行います。２８８ページから２９１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。

次に、歳出全般について行います。２９２ページから２９５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。

本会計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、認定第８号についての質疑漏れを終わります。

これで、すべての会計の審議が終了いたしました。

これより、平成２７年度今金町各会計歳入歳出決算にわたって、一括討論を行い

ます。

始めに、反対討論がございましたら発言を許します。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 次に、賛成討論の発言を許します。

（「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、採決を行います。

平成２７年度今金町各会計歳入歳出決算は、これを認定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、平成２７年度今金町各会計歳入歳出決算

は、原案のとおり認定することに決定いたしました。

徳田議員は、議員席にお戻りください。

（徳田議員 着席）

〇議長（村瀬 広君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１５分

再開 午後 ３時２５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２５ 議員の派遣について

〇議長（村瀬 広君） 日程第２５、議員の派遣についてを議題といたします。

次のとおり議員を派遣する。

１．総務厚生常任委員会道外行政視察

なお、目的、場所、時間、派遣議員は、別紙配付のとおりです。

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、別紙のとおり派遣することに決定いたし

ました。

◎日程第２６ 請願第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２６、請願第１号を議題といたします。

農業・農村を崩壊させかねない農政改革とＴＰＰの拙速な国会承認の反対を求め

る請願、紹介議員の説明を求めます。

日置君。

○７番（日置紳一君） 農業・農村を崩壊させかねない農政改革とＴＰＰの拙速な国

会承認の反対を求める請願。

安倍政権は発足以来、経済政策アベノミクスの３本の矢の一つ、成長戦略に「農

業の成長産業化」を位置づけ、「農業・農村の所得倍増」「攻めの農業」などを掲げ

て、次々に改革を進めてきました。しかし、その実態は、競争と市場原理を強いる

新自由主義であり、農業分野への効率優先、企業参入の促進など大企業への利益誘

導を図る改革にほかなりません。しかも、その進め方は、経済界で構成される産業

競争力会議や規制改革会議による、生産現場を置き去りにした官邸主導の構造改革

の断行です。

とりわけ、本年４月に施行された改正農協法及び農業委員会法などにおいては、

本来の役割を大幅に後退させています。特に改正農協法では、協同組合の精神であ

る相互扶助の考えをおざなりに、所得倍増に名を借りた市場主義による利益追求の
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企業理論に走らせています。さらには、現在検討している生産資材価格形成の見直

しでも、農協ばかりをやり玉に上げ、地域のコミュニティや営農を支える総合農協

を解体に導きかねない状況にあります。このまま官邸主導の農政改革に突き進めば、

農業・農村を支える家族農業は切り捨てられ、地域経済・社会までも存続の危機に

追い込み、特に農業が基幹産業である北海道に甚大な影響を及ぼすことが懸念され

ます。

一方、「成長戦略の切り札」と位置づけるＴＰＰでは、参加国との合意受け入れ

後、「農政新時代」と銘打った「ＴＰＰ関連政策大綱」を示し、交渉過程など十分

な情報公開がなされないまま、論議を国内対策にすり替えています。また、農産物

の市場アクセス分野では、すべての品目で譲歩を重ねており、重要５品目の聖域を

確保するとした国会決議に反していることは明らかです。さらには、ＴＰＰにおい

ては９月からの臨時国会で早期承認を目指し、各国の先陣を切って国内手続を完了

させる強い姿勢を示しております。

ついては、農業・農村を崩壊させかねない農政改革に反対するとともに、ＴＰＰ

の拙速な国会承認を行わないよう下記のとおり請願いたします。

記

１．生産現場を置き去りにした官邸主導の規制改革・効率優先の農政を改め、食糧

自給率向上と農業・農村の多面的機能の発揮を図り、持続可能な農業生産と農村

社会の維持を担う家族農業などを守り育てる基本政策を確立すること。

２．ＴＰＰ協定における農畜産物の市場アクセス内容は、新たな輸入枠の設定や関

税削減などすべての品目で譲歩しており、重要５品目の聖域を守るとした国会決

議に明らかに反していることから、国会承認は断じて行わないこと。

以上です。

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。

お諮りいたします。

本請願については、会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の付託を省略

し、本会議で決したいと存じますが、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） ご異議がないので、委員会の付託を省略することに決定いた

しました。

本請願については、討論を省略し、願意妥当と認め採択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、請願第１号は採択と決定いたします。
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◎日程第２７ 請願第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２７、請願第２号を議題といたします。

「米政策改革」の抜本的見直しを求める請願、紹介議員の説明を求めます。

村上君。

○８番（村上忠弘君） 「米政策改革」の抜本的見直しを求める請願

国は、「米政策改革」を推進し、平成３０年産から行政による生産数量目標の配

分や米の直接支払交付金を廃止しようとしております。これまでの「価格は市場で、

所得は政策で」との考え方は放棄されています。既に、主食である米の価格形成は

全て市場経済にゆだねられ、暴落と低迷が続く中、場当たり的な所得政策も十分な

機能を発揮しておらず、担い手稲作農家は国の米政策に翻弄され続けています。

このため、生産現場からは、未だに先の見えない米政策の転換に、日増しに不安

と不満が高まっています。特に、米の直接支払交付金が全廃されると、生産調整の

円滑な推進を困難にするばかりか、担い手農家ほど再生産が難しくなり、経営破た

んに追い込まれかねません。

さらに、米の需要が減り続ける中で、ＴＰＰ合意における主食用をはじめ米の調

製品・加工品等の市場開放も大きな脅威となってきます。

ついては、稲作経営の安定を損ない、担い手農家を置き去りにした「米政策改革」

の抜本的見直しを図り、主食である米の需給及び価格の安定、水田農業の持続的発

展に期する政策を確立されますよう、下記事項を添えて強く請願いたします。

記

１．国は、食糧法に定める「米穀の需給及び価格の安定」の責務を遂行するため、

豊凶を含む環境の変化に応じた需給調整対策に官民一体となり取り組むととも

に、主導的役割を最大限に果たすこと。

特に、生産調整の円滑な推進に向け、生産数量目標達成のためのインセンティ

ブ措置（米の直接支払交付金）を継続すること。

２．国民の主食である米の再生産を確保し、それを担う中心的な稲作農家の経営安

定を図る観点から、生産現場で最も要望の多い主食用米の生産コストと販売価格

の差額を補填する直接支払制度を導入すること。

併せて、水田農家の持続的発展に資するため、日本型直接支払制度の見直しと

各種施策の拡充強化を図ること。

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。

お諮りいたします。

本請願については、会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の付託を省略

し、本会議で決したいと存じますが、これ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、委員会の付託を省略することに決定いた

しました。

本請願については、討論を省略し、願意妥当と認め採択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、請願第２号は採択と決定いたします。

◎日程第２８ 請願第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２８、請願第３号を議題といたします。

指定団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する請願、紹介議員の説明を求めま

す。

日置君。

○７番（日置紳一君） 指定団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する請願

北海道は、全国の過半の生乳を生産しており、このうち乳製品向けが８割を占め

る中で、都府県の酪農家と連携しながら、国民に対し、安全・安心で良質な北海道

産の牛乳・乳製品を安定的に供給する役割と責任を担っております。

しかし、近年は、主産地・北海道でも飼養農家や乳用牛頭数の減少が続くなど生

産基盤の弱体化が危惧されています。今後も、牛乳及び乳製品を安定的に供給して

いくためには、酪農家が安心して経営を続けられる政策支援などの環境整備が必要

であります。

特に、生乳は毎日生産される一方、腐敗しやすく貯蔵性がないという特性があり

ます。この生乳を、日々の需給変動に応じて迅速かつ安定的に、牛乳・乳製品とし

て供給していくためには、さまざまな輸送手段を確保しながら多元的な用途・乳業

者に販売していくことが求められています。

これまで、全国の指定生乳生産者団体（指定団体）は連携・協調を図りながら、

制度の基本的機能である①生乳需給調整、②一元集荷多元販売、③生乳流通の合理

化、④乳業の原料乳調達、⑤消費者への安定的な牛乳・乳製品供給という役割を果

たしてきました。

北海道においても、地理的条件が違う全道各地で生産される生乳を、災害や事故

等予期せぬ事態にも、適切に集荷・販売してきており、指定団体制度が果たす機能

は、酪農家が安心して生乳生産に取り組んでいく上で必要不可欠なものとなってお

ります。

しかしながら、こうした指定団体の機能・役割を全く無視した規制改革会議の提

言・答申は、安定的な生乳取引・流通と需給調製を混乱に陥れ、さらには酪農経営

そのものの根幹を揺るがす問題であり、とても受け入れられません。

ついては、安心して酪農・畜産経営が持続できる政策を確立されるとともに、指

定生乳生産者団体制度の根幹堅持にご尽力されますよう、下記事項を添えて請願い

たします。
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記

１．指定団体制度が果たしている基本的機能を的確に評価して国民理解を深め、引

き続き、その機能が十分に発揮できるよう制度の根幹を堅持し、安全・安心な国

産生乳の安定供給に資すること。

２．家族経営や農業生産法人など多様な酪農・畜産の経営安定と再生産確保を可能

とする直接支払制度を確立するとともに、生産基盤の強化対策の拡充など酪農・

畜産の持続的発展を図る施策を推進すること。

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。

お諮りいたします。

本請願については、会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の付託を省略

し、本会議で決したいと存じますが、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） ご異議がないので、委員会の付託を省略することに決定いた

しました。

本請願については、討論を省略し、願意妥当と認め採択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、請願第３号は採択と決定いたします。

議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時４０分

再開 午後 ２時５５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２９ 意見案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２９、意見案第１号を議題といたします。

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書、提出議

員の説明を求めます。

向井君。

○４番（向井孝一君） 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書。

本道の森林は、全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、

林産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮

させるためには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源
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の循環利用を進める必要がある。

また、森林の整備を進め、木材を積極的に利用して、林業・木材産業の成長産業

化を図ることは、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大による地方創生にも大き

く貢献するものである。

このような中、道では森林の広域的機能の維持増進や、森林資源の循環利用の実

現に向け、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金等を活用し、

植林・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備など、さまざまな

取り組みを進めてきたところである。

今後、人工林資源が本格的な利用期を向かえる中、こうした取り組みをさらに加

速し、地域の特性に応じた森林の整備、保全を着実に進めるとともに、森林資源の

循環利用による林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を

図ることが必要である。

よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１．「森林環境税（仮称）」等を早期に創設し、森林の整備や木質バイオマスの有効

利用など、森林吸収源対策を推進すること。

２．森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇

用の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確

保すること。

３．森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地

域の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通・利用までの一体的な

取り組みに対する支援措置を充実・強化すること。

以上、地方自治法第９８条の規定により提出する。

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。

意見案第１号については、討論を省略し採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） 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、意見案第１号については、原案のとおり

可決いたします。

ただいま、町長より議案第１０号の１件と、議員より意見案第２号から第４号ま

での３件が提出されました。

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）
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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することに決定いたしました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時００分

再開 午後 ４時０１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１０号

〇議長（村瀬 広君） 追加日程第１、議案第１０号を議題といたします。

平成２８年度今金町一般会計補正予算（第５号）について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１０号 平成２８年度今金町一般会計補正予算（第

５号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億７，

４６１万７，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億３，４９３

万９，０００円にしようとするものであります。

補正の主たる要因は、台風１０号の被災関係の予算であります。

補正概要について、歳入より申し上げます。１ページをご覧ください。

９款地方交付税において１億２，６２０万１，０００円の追加は、普通地方交付

税で財源補正であります。

１７款繰入金において４，８４１万６，０００円の追加は、財政調整基金繰入金

です。

次に、歳出は２ページです。

２款総務費において１，５４８万１，０００円の追加は総務管理費で、テレビ共

同受信施設災害復旧支援事業補助金であります。

６款農林水産業費において８，５００万円の追加は農業振興費で、産業基盤災害

復旧支援事業補助金であります。

７款商工費において１，１００万円の追加は商工振興費で、住宅リフォーム助成

事業補助金及び産業基盤災害復旧支援事業補助金であります。

９款消防費において２２９万６，０００円の追加は、常備消防費で１８５万９，

０００円、災害対策費で４３万７，０００円、それぞれの追加であります。

１３款災害復旧費において６，０８４万円の追加は、農林水産施設災害復旧費で

９２７万４，０００円、公共土木施設災害復旧費で１，９２０万円、文教施設災害

復旧費で５８８万円、その他公共施設・公用施設災害復旧費で２，６４８万６，０

００円であります。
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以上、概要を申し上げました。

別紙追加議案資料につきましては、まちづくり推進課長がご説明申し上げますの

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） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） （追加議案資料説明、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。３ページから１２ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） ６ページの産業振興費、産業基盤災害復旧支援事業補助金８，

５００万円についてですけれども、金額はいいんですけれども、８月３０日の台風、

大きな被害に遭った台風から間もなく１カ月が過ぎようとしているわけですけれど

も、その間、私もいろんな方から話を聞かせてもらいましたけれども、まず、今回

産業基盤災害復旧事業という名前になりましたけれども、もともとの産業基盤整備

促進支援事業ですね、それを災害用に横滑りさせたということでありますけれども、

多分９月８日ですか、全員協議会のときに説明を受けたときに、同僚議員からも下

限のあれを下げたらどうだという話が出たはずなんですけれども、その辺は全然余

り反映されていないという状況なんですけれども、その辺、あのあと持ち帰って話

をされた中で、どのようなことでそれが却下されたのか、まずそこをお聞かせくだ

さい。

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） いまの下限の話でありますけれども、今回の制度自

体が、やはりいままでありました事業を踏まえて、それをもとにということであり

ましたので、いままでやっていた方と違うような形にはしないというふうな方向で

考えておりましたので、あと、私たちの方とまちづくりの方ともその辺については

しっかり話をした中で、やはり下限についても下げるわけにはいかないだろうとい

う話で協議をしておりました。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） いままでの産業基盤整備促進支援事業というのは、あくまで

も投資ですよね。投資のための応援ということでありますので、ハウス１棟建てて

も大体１００万円ほどかかるわけですから、最低５０万円というのは、完全にクリ

アできるわけですよ。

しかし、それの残りの７割の自己資金についても、資金貸与するのか自己資金に

するのか、長い間かけて計画を立てて申請することができるわけですよね。でも今

回の台風の被害というのは、朝起きてみたらとんでもないことになっていたわけで、

たとえ４５万円だろうが３０万円だろうが、精神的にもそうですけれども、その金

銭、突発的な金銭を出すということは大変なことだと思うんですよ。

それで、災害といままでの投資と、同じ基準でやるというのはいかがなものかな
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と。あのときも言った同僚議員もおりましたけれども、やはり幅広く助けてあげる

という意味では、上限を上げれというわけではありませんから、下限５０万円との

間、１５万円ぐらいですよね、たしか。それで何名がそこに入るかといったら、か

なりの人が入るんですよね、多分。結構倉庫なんかだったら、あっちこっち行って

いるけれども、そう大きくはないと。そういうところもありますし、だから、何か

応援する意味というか、これ精神的なショックを助けるというか、応援する意味と

いう感覚で、その辺を投資と災害とは分けてもらいたいなと、そういう考えがある

んですけれども、再度そういうふうに考え直す気持ちはありませんか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 前回もご意見をいただいて、関係課も含めていろいろ検討

いたしました。

ただ、今回のいろんな施策といいますか、災害を受けられた皆さんに対する措置

については、町としては、町長も前におっしゃっていましたけれども、特例的に実

施をするということで、かなりの英断だというふうに思っております。

それは、下限を撤廃をしたり上限なんかも広げると、おっしゃっていることはわ

かるんですけれども、これは最終的に町長も含めての検討した結果ということでご

理解をいただければなというふうに思います。

ただ、議員の皆さんからいろいろいただいて思いについては、きちんと受けとめ

てはおりますので、そのことはご理解を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） 全員協議会の中では、４本の事業を話されたと思っていま

す。施設が二つ、それから設備、それにリフォーム。

今回、地デジが出てきたり、消防は別にしても、いわゆる復旧がどの程度まで進

んでいるのか。９月定例、今回の追加日程で出てくる前に、復旧をさせてやりたい

ということで、全員協議会でも話があったわけです。どの程度までの復旧と役場は

判断をしているのか。

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） いまの３割の補助の関係でありますけれども、まだ

１０月の最初の週に受け付けをしまして、やれるところはどんどんやってください

ということをやらせております。

本来であれば、申請があって補助指令が出てやるのが本来なんですけれども、と

めるわけにはいかないのでどんどんやってくれと。既に終わったところに関しては、

見積もりではなくて、領収証を持ってきてそれで済ませるというような形をとって

おりますので、正式に受け付けがあるまで、どの程度まで直しているかと、修繕し

ているかというのは把握してございません。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 一刻も早い復旧をしたいということでは、大変業者の皆さ
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んも非常に忙しい思いをしながら、工事にかかってくれているというふうに聞いて

おります。

私たち議会も、事前に復旧するのは全く問題ないから、早くやった方がいいとい

うことで、逆にお願いをした経過がある。ここに、いま、地デジの電柱が倒れたと

いうことで、組合の話が出てきたんですが、これは初めて聞く話ですよ。これって、

まだ復旧の手はかけていないということで理解していいんですか。

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） 先ほど申しました金原地区につきましては、

被害が甚大だったものですから、倒れた木柱を起こして、電線が切れたものについ

てはつないでというような応急処置を金原については行っておりますが、ほかの地

区については、まだ手をつけておりません。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 施設も、それから設備も、それからリフォームも、これは

もう災害ですから、今金町はそこまで災害復旧支援をするというのであれば、本会

議の議決をする前に、どうぞやってくださいというのはさっき言った話です。

地デジについても、これはもう情報を得るということでは、最も身近なものです、

地デジのこの組合に入っている方は。ですから、じゃ、その方たちは、復旧とは全

く縁遠い、まだ地デジは見られていないという話なんですか。

８日の日に話をしたのは、さっき言った４本、これらの取り組みをすると言った。

地デジの話はなかった。地デジに関する予算というのは、初めていま出てきたわけ

です。あわせた説明をいただければよかったんですけれども、どうなっているんで

すかということです。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 地デジのことに関しては、町長が両常任委員会で状況の方

はお話をしております。町長がお話をさせていただいたのは、テレビの共聴施設１

件という記載がありましたが、その後、全町に及ぶ共聴施設９件が被害を受けて、

組合施設ということもあり、支援と財政対策も含めての調整をしてまいらなければ

ならないと。とても大きな被害で、対応策に苦慮していることであり、議会に改め

て協議をさせていただきたいということで、状況のお話はさせていただいておりま

す。

それから、現実にいま見れないところというのは、確認をしたらありません。１

軒だけ、倒れて電波の方がというのはありました。それで、地デジが一番怖いのは、

怖いといいましょうか、このあとの処理をということでは、雪が降るということだ

そうです。私どもが説明を受けたのは、業者の皆さんに。というのは、倒れたもの

に雪が積もって切れたり結線をするということになると、完全に見えなくなると。

しかも、冬にはそういう工事ができないということで、いま、そのことの対応をす

る予算ということでの考え方でやっております。

それから、先ほど申し上げましたとおり、予算的には、今回初めて上げていくわ
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けですけれども、いろんな施設の方の実態の話も伺いました。それから、ほとんど

の地区が、やっぱり高齢の皆さんのところでありますので、いろんなパターンも検

討しましたけれども、一律の３万円ということで、当初の３万円というのは、設置

をするときに自己負担をいただいた金額であります。この地デジについては、自治

体によって、全く違います。全部自己負担でやらせているところもありますし、う

ちのまちのように、こういう助成をやりながらということでありますので、とにか

く、いまテレビがないというふうな時代でもありませんし、そのことによっていろ

んな情報を受けたり、それからまた、災害とかという点もありますので、速やかな

対応ができるようにということで進めたいと思っています。

ただ、先ほど言いました金原地区については、かなり広範囲なんですね。それで、

いま、町長の方から指示もありまして、通常の冬は越せるようにやりますが、大規

模なものですから、どんなやり方がいいのかということを検討しなければ、かなり

の金額になってしまうということなものですから、それに対する補助もあるのかな

いのか、いま、同時に動きながら次年度に向けたいということで、金原地区につい

ては応急処置ということでの、いま予算計上をさせていただいているということで

ご理解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） 技術的なことは、私も詳しくはわかりませんが、もともと

難視聴地帯ですから視聴に支障のないように。それから、さっき言った４本の災害

復旧支援事業を行うというときに、この話がなかった。常任委員会のときには、確

かに話があったかもしれないけれども、被害調査は一緒にやっているわけです。で

あれば、最初にこの話をしていただいて、四つの事業プラス地デジも行っているよ

ということを私たちも聞かされていれば、ああ、そうなんだなと思うけれども、口

頭で町長が説明をしました。いま予算が出てきました。実はこんなにすごいんです

というのは、初めて知ったわけですよ。ですから、わかった時点で速やかに情報を

議会の方にも流していただきながら、災害復旧支援について、私たちは何も言うこ

とはありません。どんどん復旧して、不便なところがないようにしてくださいとい

うのは、逆に私たちの立場ですから、ぜひ情報を早目に、特に災害の場合には伝え

ていただきたいと、こういう思いからなのですが、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。今回の災害発生が起きたときに、

一番はやっぱり情報の共有が大切だということで、パトロールとあわせて、議長、

副議長、それから常任委員長等々の方に回らせていただきました。

わかった時点で、いろんな情報提供をするようにということでありますし、この

あと、停電の一応結論といいますか、いろんな施設の調査もいま実施をする予定で

おります。停電対策もこれから必要になってまいりますので、またそのようなもの

がまとまりましたら、早い時点で情報提供させていただきたいというふうに思って

おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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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） この共聴施設の利用組合、これがどこどこだかというのは説

明がないんですけれども、いかがですか。

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） ９組合につきましては、美利河別共聴組合、

花石第２共聴組合、中里第１共聴組合、中里第２共聴組合、住中共聴組合、八束更

生共聴組合、八束初田共聴組合、八束南原共聴組合、金原共聴組合の九つでござい

ますが、花石第２共聴組合、八束南原共聴組合につきましては、被害額が花石につ

きましては６万４８０円、これは組合員数２軒でございますので、３万円の負担を

いただいても補助対象外となりますので、花石第２共聴組合と八束南原共聴組合は、

被害額が少額だったため補助対象外となっております。ですから、実際に補助を出

す組合というのは七つになります。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 我々説明を受けたときには、速やかに復旧するためにも、専

決処分でやらせてもらいたいということも聞いておりましたので、実際いまテレビ

が見られないところがないということですので、これが降雪等によって見られなく

なるおそれがあるようなところについては、やっぱり速やかに応急処置をして直し

てやってほしいと思います。

それから、今回は出てこないんですけれども、町有林、民有林でも相当被害をこ

うむっていると思いますけれども、これらの被害額については、いつごろまでに判

明する予定でいるのか、その辺はいかがですか。

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） 町有林、民有林についてでありますけれども、すぐ

調査したかったんですが、なかなか林道が通ることができないという理由等もあり

まして、最近林道がすべて開通しましたので、見て歩くように、いま調査をするよ

うにはしておりますけれども、正式な調査というよりも目測によるものが多いとい

うことですので、正確な数字になるかどうかちょっとわかりませんけれども、１２

月のこの議会までには、ある程度場所と面積がこのくらいだというのは出せるよう

にしたいなと思っております。

ただ、民有林の方まですべて把握できるのかというと、ちょっとその辺は何とも

言えないところもあるんですけれども、最低限町有林はこの場所のこのあたりとい

うものはわかるような形にしたいな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） 新聞報道には、相当詳しく被害額等が想定されて出ておりま

すので、本町においてもやっぱり民間の力をかりるとかなんとかして、早急に被害

額というものを把握して、いま激甚災害の指定を受けたわけですから、それらに乗

りおくれないように、ひとつ十分注意してほしいと思いますけれども、いかがです
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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） 激甚災害の状況でありますが、昨日も振興局の方と

うちのまちの対象の可否について、直接担当の方とやりとりをさせていただいてお

りますが、北海道の段階におきましても、まず個々の被災箇所そのものが、激甚災

害の適用を受けて、補助率のかさ上げですとかそういう優遇措置を受けられるかど

うかというところの判断までは、まだ至っていないという状況のお話をいただいて

おりますので、こののち、そのあたりの判断材料が明らかになってくると思います

ので、そこは注視をしながら、決して漏れのないように進めてまいりたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。

いまのところはそういう状況だということで、お伝えをしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） そこら辺が、どうも中央で言っていることと差異があるんで

すよね。それで、今回の一連の台風については、激甚災害の指定になったと、そう

決めたからという我々も情報を受けているなんです。ところが、個々になると、そ

れがまだそこまで行っていないとか、道でも決まっていないとか。いま道議会もや

っていますけれども、その辺のところが、はっきりしてもらわなければ、町村とし

ても新年度予算にどう反映させていくのかというのが決まってこないと思うんです

よ。

ですから、これ早目に支庁を通してでもいいですから、道にどういう対応を町村

がとればいいのかというのは、やっぱり早目に情報をもらって、これはまごまごし

ていると激甚災害の指定を受けたというけれども、局所指定で目に見えるところの

災害しか補助率のかさ上げなんていうのはないかもわからない。だけれども、実際

はこれだけ大きな被害を受けているんですから、その辺はやっぱりもっと情報をと

って、きちっと対応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） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 全くおっしゃるとおりで、私どももそのニュースが入って

きたときに、町長の方にもお願いをしておりますけれども、渡島檜山含めて指定を

していただくような動きにしようということでやっております。

担当の方が、振興局とのやりとりの中で感じていることは、檜山についてはなか

なか難しい場面がひょっとしたらあるかもしれないと。ただ、やっぱりアプローチ

はきちっと、いま言われたように大きな災害を受けているわけでありますから。

それから、もう一つは、特交の方にきちっと組み入れていただくように、その資

料についてはもう送り込む予定でおりますので、担当段階で進めるもの、それから、

首長を中心に、被災地域が全体で進めるものとあると思いますけれども、全体でお

くれることのないように、きちっと的確にいろんな処理をしていきたいと。少なく

とも、特交にきちっと位置づけがされていただくように進めたいなと思っておりま

す。
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激甚災害の場合は、補助率のアップですから、これは補助申請だとかいろんな多

分事務的なことが出てくるんですよね。それで支庁あたりも、国の発表するものと

なかなかマッチしていかないということがありますので、いまご指摘いただいたこ

とも踏まえて、町長の方にもお願いをして、１町だけでは動きとして鈍い場合があ

りますので、檜山町村会なり渡島も含めて、そういう動きにしたいというふうに思

っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 私が衆議院の先生とか参議院の先生に声をかけたら、激甚災

害の指定を受けたから大丈夫ですよって、こう言うんですよね。ところが、激甚災

害っていうのはなかなか人的被害がないとか、指定される条件が難しいので、当初

だめなんでないかなと思ったら激甚災害に指定になったっていうから、いや、それ

は局所でないですかと。例えば十勝とか、北見とか、ああいうような目に見えてい

る大きな被害がある。例えば檜山と渡島であれば、漁業被害なんていうのは、渡島

はもっともっと酷いわけですけれども、それをどう査定するかというと、非常に難

しい問題もあるものですから、なかなか局所指定にもならないんでないかというよ

うな声も出ているものですからね。

そうなると、渡島であれだけの被害が出ているので、激甚災害の指定にならない

のであれば、檜山の農業被害なんていうのは、我々の地区からすると相当大きな金

額ですけれども、全道の被害から比べれば小さいわけですから、そこまで激甚災害

の指定になるとは考えづらいんですけれども、上の先生方は、いや、激甚災害の指

定になったから心配ないと、こういうような答えしか返ってこないので、その辺が、

中身がどうもわかりませんので、町長あたりはこれから行って、町村会あたりでも

強く要望して、この激甚災害の指定から落ちることのないように、ひとつ努力して

ほしいと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） いま副町長含めて、徳田議員含めて、お話をしていただいて

いるわけでありますけれども、いまは何よりもその範疇なんですね。激甚指定も、

本当に期待度が当然あるわけでありますけれども、その要件はもうはっきりしてい

るんですよ。公共的なものしかだめだと。民間のものは全く対象にならないという

部分がはっきりあるわけです。

公共の中でも、うちらも財政の方も話をして、振興局を含めてちゃんと対応策を

練ってくださいというのをお願いしているんですが、例えば今回の予算の復旧費で

もって、八束の施設が大きく傷みました。相当大きな金額かかるんですけれども、

公共施設なんですよね。そういうものが対象になるかどうかって、まだ全然わから

ないんですよ。全くわからない。公共施設であっても、全くわからない。対象にな

るかならないか。はっきりしているのは、いま言ったように公共物しか対象になり

ませんよといいながらも、昨日ですか、振興局長ともいろいろ話をしたんですけれ

ども、東北の大震災のときについては、そうは言っても大変な状況があったので、
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漁業の関係の、振興局長は漁業を専門とする方ですから漁業関係の情報と、個別の

生けすなんかも救済された要素があったということの話がありました。

でも、今回については、まだまだ全く見通しが立ちません。はっきり言えるのは、

いま言ったような形の中で整理をするわけでありますけれども、公共施設の部分の

中で、どれだけピックアップして持っていけるかどうか。多分道の事業の中では、

がけ崩れもあります、倒木も含めて、これは道の方の事業として行うわけでありま

すけれども、道はそこは優先して道の事業として拾っていける可能性があるわけで

ありますけれども、あくまでも事業を起こしていかなければ、補助のかさ上げであ

りますから。

もう一つ、今回徳田議員でないですけれども、局所的な要素の中で、これもいま

まではあり得なかったんですが、民間の施設については、支援体制には激甚はなら

なかったわけでありますけれども、これが新聞紙上等々を含めて、南富良野のさま

ざまな農業施設、今金も関連あるんですけれども、コイケヤさんの施設だとか大変

いったと、あそこにいろんな議員の方々がおられて、あそこは特例的に局所被害の

指定を受けたわけです。ですから、その辺の基準的なものは、我々なかなかわかり

得ない要素も当然あるんですね。しっかりとこのフォローをしていただきたいと。

財源確保についても、努力していただきたいと。これだけ今金町としても支援体制

をとるわけでありますから。

副町長も言いましたように、もう一方では、特交、特別交付税の対象になるかど

うか。もう明らかに乗り得る要素がありますので、そこはお金で来るんですよ。総

枠のお金で来るんですよ。今金町に何千万円とか、１億だとか、どうかわかりませ

んけれども。

いま言った別の部分では、事業を起こして補助金の３分の１のものが３分の２だ

とか、３分の２のが４分の３だとか、そういう補助金のかさ上げが激甚災害のいわ

ば対象物になるわけでありますから、どちらがいいかということの精査をしていか

なきゃいけないと。

いずれにいたしましても、最終的には特交の中で何としてもアピールをしながら、

いろいろな新聞の記事だとか、放送の状況だとか、そういうものが材料になりまし

て、一生懸命その辺のアピールをする段取りも並行して行っていかなきゃいけない

のかなと思っております。

常に私ども情報を仕入れながら、災害復旧、復興のための対応もこれからも全力

で取り組ませて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） 先ほど同僚議員の方から、下限の設定の部分についてお話が

あったんですけれども、要するにこれ産業振興課では８，５００万円、それからま

ちづくりで５００万円と、両方合わせて９，０００万円と。これは産業振興課だと

かまちづくりが、見積もった金額として９，０００万円ということですよね。これ
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から直接被害に遭われた方の聞き取りというのは、これからですよね。

そこで、要するに４９万９，９９９円だったら該当にならない。５０万でなかっ

たらならないって、そういうラインですよね、これ。少額という言い方は悪いです

けれども、やっぱりシャッター１枚直すのに５０万円かかるシャッターってなかな

かないですよね。その辺、シャッター１枚やられた人は、２０万なり３０万の下限

があれば、その人は助かるんですよね。

これ聞き取りして、この予算を残してしまうことにならないような対策というの

を、きちっと持ってもらいたいわけさ。せっかく予算を持ったんだから、それなり

に使っていただけるという、そういう気持ちを持った対応をしてもらいたいと思う

んですけれども、やっぱり下限設定については、もう一度考え直してもらいたいな

というふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 私としても、今金始まって以来のこういう災害の支援である

わけであります。とはいいながらも、今回は、以前にも全員協議会で申し上げまし

たように、さまざまな復旧のための業者さんも居るわけであります。ところが、な

かなか手が回らないということを考えた場合に、いますぐ行いたいんだけれども、

なかなか手が回らない人をどうするかと。事業、事業というのは、ご存じのように

会計年度、会計年度、決まっているわけでありますから、しかし、この事業に関し

ましては、何とか繰り越してでもいいからやるような形をとるとすれば、そういう

制度も構築しなければいけないという思いがあるんですね。

質問にありますように、いままで持っている制度と今回の制度とどこが違うんだ

と。大きな違いというのは、あくまでも今回は台風を前提としたものを対象にしま

すと。でも通常は、通年は行いますと。通年行うけれども、もっと特例があるんで

すよ。今年使ってしまったと。実は、町長、今年使ってしまったんだと。でも、使

ってしまったんだけれども、また別なところ、今年壊れてしまって、それは普通は

年に１回ですから対象にならないんですけれども、この災害で被災を受けたとすれ

ば、それは認めましょうということの、これは大きなプラス特例なんですよね。

それを繰り越しでもってやっていける。今年できなければ、来年に繰り越して、

その制度を上手に使っていける。そして、毎年いままでは、今年もやりたかった、

来年もやりたかったんだけれども、そこに台風が来てしまったら、本来は二つです

けれども、三つやれる可能性も出てくるわけです。そういうことも、ぜひプラス要

素として考えていただければなと。

あと、私的には、産業の基盤、これは再生産を含めた支援を考えているわけであ

ります。再生産ですから、あくまでも。直して何も使わないという話にはなりませ

ん。再生産の、壊れた部分の再生産に対する支援だということを考えていただけれ

ばと。そこがリフォームと違うところなんです。

災害、被災を受けた場合は、リフォームも同じなんですよ。であれば、同じ比率

で本来やらなきゃいけないんですよ、リフォームも。でも、そこは同じ制度を使っ
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て、いま言ったような形の中でリフォームもやりくりをやっていける、繰り越しで

やっていける要素も目安が出てきますので、余りここをいじってしまうと、すべて

変えていかなきゃいけない。逆に混乱を生じてしまうし、担当者としても、これが

台風での災害の申請行為なのか、そうでない平常の事業の申請なのかということは、

非常に苦慮する状況にある。ですから、速やかな体制をとるためには、いま言った

ような形の現行制度の中で、余り混乱の生じないような形の中で、あるいは被災さ

れた方々が判断が余りずれないような形の中で整備をするのが望ましいということ

で、私の方でいろいろと場内打ち合わせを随分したわけでありますけれども、そう

いう判断をとらせていただいて、根幹の流れがきちっと来て、被災者の説明会、産

業ベース、商工業ベースの説明をしておりますので、その辺をご理解いただければ

なと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） 町長が言うことはわからないわけではないんですけれども、

要するに、既存の事業というのは、これは振興策ですよね、振興策。今回は、被害

を受けた、台風被害という部分での支援策、これ全く別だと思うんですけれどもね、

考え方はさ。台風がなかったら、余計な被害がなければ、みんなこの暮れを迎えて

も、修繕費だとかそういうものはかからないわけよね。

こういうふうにして被害が出たということで、これだけの予算を持ったというこ

とは、それを全部使い切れるだけの人方に対して、町はそれだけ努力したんだよと

いうことを示してもらいたいんですよ。

だから、既存の事業と同じ扱いというふうには、してはならないんではないかと

いうふうに思うんですけれども、その辺、これから聞き取りした中で、実際その金

額に該当しない人が多く出てきたら、これ残してしまうことになってしまうと思う

んですけれども、その辺、できるだけ５０万円以上でなかったらだめだという人だ

ったら、多分見積もりも何も出さないで来ないだろうというふうに思われるんです

けれども、その辺、何とか救済する意味でご配慮していただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 先ほども申し上げましたように、いま改めてそういう制度を

構築したわけであります。その制度を構築するために、相当時間はかかりました。

リフォームにしても何にしても。例えばリフォームを例に挙げても、どこのリフォ

ームの事業として、対象がどこまでなるのか。居住なのか、車庫なのか、倉庫なの

か、いろんなことを議論しまして、結果的には母屋を含めた中での対応ということ

で、基準を精査をして整備をしたわけであります。

今回の産業基盤整備事業も、そういうさまざまなものを整備をしながら、機器の

方もそうですね。移動するものはだめだとか、そういうさまざまなものを打ち合わ

せをしながら、基準をつくってまいりました。

今回災害だからといって、すべてが該当になるか、対象になるかといったら、私

はそうではないと思っています。あくまでも生産に供する施設を復旧するための支
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援だということになれば、従前まで行っている部分の基準をきちっとつくっていか

なければいけない。そういうふうにやるとすれば、改めて相当な時間、私は基準づ

くりにかかるだろうと思っています。台風のためのどこまでの基準、レベルを下げ

ることによって、さまざまな基準の設定の仕方が随分変わってくるだろうというこ

とから、非常に混乱を生じるので、いまの形のスタイルでやらせていただくとすれ

ば、私は踏み込みたいということで決断をしてお願いしている経過があるわけであ

ります。

それは気持ちはわかります。私もそうしてあげたい。全く１万円でもいいからや

ろうじゃないかという気持ちは当然町長としてあるわけでありますけれども、そこ

を崩してしまうと、今度逆に事務方の、何でもそうですけれども、申請行為の中で、

そういう基準みたいなもの、目安みたいのをきちっと持っていかなければ、審査も

できないということになりかねない要素もありますので、それについては、今回に

ついては特例ということで、支援すること自体含めて、ぜひご理解をいただければ

なと思っています。

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。

ただいま審議しております議案の全部の審議が終了するまで、時間を延長したい

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、議案の全部の審議終了まで、時間を延長することに決定いたしました。

ご協力をお願いいたします。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 災害対策費の中で、職員の超勤、そして手当等が出ており

ます。これは８月３０日の台風１０号の対策本部を設置しての部分だというふうに

時系列で報告を受けましたけれども、そのときは消防団員も招集がありました。消

防団員については、台風の風が通過しおさまってからの状況で団員招集がなされた

ということでございました。

時系列でいくと、町長の対策本部を設置して、職員全員の招集を今回やりました

よね。何かそういうふうにありましたけれども、時間的に９時半かそこらの時間帯

だったと。いま手元にありませんからあれですけれども、そういう時系列の報告が

ありました。非常に９時半からだんだん風が強くなり、最終的には１１時半過ぎ、

１２時前にはおさまってきているという状況の中で、対策本部で町長が職員の全員

招集をかけ、そして、対応を行っていただいたということには敬意を表するわけで

すけれども、職員の皆さんの努力、本当にご苦労さんだなというふうに思うわけで

すけれども、ただ、人命に影響がなかったということが唯一救いだったなというふ

うに思うわけです。

これは対策本部でそういう情報を聴取し、また、中には地域の人方が豊寿園の道

路が通行できない、そういうわけにはいかないということでもって、地域の人がチ
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ェーンソーでもって徹夜でそれを撤去してやってくれたと。これは民間の人がそう

やって努力してくれたということも伺っているし、見てきています。

そういう中で、これは対策本部で招集した中で、職員の危険度、危険をないよう

にしていくと、人命が第一だということでいけば、あとの災害を調査するというこ

とは当然必要だしやっていくことだと思うんですけれども、この部分で、人的事故

がなかったということを幸いにするわけですけれども、しかし、私はその風の真っ

最中に現場をということは、なかなか無理があるのかなと。また、道路等の部分も

あるでしょうから、そういう部分で非常に、今金ではないんですけれども、十勝の

方での道路が欠落して川に落ちて亡くなっているという、そういう状況もあるわけ

ですから、そういう通行止め等の把握もしなきゃならないんだろうけれども、今後

の部分で、最低限度、現場に赴いていかなきゃならないということであれば、ヘル

メット等のそういう対応も、これから、今後大きな災害がまた来ないと言えないわ

けですから、そういうところもあると思うんですけれども、そういう消防団員は消

防団員としての対応の中でやって、町職員は対策本部長の指揮の中でもってやって

いるわけですけれども、そこらあたりの考え方、また対応の仕方、今後の部分につ

いての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） 今回の災害の職員の動向、それから消防の職員、団員さん

も含めてお話をいただきました。

災害本部の町長を本部長として職員招集をしたのは１０時半です。当然ながら、

風の状況だとかというのは、予報を聞きながら。全員がその時間かというと、もう

事前に２０名職員は帰らないで、予想されていましたので待機をしております。

その間にも、いろんな町民の皆さんからシャッターが飛ぶとか、いろんなことが

あっても、当然ながら暴風のときに出て行けという話にはなりませんので、それか

ら、前にもちょっとお話しましたけれども、ヘルメットそのものを常備しているわ

けではありませんので、今回もちろんそういう教訓もありましたし、それから、懐

中電灯よりはここにつける方が安全なんですよね、いろんな面で。そういうような

ことも把握をさせていただきましたし、それから、消防等ももちろん、これは終わ

ってからいろいろ検証をします。そういう物理的な備えるものと、それから指揮系

統というか、連動することの動きなんかもありますので、消防からいまやっている

のは、直接消防に行く場合と、町の方に連絡が住民の皆さんから来て、例えばちょ

っと高いところだとか、危険が伴うものについては、もうこれは間違いなく消防と

いうことにうちの方でなりますので、消防の方との連絡という体制をとりますけれ

ども、やっぱり、その辺の動きをもう一回整理をしなきゃならないなということで、

消防の本部ともその話を今回はしております。

それから、今回は、お話がありましたとおり、停電もこんなに長期になるという

ことは想定をしておりませんでしたので、一般家庭の皆さんも含めてですけれども、

停電に対応するためにどんなものを常備したらいいのかというあたりのお知らせ
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も、きちっと防災の観点からしていきたいなというふうに思っています。

やはり防災の専門家から言わせると、ろうそくというのは非常に危険なものだと

いうことであります。いまはＬＥＤの充電式というようなものがありますので、物

によってはかなりの時間もつというようなこともありますので、そういうものもき

ちっと情報も提供しなきゃならないということで、今回いろいろなものが一回おさ

まりましたら、豊寿園、それから光の里からも、それぞれからも報告をいただくこ

とになっておりますので、一定の検証をまとめてご報告をしたいと思いますし、そ

れから次年度になるか、１２月の定例会になるか、緊急、早目に設備をした方がい

いものについては、補正で議会の皆さんにまた相談をするというようなことも出て

くるというふうに思っております。

やはり今回夏場の停電でしたけれども、冬の停電になれば、避難をされる方とい

うのは、今回お一人でしたけれどもね、対応したのはお一人でしたけれども、もっ

とふえる可能性があったりしますので、対応していきたいなと。

やっぱり想定外だったのは、すごく教訓になったのは、今回の予算にも一部修繕

で入っていますが、バスを出して、消防の皆さん、団員の皆さんもある程度集団で

回したいということで、バスの要求が来ましたので、すぐ対応したいということで、

運転手にも指示をして、体育館の前に倉庫に方にという指示をしたんですが、停電

だとシャッターが上がらないんですよね。これで少しまた時間が食ってしまって、

上に行けばそういう解除するものがあるんですけれども、やっぱり暗い中ではすご

く危険だということで、そういうものの点検もきちっとしようということで、きち

っと枠をつくって上がっていって外せるような、明かりもある程度のものでできる

ような感じにしようということで、いま一例ですけれども、数多くありましたので、

いま言われたような人的な部分、それから設備の部分、それから一般の住民の皆さ

んへの周知の部分ということも改めて検証させていただいて、まとめて今後に生か

していきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。

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・歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般についての質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

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、追加日程第１、議案第１０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１０号は原案のとおり可決いたし
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ます。

追加日程第２ 意見案第２号

〇議長（村瀬 広君） 次に、追加日程第２、意見案第２号を議題といたします。

農業・農村を崩壊させかねない農政改革とＴＰＰの拙速な国会承認の反対を求め

る要望意見書。

お諮りいたします。

本意見案は、さきの請願で紹介議員が説明しておりますので、意見案提出者の説

明を省略したいのでありますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、説明は省略することに決定いたしました。

意見案第２号については、質疑・討論を省略し、採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） 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、意見案第２号は原案のとおり可決いたし

ます。

追加日程第３ 意見案第３号

〇議長（村瀬 広君） 次に、追加日程第３、意見案第３号を議題といたします。

「米政策改革」の抜本的見直しを求める要望意見書。

お諮りいたします。

本意見案は、さきの請願で紹介議員が説明しておりますので、意見案提出者の説

明を省略したいのでありますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、説明は省略することに決定いたしました。

意見案第３号については、質疑・討論を省略し、採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） 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、意見案第３号は原案のとおり可決いたし

ます。

追加日程第４ 意見案第４号

〇議長（村瀬 広君） 次に、追加日程第４、意見案第４号を議題といたします。

指定団体制度の堅持など酪農政策の確立に関する要望意見書。
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お諮りいたします。

本意見案は、さきの請願で紹介議員が説明しておりますので、意見案提出者の説

明を省略したいのでありますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、説明は省略することに決定いたしました。

意見案第４号については、質疑・討論を省略し、採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） 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、意見案第４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） これで、本日の会議を閉じます。

平成２８年第３回今金町議会定例会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでございました。

閉会 午後 ５時０３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９月２８日

議 長

署 名 議 員
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