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平成２８年第２回今金町議会定例会 第１号

平成２８年６月１５日（水）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 会期の決定について

３ 諸般の報告

４ 行政報告

５ 一般質問

６ 調 査 報 告 総合体育館・図書館建設構想調査特別委員会調査報告につい

て

７ 議案第 １号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

８ 議案第 ２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

９ 議案第 ３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

１０ 議案第 ４号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

１１ 議案第 ５号 平成２８年度今金町一般会計補正予算（第１号）について

１２ 議案第 ６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１号）について

１３ 議案第 ７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１

号）について

１４ 議案第 ８号 平成２８年度今金町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて

１５ 議案第 ９号 平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第

１号）について

１６ 議案第１０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１号）について

１７ 議案第１１号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について

１８ 議案第１２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１

号）について

議長発議 これからの防災と財政を考える調査特別委員会の設置について

１９ 議員の派遣について

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
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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２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。

本日の会議録署名議員には、岸君、小川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１６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。

会務報告及び監査委員の検査報告並びに繰越明許費繰越計算書は、別紙のとおり

であります。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、社会福祉法人今金福祉会、社会

福祉法人光の里から、平成２７年度事業報告書が提出されておりますので、別紙の

とおり報告いたします。

さらに、平成２７年度今金町情報公開条例及び平成２７年度今金町個人情報保護

条例の運用、並びに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）
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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。

向井君の発言を許します。

向井君。

○４番（向井孝一君） 私は今回、農業センター（仮称）の具現化についての町長の

考え方で一般質問をいたします。

私は２７年１１月に、農業委員会の行政視察に参加をしてまいりました。視察内

容は、農業法人、農業公社、農業センター研修を目的に、富山県、石川県、福井県

の北陸３県を視察研修してきました。視察報告書については、町長はもちろんのこ

と、全議員にも配付をさせていただきました。

それぞれの地域性の中で、特色ある事業の選択、組織の構成等学ぶべきことが多

くあり、意義深い研修でありました。

このことを今金町農業に当てはめて考えることは、さまざまな課題と問題があり

ますが、いままで複数の同僚議員、また先輩議員より、農業振興や農業センター構

想について一般質問がございました。自らも同様の質問をした経過もあります。

平成２３年に農業・農村活性化に関する建議書が、平成２６年にも、内容に多少

の違いがありますが、同様の建議書が農業委員会から出されています。

今年度より農地中間管理機構の施行や、農業委員会法の改正により遊休農地解消

のためと税制改正も実施され、委員会の事務が増すばかりです。

平成２８年４月末現在の営農状況は、組合員数２９３戸で、うち組勘設定者２５

３戸が、農地面積約５，０００ヘクタールを耕作し営農しています。国は、ＴＰＰ

対策として、２０２０年までに全国で５万法人へ農業予算をシフトしようとしてい

ます。国営農地整備事業の早期完了、新規就農者受け入れと住宅問題、農地の流動

化、作業受委託、農畜産物６次化、共選施設等さまざまな課題、問題がありますが、

今年度は第７次今金町農業振興計画後期計画の見直しをするということですので、

今金町は農業が基幹産業であることを明確に位置づけるため、農業センター（仮称）

の具現化に向けて、すべてを網羅した理想センターではなく、現実的なところから

一歩踏み出すべきと考えますが、町長の考えをお伺いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 向井君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 向井議員から一般質問をいただきました。お答えをさせてい

ただきます。

本町の農業者の数は、毎年緩やかに減少しており、農林業センサスの農家戸数は、

平成１７年３７５戸、平成２２年３０５戸、平成２７年２７０戸と減少しています。

農家人口についても、平成１７年９０３人、平成２２年７６５人、平成２７年６５

５人と減少しています。
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しかし、１戸当たりの耕作面積は、平成１７年１５．１ヘクタール、平成２２年

１７．３ヘクタール、平成２７年２０．５ヘクタールと規模拡大傾向にあります。

第７次今金町農業振興計画では、今金型地域複合経営を目指し、規模拡大型と集

約型を推進しているところであります。特に規模拡大に意欲を持つ担い手は多くい

ますが、全体的に労働力不足、人手不足などのさまざまな課題がある状況です。

ご質問の（仮称）農業センターにつきましては、平成２５年９月の定例会一般質

問においても答弁しておりますが、農業の支援組織の一つとして、その必要性につ

いてはだれしもが異論のないところであろうと思いますが、前提となる重要な視点

があります。

１点目は、課題に向けて関係する機関・団体がそれぞれの役割を明確化し、機関・

団体が行えるものは既存の機関・団体が行い、全体で取り組むべき課題やそれ以外

の業務を（仮称）農業センターが担うということで考えることが必要であると思い

ます。

２点目は、農業者、受益者が、自分たちのための事業であり、自らも負担して行

うという主体者の意識と、事業として成立させるためにも、需要と供給のバランス

が図られるものにしていかなければならないということが基本になるものと考えて

おります。

これまでは、個々の事業を単独で、あるいは今金町内の特定分野に限定して考え、

行われてきたものもありますが、結果として事業成立が困難であった、また不調と

なったものもあるわけであります。

（仮称）農業センターにつきましては、今金町農林業振興会議の下部組織であり

ます農林業振興プロジェクトでの農業の課題とその解決策について、検討、協議が

継続して行われてきているところであります。１０数項目の課題を整理したところ

でありますが、さきに述べた重要な視点である需要と供給のバランスや、それぞれ

の機関・団体での取り組みの整理と、その枠組みを超えた供給体制の必要性などに

ついて十分な整理がついていないことから、方向性を見出すまでには至っていない

ところであります。

向井議員の質問にありますように（仮称）農業センターの具現化に向けては、す

べてを網羅させたものではなく、現実的なところから一歩を踏み出してはという提

案、ご助言をいただきました。町長としても描いている構想はありますが、これま

でにも、急を要する課題や、優先して取り組むべきことが必要な課題など、アンケ

ート等でも現状課題の掌握をしていますことから、ポイントを絞り、行政の立場で

できることから取り組みを行うべく努めてまいります。

〇議長（村瀬 広君） 向井君の再質問を許します。

○４番（向井孝一君） 大変この問題については、過去、最初に申し上げたとおり、

幾度となく構想の具現化に向けての提言というものがあったわけですが、現実的に

先ほど町長の答弁にもありましたように、じゃ、どうするのかという部分では、き

ちっと行政と農協が連係プレーしていかないと、確かに具現化に向けてはかなり難
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しいハードルだというふうに思っております。

しかしながら、今金町は今年度も８戸の経営移譲がありました。そういった数字

の中では、全道的にもすばらしい数字が後継者として残っているのも事実です。そ

ういう意味では、今金町の基幹である農業が、本当に衰退の方じゃなくて未来ある

方向に向いているのも、事実だというふうに思っております。

そしてさらには、今年新規就農者が夫婦で入ってきております。しかしながら、

その受入体制というものを考えたときに、万全ではないということを考えたときに

は、やはりこういう、仮称でありますが、センターがいいのかどうかは別としても、

それをきちっと下支えさせていく受入体制というものが、私はぜひ必要だなという

ふうに思っております。

いま、今年農協から資料をもらってきたのですが、２８年度の４月現在の組勘設

定者の年齢別なんですが、２０代の経営者が３戸、これは２５３戸のうちですね。

３０代が２８戸、４０代の経営者が４１戸、５０代が５２戸、６０代が９７戸、７

０代２８戸、８０代が４戸ということで、６０代以上が合わせると約５０．９９で

５１％、半分がもうじき超高齢世代を迎えるという現実があります。

６０代の中には、いま、経営移譲を考えている人もいます、確かに。しかしなが

ら、やはりこういうことを考えたときに、いま、国営事業が完了した時点で、組合

戸数が極端にいなくなるという状況だけは、どうしてもこれは避けていかなければ

ならない課題かなというふうに思っておりますので、町長が先ほど回答していただ

きました描いている構想、この一部でも具体的にありましたら、説明をいただきた

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） 今金町の実態状況含めて、また新たな実状なんか見通したと

ころでございます。

議員がおっしゃるとおり、質問書にもありますように、さまざまな課題がたくさ

んあるわけでありますし、町としても、それなりの取り組みを継続して進めている

わけであります。

言葉的なことでの問題、課題ということもありますけれども、実際に今金町の現

状を含めた課題は、数字的な押さえも当然バックデータとして持ち得ているわけで

あります。

一つは、平成２５年でありますけれども、農協を中心として、農協の組織の中に

は１８の振興会だとか、組合だとか、研究会、あるいは青年部、女性部の部だとか、

さまざまな組織が１８組織あるわけでありますけれども、その組織の中で、すべて

に調査を行い課題等の抽出をしたわけであります。

いろいろ問題、課題が当然あるわけでありますけれども、そこで如実に出たのは、

いま言ったように、これからの自分の経営を移譲するのを含めた担い手の問題。加

えて、何よりも現実的には人手が足りないということが、半数以上の組織の方から

声が上がりました。
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昨年の１１月でありますけれども、労働力調査というものを農協、町含めて大々

的に行いました。この結果も、非常に重い結果が出ました。議員がおっしゃるよう

な形の方向性に結びつくということでは、一つあり得る要素でありますけれども、

先ほど年代別のいまの実態を言われましたけれども、今金町の農家の大体平均は、

私は６３から６５くらいではないかなという認識を持っています。相当高い年齢に

なっているということが、あり得るわけであります。

そういう中で、いま、今金町の農家の方々が、これは２６９戸のうち２３５戸、

８７％の農家の方がアンケート調査に答えていただきました。将来、現状の必要な

雇用者、こういう働き手が必要だと、非常に重い数字でありました。

びっくりしますのは、１月、２月、３月というのは、あと１２月、１１月は少し

人手がそんなに要らなくていいという数字が出ていますけれども、ピーク時の８月、

９月は、今後を含めて、将来含めて、３７０人から４００人の人手が必要だという

数字が出ています。農家の方が全部そういっております。

作物的には、随分いろいろ当然あるわけでありますけれども、非常に重い数字が

出ておりまして、このことの対応、対策というのは早くしていかなきゃいけないの

かなと思っています。

何よりも、さまざまな農業関係の話をする場合、いろんな会議でも懇談会でもそ

うでありますけれども、イの一番に出てくるのがこの人手の問題、パートと言った

り出面さんと言ったり臨時という言葉を使った方々の問題でありますけれども、こ

れについては、速やかに対応していかなきゃいけないという最優先課題であるとい

う認識を私なりに持っております。

この間、いろいろ調べたり調査をしてきました。農協でも一時このことに取り組

んだ経過があるわけでありますけれども、残念ながら実施に至らなかったわけであ

りますけれども、いま私の方で、早急に行政としてさまざまと行える枠組みの中で

何が必要かと。

加えて、いま申されました農業委員会の今回の視察の中でも、まとめの中でも、

私が思いとするところが一致するものがありました。整理をされて、必要なところ

から取り組んでいきましょうと。

加えて、農業支援につきましては、ねこの手クラブのように、働く人、パートを

探している農家の橋渡しをすることで、効率的な人材確保、雇用の場の提供ができ

る、そういうものが必要だという明確な検収の結果も出ているわけであります。私

はこのことに、行政としてまず取り組んでいきたいなと思っていました。

これは、いま言ったように、農業を限定して言うわけでありますけれども、求人、

働く人が欲しいということと、働きたい、求職、この方々を結合することが本来の

仕事なんです。いままではなかなかハローワーク等々含めた事業の中では難しいで

すし、調整というのは一方通行しかならないんです。鉢合わせして調整するという

ことは、労働法の問題でなかなかできなかったということから、二つの手法があり

ました。一つは、有料でやる職業紹介。民間も随分やっている。もう一つは、無料
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の職業紹介であります。これについては、行政もできることになります。加えて、

特定の団体、これは農協だとか商工会だとか、そういうところもできることになり

ます。

まずもって、私としては、いまこれから具体的に農協の方にお願いするわけであ

りますけれども、町として、まずそのスタートを切らせてもらえればなと。今金町

として、今金町職業の無料紹介所というものを開設をさせていただければなと思っ

ていました。

そんなにハードルは高くはないという認識を持ちながら、いま、いろいろ検討し

ているわけであります。このことは、何を最前提にするかといいましたら、資格要

件が当然ありまして、職業紹介責任者講習というのがありまして、職業紹介は責任

者講習の講習を受けることによって、そのスタッフが、その職員がいればＯＫとい

うことになるわけでありますから、このことに向けてぜひ取り組んでいきたいと。

まずは、いろいろな行政課題、あるいは農業課題が当然あるわけでありますけれ

ども、議員もおっしゃるとおり、第一歩を踏み出すために、そのことについて私と

してはぜひ取り組んでいきたいという考えを持っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 今日は町長の方から具体的な構想の一部を聞き出すことがで

きましたので、先ほど言いました町長の労働力のあっせん業務という部分について

は、過去にも農協の船木さんがその資格を持っていた経過はあるんですが、なかな

かそれが生かされてこなかったという部分がありますので、その辺もしっかりと検

証しながら進めていただければというふうに思います。

そして、さらには、やはりこのことに対しては、長年農業委員会の方から建議だ

とか提言だとかというふうにしてやってきましたので、やはりこの農業委員会、そ

れから振興課、農協、恐らくどういうスタッフがいいのかは別として、具体的にや

はり準備委員会なり協議会なりを設立しながら、一歩でもそういう具現に向けて歩

み出していただければと思いますので、もう一度町長のお話を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） １点目でありますけれども、この無料職業紹介所、農協も一

度資格を取ったという経過があるわけでありますけれども、このことにつきまして

も、ある事例のまちがあります。市の段階ですけれども、その市の段階は、まずは

第１次産業に限定してやっております。重要なのは、やっぱり市は市の中で取り組

みをするわけでありますけれども、どうしても農業部門については、農業関係者が

きちっとした求人・求職の情報を欲しいということから、ある市では、具体的に言

いますとＪＡ新はこだてでは、全体で無料職業紹介所を開設しております。そして、

基幹の支点にも開設をしているところがあります。

基幹施設は基幹施設で、農業に限定して集約をし、市の方とも連携をとりながら、
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北斗市でありますけれども、連携をとりながら、共有しながら進めていくというこ

とでは、昨年度の実績でも、約半数くらいの方々が求人・求職の結合ができている

という成果が上がっておりますので、私としては、先ほど申しましたように、町は

町でというスタンスの中では行いますけれども、農協は農協の方にもぜひお願いし

ながら、農業分野の中での求人・求職の情報なんかもきちっとつかまえていきたい

なと。

いまは、農業という形の中で、限定でまずはさせていただくわけでありますけれ

ども、まち全体にも求人・求職の問題というのは当然あるわけでありますから、そ

れをまち全体に広げていきたいと思っています。

これは具体的に言いますと、商工業、商工会、あるいは建設協会、特に重要なの

は、福祉を含めた福祉サイドの中でのそういう求人・求職の場面をつくっていくこ

とが必要ではないかなと。いろんなネットワークをつくりながら進めていくと、そ

の先導を、まず町として切らせていただきたいなと思っていました。

農業委員会からも含めたさまざまな建議もいただいているわけでありまして、そ

のことについての思いなんかも伝えてきている経過があるわけでありますけれど

も、先ほど申しましたように、プロジェクトでも随分検討していただいているわけ

であります。今回の視察の中でも、そういう参加者の声、いろいろありました。私

なりに、とにかくうなずいてこのことを見させていただいたり、そうですねという

ことで同意をしている文書もあるわけでありますけれども、参加された委員の中に

は、あくまでも農業委員会、それぞれと連携をしながらしていくことが必要だとい

うことが一つでありますし、農家自身が進んでやっぱり農業センター組織を望んで

いるということの組み立てをきちっとしていかなければならないだろうと。

性急ではなくて、できることからまず取り組んでいくべきではないかという声も

まとまっているところも承知しておりますので、いま議員がおっしゃったようなこ

とを含めて、今後もさまざまな事案について取り組んでまいりたいと思っておりま

す。

○４番（向井孝一君） 終わります。ありがとうございました。

〇議長（村瀬 広君） 以上で、一般質問を終わります。

◎日程第６ 調査報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、調査報告を議題といたします。

総合体育館・図書館建設構想調査特別委員会調査報告について、委員長の報告を

求めます。

総合体育館・図書館建設構想調査特別委員会委員長、向井君。

○総合体育館・図書館建設構想調査特別委員会委員長（向井孝一君） 特別委員会調

査報告。

総合体育館・図書館建設構想調査特別委員会に付託された下記事項について、調

査結果を次のとおり、会議規則第７７条の規定により報告いたします。
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記

１．調査事項 今金町総合体育館・図書館建設構想に関する件について

２．調査の経過 付託事件調査のため、平成２７年１２月１５日、平成２８年１

月１４日、同年１月２９日、２月２４日、４月１１日、５月２４日、５月３０

日、６月１３日の８日間委員会を開催し、慎重に調査を行った。

３．調査の結果 総合体育館については、耐震診断の結果、部分改修から改築へ

と方針を転換し、平成２７年度教育行政執行方針で総合体育館・図書館建設構

想委員会を組織し、防災・子育て支援等の視点を含めた施設建設に向けた考え

を表明した。

平成２７年５月に、総合体育館・図書館建設構想委員会が設置され、教育委

員会事務所を移転する方向でさらに検討が加えられ、同年６月には住民アンケ

ートが行われた。

町議会では、平成２７年１２月の第４回定例会において、議長発議で総合体

育館・図書館建設構想調査特別委員会を設置し、その後理事者に資料の提出を

求めて説明を受け、平成２８年３月の第１回定例会において、調査中間報告を

行った。その後も、継続して調査検討を重ねてきたところである。

平成２８年３月に構想委員会から理事者に対して答申があり、その後、理事

者から説明を受けた事業費は、本体工事で２２億７，２６０万円となっており、

建設に伴う外構、公園整備及び解体撤去など総事業費が見通せない状況の中、

耐震診断の結果による中学校移転改築も控えており、将来的に健全な財政運営

を維持できるか不安要素も大きい。

なお、４月１４日に発生した熊本地震により、役場や病院などの災害拠点自

体が損壊し使用できないケースが出ており、また耐震が不十分な住宅等の倒壊

による犠牲者も多く、耐震化の重要性が浮き彫りになっており、本町において

も、災害に強く安全で住民が安心して暮らせる町づくりをより一層推進する必

要があると考える。

以上、報告といたします。

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。

ただいまの委員長報告は、さきに議長を除く１１人による総合体育館・図書館建

設構想調査特別委員会において調査を行ったものでありますので、委員長報告のと

おり承認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） 異議なしと認めます。

したがって、本委員会調査報告は、委員長の報告のとおり承認されました。

これで、本委員会の調査を終わります。

◎日程第７ 議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、議案第１号を議題とします。
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北海道町村議会議員公務災害補償等組合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） それでは、議案の説明を申し上げます。

議案第１号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、提案

理由を申し上げます。

平成２７年１１月３０日をもって、北空知学校給食組合が解散したことに伴う規

約の変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき議会の議決を求め

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。

（「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７、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ありませんか。

（「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８ 議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第２号を議題とします。

北海道市町村総合事務組合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２号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、提案理由を申し上げます。

平成２７年１１月３０日をもって、北空知学校給食組合が解散したことに伴う規

約の変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、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。

（「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８、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ありませんか。

（「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９ 議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第３号を議題とします。

北海道市町村職員退職手当組合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３号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついて、提案理由を申し上げます。

平成２７年１１月３０日をもって北空知学校給食組合が解散したこと、並びに規

約第１条、第３条、第５条の表中の字句の整備、及び別表を改める規約の変更につ

いて、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、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。

（「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ありませんか。

（「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１０ 議案第４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、議案第４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４号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更に

ついて、提案理由を申し上げます。
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防犯灯安全対策事業、高齢者共同生活施設運営事業、給食サービス事業、子ども

医療費助成事業、保育料助成事業の５事業を新規に登載し、本計画を変更するため、

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定により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。

（「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ありませんか。

（「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１１ 議案第５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、議案第５号を議題とします。

平成２８年度今金町一般会計補正予算（第１号）について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第５号 平成２８年度今金町一般会計補正予算（第１

号）の提案理由を申し上げます。

なお、合同委員会におきまして、議員各位からご指摘とご助言を賜り、総務費の

財産管理費において工事請負費を委託料に修正の上、議案書の差し替えをさせてい

ただきましたので、冒頭心よりおわびを申し上げます。

それでは、説明をいたします。

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６７万２，

０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５４億６５４万３，０００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ページからです。

１１款分担金及び負担金において２７０万円の追加は、農地耕作条件改善事業負

担金であります。

１３款国庫支出金において１，４３５万６，０００円の追加は、臨時福祉給付金

給付事業補助金、年金生活者等支援臨時給付金給付事業費補助金等が主であります。

１４款道支出金において１，５１７万８，０００円の追加は、農地耕作条件改善
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事業補助金、造林事業補助金、換地事業委託金の追加が主であります。

１８款繰越金において１，０７３万５，０００円の追加は、前年度繰越金です。

１９款諸収入において４，２２９万６，０００円の減額は、備荒資金組合積立金

支消交付金の減額が主であります。

次に、歳出は２ページから３ページであります。

２款総務費で７，１０２万６，０００円の減額は、人件費、情報セキュリティ強

化対策業務委託料、地方創生事業費関係の負担金等の減額が主であります。

３款民生費で１，７８５万４，０００円の追加は、年金生活者等支援臨時福祉給

付金等の追加が主であります。

４款衛生費で４，０１３万８，０００円の減額は、国民健康保険特別会計施設勘

定繰出金が主であります。

６款農林水産業費で５，５９５万４，０００円の追加は、農業基盤整備促進支援

事業補助金、北海道土地改良事業団体連合会負担金等の追加が主であります。

７款商工費で６８９万６，０００円の追加は、今金町観光施設指定管理料の追加

が主であります。

８款土木費で７３１万４，０００円の追加は、道路付属物点検委託料、公共下水

道事業特別会計繰出金の追加が主であります。

９款消防費で２９６万６，０００円の追加は、檜山広域行政組合負担金でありま

す。

１０款教育費で２，１１５万円の追加は、事務局人件費及び今金中学校耐力度調

査業務委託料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が、ここの時計で１１時１５分まで暫時休憩といたしま

す。

休憩 午前１１時０５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。

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をしておきます。

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。１３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。
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２款総務費の質疑を行います。１４ページから１８ページです。

岸君。

○１番（岸 徹也君） １６ページの１１目電子計算費について、情報セキュリティ

の強化対策の費用の減額などが載っているんですけれども、私からはマイナンバー

にかかわるセキュリティ関連対策についてお伺いしたいなと思うんですけれども。

まず１点目、マイナンバー制度に関するセキュリティ対策なんですけれども、番

号法が施行されて、これは昨年の６月に、日本年金機構において大規模な情報漏洩

事件というのが起きたんですね。これは１２５万件ほど。昨日も番組の報道で出て

いました。旅行会社が約８００万件ほどの情報漏洩のそういう事件が起きたという

ことに絡みまして、マイナンバーに関する情報というものがしっかりと守られてい

るのかと。その辺は、町民の方々も大変不安に思っている部分があると思うんです

ね。

年金機構もそうですし、旅行会社の昨日の漏洩の件もそうなんですけれども、標

的型の攻撃メールと呼ばれる、そういった手法がとられているみたいですね。何か

メールにファイルが添付されていて、そのファイルの中にウイルスが入って、ウイ

ルスでパソコンを感染してと、そういうところから情報が漏れると。何かそういっ

たことを聞いているんですけれども、そういう脅威にさらされているんだというこ

とは、もちろん私も含めて理事者側も町側も、その辺は自覚はあるとは思うんです

けれども。

そこで、昨年度総務省でも自治体の情報セキュリティ対策の検討チームというの

を立ち上げられていると思います。そこでいろいろ報告なんかが来ているのか、自

治体レベルでおろされているんじゃないかなというふうには思うんですけれども、

そういった対策を今後もしっかりと検討して進めているんじゃないかなと思うんで

すけれども、そこで１点質問なんですが、マイナンバー制度に関して、今金町でど

ういうセキュリティ対策を行っているのかと、これをちょっと伺いたいと思います。

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） お答えをいたします。

まず、予算の関係ですが、今回情報セキュリティ強化対策業務委託料ということ

で６，６８５万１，０００円、これ減額でありますが、同様の事業につきまして、

新年度予算ですので１２月の段階での予算になりますが、その後、国の方の補助制

度ができましたので、３月の定例会のときに２７年度の補正予算ということで２，

６３２万円という事業でありますけれども、そちらの方を繰越明許費で執行すると

いうことで追加をさせていただきました。

したがいまして、この情報セキュリティの強化に対する対策費につきましては、

２７年度の補正予算で対応したということで今回の減額に至っているということ

で、まずはご理解をいただきたいと思います。

それで、マイナンバーにかかわってどのようなセキュリティ対策をとっているか

ということでありましたが、国の方から示されているさまざまな指針、それから、
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今回のパソコンといいましょうか、データ上の使用につきましては、国の方から示

されておりますけれども、それに基づいて整備をするということになっております。

大きく言いますと、まずマイナンバーが活用される、基幹系と言いますが、基幹

系の回線はＬＧＷＡＮという専用回線があります。これは国と都道府県と市町村を

結ぶ専用の回線であります。その中でしか運用されません。

それからもう一つは、日常的に使うところでは、インターネットのメールですと

か、通常でインターネットサイトを開く際の回線があります。これは情報系という

ことで私たち言っておりますけれども、この基幹系と情報系、これがいままでは一

つのパソコンの上で動いていたわけなんですけれども、そのことでマイナンバーへ

攻撃をされるという恐れがありましたが、今回のセキュリティー対策においては、

基幹系と情報系というものを完全に物理的に分離をするということになりますの

で、情報系からそういう攻撃を受けることがなくなるということであります。

ただし、それでもやっぱり民間ですとか個人メールをやりとりしなければいけま

せんので、そこからの情報が、ＵＳＢですとかそういった媒体で、パソコンを通じ

て基幹系の情報網に侵入するということも考えられますので、そこのところは都道

府県段階におきまして、セキュリティクラウドという少し高度なセキュリティ体制

を構築します。なので、そこを経由して無害化されたもので私たちは情報をもらう

ことになりますので、物理的にはそういうことはなくなるということになります。

あとは、人的なところの心配が、やはり先ほど言いましたＵＳＢメモリーですと

か、そういう媒体で持ち出しをされて、そのことによってウイルスに感染するです

とか、情報が漏洩するということはありますけれども、このあたりも職員への周知

も含めながら、そのことは絶対禁止ですということも含めて、それからパソコンの

持ち出しなんかも、いまもできないようにしておりますので、そういったことの対

策もあわせて強化をしていきたいというふうに思っておりますので、ハード面の整

備につきましては、国の仕様に準じて、それから都道府県と連携しながら行ってい

るということになりますし、人的な部分については、内部の職員教育の場面で対策

を講じていき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） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 環境については、理解はいたしました。

ハード面とソフト面のいろいろ対策を講じているんだという、課長からの説明も

ありましたけれども、ちょっと２点目の質問と重複する部分があるかもしれません

けれども、インターネット環境で、マイナンバー利用について、これについてちょ

っと伺わせていただきたいなというところで。

再度確認の意味も含めて聞きたいと思いますけれども、先ほど私の方でも冒頭し

ゃべりました年金機構の事案、あと旅行会社の漏洩の事案も含めてですけれども、

これも個人情報を扱う専用のネットワークのシステムからデータを抽出して、イン

ターネットに接続されているネットワーク上にある共有ホルダーの中で作業をして

いたと。そのことによってウイルスに感染したパソコンから情報が漏れてしまった
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というふうに聞いています。先ほどこれも課長の方から答弁もいただいたものだと

思うんですけれども、そこでちょっと質問なんですけれども、今金町においては、

インターネットに接続されたネットワーク上で、マイナンバーを扱うのかどうか、

そこをちょっとお伺いしたいなと思います。

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） 先ほども申し上げたとおりでありますが、基本的に

は扱うところは基幹系というところで、専用の回線の場所になりますので、一般の

インターネット上でもシステムの中で運用されることはないというふうに思ってお

ります。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 運用されることがないという、いま答弁をいただきました。

これは最後になりますけれども、町民の方が安心してとにかく個人情報を預けるこ

とができる。さまざまな外的な脅威というものがあるわけですから、そういうもの

に対応できる磐石なセキュリティ体制というものは、しっかりと確立して実施をし

ていただきたいというところなんですけれども。

そこで、先ほどソフトの部分でも課長からも答弁ありましたけれども、職員の方

にそういう方はいないとは思います。私も信じていますけれども、悪意を持った方、

いないとは思いますけれども、また間違って、過ってそういったデータを取り出し

てということも、ヒューマンエラー的な部分も、それはやはり考えられることだと

思いますので、そういった作業もできれば一人称ですべて完結するというようなも

のじゃなくて、例えば複数のチェック機能を入れるであるとか、また、先ほどＵＳ

Ｂの話も出ましたけれども、そのＵＳＢのポート自体を遮断するということも可能

なようですので、そういったいろいろ物理的に可能な方法をいうものもしっかりと

実施できるのであれば、これは予算もかかるものだと思いますけれども、まずそこ

までして、確実に情報を、お預かりした情報を守っていくと、そういう部分が必要

なんじゃないのかなと。

マイナンバーに対する不安というものを、やっぱり皆さん町民の方も、昨日の報

道も含めて、持っている方は多いと思いますので、しっかりとした対策を打ってい

ただきたいなということをお願いをして終わりたいと思います。

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） ありがとうございます。ＵＳＢですとか、そういう

外部の媒体につきましては、いまもう一人が一つのＵＳＢしか使えない、そのパソ

コンでは一つのＵＳＢしか使えないというような、いま、設定になっておりまして、

何を持ってきてもつながるということではなくて、遮断の体制ができているという

ことであります。

それからヒューマンエラーの部分につきましても、セキュリティーポリシーです

とか、関連の規定を整備して事務に当たるようにしておりますし、それから、役場

の方の事業者としまして、職員、それから扶養の家族のマイナンバーを扱うような
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こともあります。それから、各種の委員さんなどには報酬を支払っておりますけれ

ども、そういった関係でもマイナンバーを扱う事務が発生しますけれども、それに

ついても関連の規定を定めて、誤りのないようにということで行っておりますので、

いま一度職員の方にはそのあたりは周知をしていきたいというふうに思っておりま

すし、全国各地で起きている漏洩事案ですとか広域事案につきましては、毎月の課

長会議の中でも、こんな事案がありましたということで注意を喚起するような取り

組みも継続して行っておりますので、さらに進め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） 他に質疑ありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） １６ページの１９節、個人番号カードの現在の手続の状況に

ついてお知らせください。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 申請ですとか、そういうことでよろしかったでしょ

うか。

５月１０日現在になりますが、マイナンバーカード、個人番号カードの申請件数

が４１０件であります。

これ申請の仕方は３通りほどありますけれども、今金町独自としまして窓口でも

受け付けをさせていただいておりますけれども、そちらの窓口申請が１８６件であ

ります。そのほかが、郵送ですとかインターネットで申請をされた方ということに

なります。

さらに、４１０件の申請のうち、カードの発行を終えているものが３８０件、そ

れから、現在国の方で作成しているものが２８件、それから、取りやめの申し出が

あったものが２件ということになっております。

このカードの発行事務につきましては、地方公共団体情報システム機構というと

ころがありまして、そちらの方で全国からの申請受付をして、カードの作成、発行

を一括して行っているということになりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） これに対しの補助金、これというのは、要するに何年くらい

続けられるものなんですか。これに対する補助金は。

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） カードの発行は、多分この後もずっと続きますので、

それに対してですが、ここで出てきております通知カード・個人番号カード関連事

務負担金でありますが、これは先ほど言いました全国の市町村が個人番号カードの

発行作成については、地方公共団体情報システム機構、Ｊ－ＬＩＳというふうに略

して言っていますけれども、そこに担っていただいていることになります。したが

いまして、ここの負担金というのは、Ｊ－ＬＩＳへ支払う負担金になりますが、こ

れは歳入の方でも同じ額が国の方からいただくことになっておりまして、市町村を
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経由してＪ－ＬＩＳの方へ支払うということになります。

これは毎年度の発行申請件数ですとか、発行枚数ですとか、そういうものが、い

ま団体が想定で試算されたもので交付されておりますけれども、今後、年度末に向

けて精算がされて、金額の追加なり減額が行われるということになりますのでよろ

しくお願いいたします。

個人番号カードの制度がある当面の間は、引き続き同じような仕組みで行われる

のではないかなというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） １５ページ、１３節委託料で美利河地区町有地敷地調査、

これは合同委員会で説明をいただいて、予算化をして初めて議論をするということ

では、今回初めて具体的に内容をお聞きをしたものであります。

何点か疑問というか、質疑をお願いいたします。

３カ所の町有地を貸し付けするということでありますけれども、貸し付けに関し

ては、有償なのか無償なのか、まずお尋ねをします。

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） 今回の委託料関連につきましては、栽培ハウス等々、

美利河地区のクアプラザ周辺の町有地を、活用が想定される場所につきまして町が

一定程度整備をして、それを相手方にお貸しをするということで考えたものであり

ます。

それで、この町有地につきましては、賃貸借の契約を結んで相手方にお貸しをす

るという考え方であります。

〇議長（村瀬 広君） 有償か無償かということは。

○総務財政課長（森 朋彦君） 有償でお貸しをするという考え方です。

まだ確定したものではありません。試算の段階でありますので、まず、一昨日の

初年度に整備をする予定のところにつきましては、年額になりますが２万９，００

０円ほど。

それから、旧ハーブ園のところでありますが、こちらが年額で９万円ほどになり

ます。

３カ所目につきましては、まだ明確になっておりませんので、ちょっといま検討

中になりますが、考え方としては同じような考え方になると思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 年額で出ているわけですけれども、この事業というのは、

今金町にとって大変効果を求められる、そういう事業だというふうに思います。養

護学校の授産施設という意味を含めながら、町内でいろんな取り組みを考えながら、

この美利河地区を活用しようということでは、私は理解をするし、反対をするもの

ではありません。

しかし、具体的な内容というのは、いままで議論する場がなかったわけですから、
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いまここで出てきた資料をもとに、いま質疑を行っていると。

例えば、このいただいた資料の中で、売り上げなんですけれども、３年間、３期

を目指しているんですけれども、１期目、２期目で赤字、３期目で黒字という計画

を立てています。この１期目３３０万、２期目１，４００万円という、こういう赤

字があり、３期目で３３万９，０００円の初めて黒字転換をしていくという、この

事業で、今金町に来てやっていただくんだけれども、例えば１期目、２期目の赤字

というのは、これはどう考えているのかお尋ねします。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） お答えをしたいと思いますが、まず１点目の町にとっても

いろいろな要素がありますので、大切な事業だということは、議員おっしゃるとお

り、私どもも共有をさせていただいています。

それで、今回計画が上がってきている収支計画については、あくまでも私どもに

ついては、この間も言いましたけれども、計画段階でいま上がってきておりますの

で、これからその中身については詳細に検討をするというのが、まず一つです。

それから、第一義的な場所の選定についても、先ほど３カ所といいました。２カ

所ともう一つ大きな場所がありますが、この中でもどこをとらえて初年度にやって

いくかによっても、要素的には少し変わってくる場面があると思いますので、基本

的な考え方としては、いま何年か後に黒字に転換をするということですけれども、

その赤字部分をどうするかということについては、いまの段階では、厳密には町の

方がどうするということの回答は、いまできません。というのは、これは検討の中

でいろんな方向が出ますので、その方向が出れば、当然ながら議会にも相談をする

必要がありますし、それから、一方で合同委員会の中でもお話しいただいたとおり、

要素的には、野菜そのものもそうなんですが、そこにまつわる養護学校の卒業生の

雇用ですとか、それからマックアースリゾートが仮に撤退をしたときの温泉である

とか、レストランですとかという部分の、町として守っていきたい部分の兼ね合い

も出てきますので、ハウスそのものの収支計画の場合の点検と赤字についてどうす

るかという部分については、いまの時点では、それを町がどうするとかということ

については回答できませんが、今後詰めていく段階では、方向が見えれば当然ご相

談をするという場面が必ずあるというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） １期から３期目までで、今金町の負担分、これは２５％の

負担割合でということでは７，２００万円町が負担をしながら、設備投資の支援を

していくと。そのほかに、ハウスを建てる場所の造成をしていく。行政で支援をし

ていくわけですよ。３年間で７，２００万円、設備だけで支援をしていく中では、

やっぱり成功してもらいたいんですよ。町の金を７，０００万円入れて、失敗した

ということにはならないから、その前にどうしたらいいかということをいろいろ考

えるんです。

当然計画書ですから、まだこれ私たちが具体的に踏み込んで質疑にはならないか
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もしれない。しかし、心配だから言うんです。

事業費でいうと２億９，０００万円、施設整備だけで。さらに、運営する中では、

さっき言った、２年目で１，４００万円、１期目、２期目で２，０００万円の赤字

が出る。これ大変なことですよ。３期目の黒字が３３万９，０００円。これよっぽ

ど注意してやってもらわなければ困る。というのは、やはりさっき言った今金町か

らの、皆さんからいただいた税金がここに入っていくわけです。

さらに言うと、合同委員会でも話をしましたけれども、全体の資金計画が立って

いない。補助金がまだ確定をしていない中で、今金町は２５％持ちますって決めた

のが、この７，０００万円ですから。ですから、補助メニューがどうなるかという

のをいち早く知らせていただきながら、我々は安心したいんです。わからない中で

議決をして、執行される。やっぱり早くに安心をして、こういう事業を使ってやる

んだなと、それから、見通しも立つんだなということをわかりたいわけですから、

そこのところをしっかりお伝え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） おっしゃるとおりのことを私たちも思っておりますし、先

般も回答いたしましたけれども。

一つ確認といいますか、押さえておきたいのは、この計画、まだうちはそれで行

くというふうに合意しているわけではありません。これはあくまでも美利河地区で、

ここを使ってこういう形でいきたいという計画をいただいた段階であります。いま

補助申請も一生懸命動いている段階だというふうに聞いておりますので、このこと

によって、すべてこのとおり進めていくかどうかというのは、これはこれから協議

でありますから。当然ながら、いまの段階でこの赤字が見込まれているもの、同じ

ようなやり方で町の方が合意できるかということも、これはこれからの検討をしな

ければなりません。

いずれにしても、なかなかいままでにない形で、町内の雇用だとかいろんなもの

を含めての企業誘致になりますので、町もそれなりの腹を持つのは当たり前ですけ

れども、町民の皆さんが大丈夫かという不安にならないようなスタートを切りたい

というふうに思っていますので、私は特に今年の初年度、どういう形でスタートを

するというのが一番大切だというふうに思っておりますので、今後、対象の今回来

ていただけるという予定になっておりますＴＴＮの社長さんとも、当然ながら、前

回意向は聞いておりますけれども、具体的なこの計画というのは今回示されたとい

うのがスタートでありますので、議員の皆さんのおっしゃるとおり、最初から赤字

が出るものをといってもなかなか理解しづらいということもありますので、当然な

がらそういうものを慎重に検討しながら。

ただ、美利河地区に来ていただいたというのは町長の意向でもありますし、それ

から、今後美利河地区に観光的な要素も踏まえて、この企業をきちっと誘致をした

中で、町内の養護学校の子どもたちの就労であるとか、それからいろんな流通が確
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立できるようにということでは、私たちも慎重に、しかも重要な事業であるという

ふうに思っておりますので、先ほど議員がおっしゃったとおり、議会とのやりとり

は今回の予算で初めて、実質的なスタートでありますので、当然ながら主管団体で

あります商工会であるとか関係の皆さんとのいろんな懇談の機会であるとか、説明

の機会であるとか、そういうものはこれから出てくるというふうに思っております

ので、ぜひまたその際に、皆さんからのいろんなご意見をいただいて、同じ気持ち

でスタートするというのが一番だというふうに思っておりますので、町を挙げてき

ちっとできるような体制づくりをしていきたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎議員、３回超えていますけれども、質問内容変わります

か。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） いま答弁をいただきました。今金町もいままでいろんな事

業をやってきました。町独自の事業をやってきて、これは申しわけないけれども、

成功していない例もある。いま美利河スキー場をお願いしたマックアース、この会

社も、来るときには頑張ります、頑張りましょうといって来ました。ところがわず

か１年、２年の間で、情勢の変化で撤退という話まで出てきた。

その前にもいろんな例があります。要するに、前例を反省しながら次に生かして

いくということ。今回の件もそうですよ。いままでのことを反省しながら、今度は

どうしたら失敗しないかということを、もう１００％はないんだと。１２０でも２

００でもいいんです。想定外を想定しながら、成功するようにやってほしい。議会

というのは、やっぱり議員というのは憎まれる部分はあるんです。言いたくないこ

とを言うんですから。そういう失敗した例を学んで新しくやってくれというのは、

本来言わないで、みんな一緒にやろうねということで終わればいいかもしれません。

しかし、その辺のところをよく考えながらやっていただきたいというのがいまの質

問です。

それから、次の話なんですけれども、今金町には企業誘致、企業立地、いわゆる

条例を持っています。条例をもとにして、企業の立地ですか誘致ですかをするとい

うことをしています。今回、この企業が今金町に来るという、このことというのは、

企業誘致、立地とは、全くこれとは関係ない話なんですか。

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） 昨年の９月の定例会で、いままであった企業

誘致の条例を廃止しまして、企業立地促進助成事業というものを始めております。

当然、この事業もその対象になります。事業所に対する助成としては、投資額１，

０００万円以上の業者に対しまして、土地、建物の固定資産税相当分、３年間を助

成するものと、あと常時雇用者１人につき年間３０万円の助成を３年間行うという

ものになっておりますので、その部分では、この事業もそれに該当する事業となっ

ております。
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〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 今金町企業立地促進条例、それまでの工場誘致条例を変え

て、幅広く取り組みがされるということでは、これは２７年、去年の９月に私たち

議会も全会一致でこれを可決をしている。条例化されているということです。

いまの話だと、この条例に該当するということのようであります。この条例に該

当するのであれば、この条例をもとに、根拠にしていろんな支援策が講じられると

いうふうに私は思うんですよ。ですから、いまこの時点で、初めて議会に提案をし

てきたときに、促進条例をもとに支援したいという言葉が一つもなかった。本来で

あれば、企業誘致、企業の立地を促進するんですから、去年条例をつくって、私た

ちは何も反対していないんです。こういうふうにやりますということを決めている

わけですから。これが質疑をして初めてこれに該当しますじゃなくて、やっぱり提

案理由というのはここでしょう。企業立地を促進するんですよ。まさにこれがその

とおりだと思う。そうすると我々は、この条例をもとに支援策を持つんだなという

ことはわかりやすいわけですよ。どうも後手だ、出てくるのは。最初にこれありき

だというふうに私は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） ご指摘はわかりますけれども、当然ながらそういうものも

含んでいるという解釈は私どもはしております。ただ、明確に提案の中でそういう

ものを用いるべきだということは認めたいというふうに思っております。

それから、先ほど議員がおっしゃった、議員としても失敗しないようにぜひ見守

りたいというのは、私どももありがたい意見だと思っておりますので、とかくいろ

んなことが進んでいく段階で、情報がこれまで入りづらいとか、入らなかったとか

というご指摘をいただいておりますので、私の方は注目される事業だというのは百

も承知でおりますし、１２０％失敗するなということに対する回答はなかなか難し

いですけれども、ただ、この計画を全部うちの方がこれからやりとりの中で、この

とおりかどうかというのは少し別問題であります。当然ながら、この間もちょっと

話をしていただきましたけれども、この初年度と２年、３年目というのは、この事

業が今金町にとってどういう位置づけになるのかということも含めて、町民の皆さ

んにきちっと理解をしてもらう時間というのは必要だと思うんですね。これ、この

とおり進むというのはなかなか、当然ながら私はＴＴＮの社長さんも、前のフォー

ラムのときに皆さん来ていただければよかったんですけれども、都合で来られなか

った方もおりましたけれども、地に足をつけて会社としてやっていきたいんだとい

う言葉をいただきました。

先ほどのマックアースの懸念も同じです。私たちも懸念は持っております。とい

うのは、民間企業ですから、いろんな経済動向だとかによって、必ずいろんな変化

というのはありますので、そのことも想定をしながら、多分先ほどの言葉の中にあ

った反省というのは、そういうことだと思うんですね。

ただ、いままでいろんな企業が入ってきて、現実にいままでも続いていないわけ
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ですから、それは多分いろんな要素があったと思いますが、重複しますが、やはり

今回は美利河という地でスタートをしていただくということに関しては、町の思い

も入っておりますし、それから福祉のまちという意味では、養護学校の子どもたち

の就労支援、いまも商工会を中心に農家の皆さん、ＪＡの皆さん、今回もいろいろ

取り組みをしていただいておりますので、ぜひそういう意味では理解をきちっと持

ちながら、やっぱりこれはちゃんと見守っていただけるような事業に進めるために

は、やはり進捗状況だとかをきちっとできるだけタイムリーにお知らせをするとい

うのが一番だというふうに思っています。

いまこういうやりとりをしていますが、方向が見えれば、当然ながらＴＴＮの社

長さんが、自らの口から議会の皆さんにもこういう計画でスタートしていきますよ

と、町と協議をしていく中で、こんな方向で行きたいという場面もぜひつくりたい

というふうに思っています。

ただ、間違いなく今回、先ほど言ったとおり、議会の皆さんとのやりとりは今回

計画ができて、うちの方が予算を上げて、初めてスタートをしたことでありますの

で、そういう意味合いもぜひ含めて、ご理解だとかご指導やらご助言をいただきた

いというふうに思っております。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） 私たちがこの会社の経営の中身に入るわけにはいかないん

ですよ。ですから、会社の経営の中がどうかということは、私たちじゃなくて、今

金町がこれは発言をしていく場面であります。今金町と議会との話です。

ですから、さっき言ったような経営の中身については、私たちはしゃべれないん

だから、具体的に補助メニューがどうなったかというのは、まちがしっかり検証し

ていただければ、そののちに今金町がいま２５％の負担割合をどう生かせるのかと

いう議論は、そこから出てくると思うんです。そういう意味で、十分会社との協議

をしながら、１２０％が１３０％でもいいから、成功するようにやっていただきた

い。

それともう一つ、いまいう企業立地促進条例というものを該当する、その中では、

例えば固定資産税の３年間減免という言葉がある。今回のパイプハウスの場合には、

固定資産税は発生しないかもしれませんけれども、例えば町長が必要と認めたら無

償で貸し付けをするとか、私はそういうことがあってもいいと思う。その根拠はど

こだと言ったら、この促進条例なんですよ。

そういうこともこれから十分協議いただきながら、また改めて提案していただけ

れば、今回は初めてこれ話をしているわけですから、うわさは、いわゆる仄聞はし

ているけれども、初めて聞いたんですから、ですから、今後とも情報をいただきな

がら、私たちも辛口の、是々非々という言い方をすればあれですけれども、私たち

が理解できるような説明をいただければいいし、事業を進めていただければいい。

私たちということは町民ですから。そういうことでお願いしたいと思いますけれど

も、無償で貸し付けをする、この条例をもとにとかということは考えられますか。
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〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） さまざまなご意見、あるいは助言等をいただき、本当にあり

がとうございます。

この前の合同委員会を含めてそうでありますけれども、まちの大きな課題、さま

ざまあるわけでありますけれども、そのうちの一つ、さまざまな機関、団体の方か

らも声が上がったり、それと行政の課題が一致して、この事業に取り組んでいこう

と。ただ単なる企業誘致だけでなくて、福祉の問題なり教育の問題、いろんなふう

にかかわる重要な部分であるわけでありますから、それぞれ分野ごとに、それぞれ

のまた思いも当然あるのではないかなと。

そういうことから考えますと、議員おっしゃるように、相当幅広い分野の中での

取り組みということに気をつけていかなければいけないだろうと。私どもも含めて、

これも今日も副町長が申し上げておりますように、何よりも当然相手方があるわけ

でありますから、そこときちっと調整を図っていかなきゃいけないと。

加えて、今回少しでも早くに概要をということで、計画書、示されたものについ

て提示をしているわけでありますが、るる今度は具体的な調整、協議というものが

これから始まります。来月に社長に来ていただくということから、そこから具体的

なベースにかかわる検討、協議がなされていくのではないかなと。私どもについて

も、何よりもいまは環境を整えるための体制をとらせていただきたいということで、

今回予算を提示をさせていただきました。

加えて、もう一つの重要な部分は、こういう議論なり審議ができるということで、

重要な案件でありますので、早くに議会との連携体制がとれるように、あるいは審

議なり協議ができるように、加えて、いまのようなさまざまな提言、助言がいただ

けるような機会をつくりたいということから、この間の流れを持ちながら、まだ十

分に掌握していない部分も当然あるわけでありますけれども、提示された計画書を

もってスタートさせていただきたいということから、今日に至ったことについても

ご理解をいただきたいと思っています。

前段申しましたように、会社としても絶対失敗はしたくないという思いを持ちな

がら、北海道の地で事業を行いたいと。加えて、何よりも自分の会社でも雇用して

いる障害者についての思いも十分強くあるわけでありますから、それと合致した思

いである今金町ということでご縁があったわけであります。これについても、私ど

も非常にうれしくありがたく思っているところでございまして、議員がおっしゃる

ように、地元にある企業ではありませんし、非常に情報もなかなか難しいだけに、

余計気を使っていかなければいけないのかなということを感じております。

議員から指摘のありました、町としていろんな事業をこの間行ってきたり、ある

いは企業誘致をした経過が当然あるわけでありますけれども、そこはそこなりに当

然私も町長になってからいろいろその辺の経過を含めたり、あるいは同じ過ちを繰

り返さないような形の心構えというのは十分、全くないよりも当然そういう経過を

踏まえてきておりますので、非常に重いものだと思っております。
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引き続き行ってきたクアプラザピリカの経営なんかも、特に最たるものであるわ

けであります。直営から指定管理者という部分も含めて、でも決して直営から離れ

ているわけではないわけであります。今回の事業そのものについても、あくまでも

町が支援するという形になれば、直営ではございませんけれども、本当に主体者の

意識を持ちながら、これについて応援態勢をとっていかなければいけないのではな

いかなと思っていました。

何度も申し上げますけれども、そういうことから、今回の計画書をベースにして、

初めて私どもも応援する、支援する以上は、声を出していかなきゃいけない、ある

いは計画案についての議論もさせていただかなければいけないなと思っていまし

た。植物工場というものから、向こうの方は私の方から提案申し上げて美利河地区

ということに、これもやっぱり計画が変わった部分はあるわけでありますから、大

幅な計画というのは変更はないと思いますけれども、今回示された計画に基づきま

して、ぜひ取り組みを強化してまいりたいと。

なお、何度も申し上げますけれども、議員もいろいろさまざまと我々には見えな

い思いの提案も当然あるわけでありますから、これにつきましては、議会との調整

を図りながら、加えてそのための議会の中での審議、議論よりも、前段から申し上

げておりますように、さまざまと議論の拘束されない意見交換というものをする機

会も私は設けていきたいと思っていました。

そういう議員個々の思い、願い、あるいは私どもが持っている思い、願いという

のを、やっぱり意見交換する機会を設けながら、この事業に取り組む体制をきちっ

とつくっていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。

〇議長（村瀬 広君） 昼食のため、午後１時、１３時まで暫時休憩といたします。

休憩 午前１１時５８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。

２款総務費です。質疑ありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） １５ページの積立金で、ふるさと創生基金の積み立てが載

っておりますが、また、総務厚生の資料の、まちづくり戦略室の方から自治制施行

の１２０年と町制施行７０年の記念のイベントをしようという案が報告されている

わけですけれども、この節目に当たって、これは行政というのは常に継続でござい

ますから、町民の代弁として、町民のご負託となる財産、そして生命を守る、そう

いう重要な役割の施行がこういう節目にあるということに対しての、やろうという

ことの趣旨は理解するわけでございますけれども、ここで町長の行政報告でもあり

ました熊本の大きな災害、地震があって、それで私もショックを受けているのは、
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この熊本県の宇土市、これは市の３階建ての庁舎が、これテレビでしか見れないわ

けですけれども、２階の部分が全部つぶれてしまって、その災害のあれをする拠点

が移ってしまっていると、そういう状況が報道されたわけです。

ですから、このふる創資金を使って、そういう記念事業をやろうということはい

いわけですけれども、それに伴って、ここで出てくるように１２０年の歴史と、そ

れからさらなる未来への再出発の記念としたいと。

私は懸念するのは、いま言うように、今金とこの庁舎、本庁舎が、もし熊本のよ

うな地震が起きた場合にどうなるのかと。この指揮をとるその場所がなくなる。こ

れはほかの町村でも、その部分の代替する部分ができているかどうかということを

調べたら、なかなかそこには至っていないという状況があるということです。です

から、このふる創資金を使って行おうとするのであれば、そういうことも庁舎内で

まちづくり総合戦略室を事務局に置いて、この１２０年、７０年の記念をやろうと

いう事業の委員会を設置するということのようですから、私はそういう危険、今後

において安心・安全を得るためにも、そういう町の施設に対しての調査もきちっと

やりながらする必要があるのかなと、そういうふうに思いますけれども、町長の考

えはどういう考えか、まずこれをお伺いしたいと思います。

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。

一たんご確認をいただきたいのが、総務厚生常任委員会に提出してあります７ペ

ージの関係ですが、これはいま上村議員がおっしゃった各施設のハードに向けるよ

うな事業体制ではないということで、確認をしていただきたいと思います。

また、この事業を推進する検討委員会等体制を整備した中身は、やはりいままで

先人が築いていただいた歴史や文化を継承するとともに、今後のまちづくりをどう

していくかに当たって、その節目の年にしたいという思いがありますので、事業展

開的にはソフトの事業をふるさと創生委員会の方へ図って、基金活用していくとい

うことになると思います。

いまご質問いただいたものは、町全体の施設整備のことですので、もし施設整備

をするのであれば、公共施設整備基金ですとか財政調整基金ですとか、そちらの方

の対応になるのかなと思いますので、それは総務課を中心とした公共施設の担当所

管がありますので、そちらの方の検討課題なのかなというふうに思っていますので、

よろしくお願いします。

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） ただいまのご質問で事例をあげていただきましたが、

この度の熊本地震、それで４市町、５市町でしたか、庁舎がなかなか耐えられない

ということから、行政の拠点を別なところに移したという事例が見られました。

そのことを受けまして、行政報告でも述べておりますけれども、いまこの役場の

庁舎がそういった事態になったときに、どういう状態になるかということにつきま

しては、なかなかいまの段階では明言できることではありませんけれども、もし仮
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に今回熊本地震と同じようなことがあった場合を想定した場合に、行政として事務

はやっぱり継続をしなければいけないものがありますので、その体制をどうするべ

きかということにつきましては、いち早く町長、副町長の方から指示をいただきま

して、先般、計画で言いますと業務継続計画というものが災害時に必要だというふ

うにいま言われておりますが、それは被災をしたときにどういった事務が優先的に

行われるべきかですとか、あるいはどういった情報を保護しておくべきかですとか、

そういうことを事前に定めて、災害時に備えなさいというものの計画であります。

途切れることがないように行政を継続しなさいということの趣旨になる計画であ

りますけれども、そういったものの整備に向けて、先ほど言いましたように、町長

や副町長の方から指示を受けましたので、先進地と言われる多治見市の方へ視察に

行ってまいりました。

そこでは、住民基本台帳ですとか、それからさまざまな医療関係の情報ですとか、

福祉関係の情報ですとか、今回の熊本でもそういった情報がそろわなくて、被災証

明ですとかそういった書類が滞っているという事例もありましたので、そういった

ことに備えてという意味で、先進地の視察もしておりますし、それから代替の庁舎

ということにつきましては、例えばですけれども、町民センターであったり、ある

いはこれからいま計画をしている総合体育館であったり、そういったところに部分

的ではありましょうけれども移しながら、業務が継続できるようなことをこれから

検討してまいりたいなと。具体的な検討をしてまいりたいということで、まずはそ

のキックオフとしまして、多治見市への視察を行ってきたということであります。

この関係につきましては、防災担当はまちづくり推進課ということでありますけ

れども、役場の中の業務自体のいろんな分担ですとか業務継続につきましては、総

務財政課の方も当然かかわりがありますので、一体となって整備をしていきたいと

いうことでいま運んでおりますので、よろしくお願いいたします。

いまのところの状況は、そのような状況であります。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） これに対しての予算化はまだ出ていないわけですから、こ

こに絡めて私は聞いたわけですけれども、そういう過去の功績、過去のそういう実

績、それがずっといま続いて１２０年、７０年になっている。これからの部分は、

未来につなげていくという意味はわかるし、その部分での必要性ということはわか

るんですけれども、そういうことを進めると同時に、町のいま説明したように、こ

れからの対策として進めていく、検討しようとしているんだという話を聞きました

けれども、こういうことがいち早く、先にずっと継続していく、町の部分での継続

をしていくという意味では、先般常任委員会の方で、合同委員会でも説明ありまし

たが、町有の町の住宅ですね、それの長寿化に向けた対策のその部分が載っている

ところも、当然そういうことが大切だし、そういう長寿化、建物の長寿命化を図っ

ていく施工をしていくということも大事だということは理解して進んできているわ

けですから、こういった部分も、いまの町有公共施設の部分もきちっと対応してい
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く、そのスタートを切って進めていくことをしていかなければ、震災は忘れたころ

にやってくるということわざがありますように、どこで何が起きない、地震が起き

ないという保証はないということですので、そこらあたりの部分の見解をまず説明

をお願いします。

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） 公共施設の今後のということでありますけれども、

２８年度の予算案でも議決をいただいておりますが、今年度、公共施設総合管理計

画というものをつくる予定で、予算の方も認めていただきました。

これにつきましては、町内にあります公共施設すべてが対象になりますけれども、

基本的には将来、長寿命化ですね、必要な修繕、営繕をしながら、あるいは、必要

な時期には建て替えも当然出てきますでしょうから、そういったことに備えて、全

体的に整備の基本方針を定めるという計画でありますけれども、それをいま策定の

準備を進めております。

これにつきましては、年内に策定が完了するようにということでいま事務を進め

ておりますので、そこで定まった基本方針におきまして、施設の維持管理について

は、個々の施設の維持管理についても、それに応じて今後検討されていくというふ

うに考えますので、よろしくお願いいたします。

その中に、いまおっしゃっていただいたような、例えば耐震ですとか、そういっ

たものがどこまで盛り込まれるかということにつきましては、国の方の指針もあり

ますので、そういったところと調整しながら、読み込めるものは読み込みつつ、将

来の維持管理に当たってまいるべく、計画の方は整理を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。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） ５目の調査設計委託料で、同僚議員からの質疑に対して、副

町長は町民に対して広く理解を含めるような丁寧な説明が必要だろうとおっしゃっ

ているわけでございます。

実は３月に商工会の主催でもって、ＴＴＮの社長さん、それから五十嵐さんをお

迎えして、町民向けの説明会を開いたわけですけれども、実はこれは金原にいわゆ

る植物工場を建てるという、この時点ではそういうあれでございました。しかし、

昨日、北海道新聞に大きく道南版に、美利河地区においてこの植物工場を含めた観

光施設の整備が載っていたわけなので、町民の中には、あの日照のない美利河で本

当に植物が育つのかと、採算なんか合うわけないというようないろんな疑問や不安

をお持ちの方が、新聞を見た人方がみんな感じて、それぞれ意見を私のところにも

述べてきているわけなんですけれども、やっぱり早く町民に対して、今度は美利河

で、先ほど町長が言ったような思いをもってここを活用していくんだということを、

町民の皆さん方に知らしめていく必要があるだろうというふうに考えるんですけれ

ども。
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また、これは事業主体である商工会にお任せするのか、それとも、いやいや、そ

うでない、町が主体になって、今度は町民説明会を開くんだと、どっちのお考えで

いるのかお尋ねしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） お答えをしたいと思います。

いま議員おっしゃったとおり、以前町民センターを会場にしてやりましたフォー

ラムに関しては、当時おっしゃるとおり金原ということが想定をされた中での説明

会といいますか、事業でありました。

その後、ご存じのとおり、町長の方からＴＴＮの社長さんにお願いをしまして、

美利河という思いの中で、検討の場所の一つに入れてほしいということで、最終的

に５月に返事をいただいたという流れです。

それで、いまおっしゃられました町民向けの説明会につきましては、合同委員会

の方でもちょっと話しましたけれども、タウンミーティングを通して、これはタウ

ンミーティングは町主催でありますから、町長の口から経過ももちろん述べますし、

それから、なぜ美利河なのかという思いも伝えていただきます。

それから、金原地区にもまず前段に説明に行きたいというふうに思っておりまし

て、この議会で予算立てをして、議会の皆さんの審議が終わりましたら、金原地区

の方へ出向いて説明を申し上げたいという流れになっております。

金原の方では、あえて集まるよりは、２５日でしたか、地域の運動会があるとい

うことで、その際にあいさつの中で、ぜひその経過を含めてくださいというお話を

いただいておりますので、町長は不在でありますけれども、私の方から金原地区の

皆さんにはその経過の方はお話をさせていただいて、いまお話があった部分につい

ては、これは町が責任を持って、町長の考えとして、その際はきっと町長の思いも

含まれますし、それから、美利河の話をするということになると、美利河のスキー

場なり美利河の観光施設なり、今後、検討中であれば検討の部分だと思いますが、

一定の町長の思いが語れる段階であれば、町長から町民の皆さんの方にお話をした

いというふうに思っておりますし。

それから、町長の行政報告の中にもありましたけれども、タウンミーティングの

前段には、一度議員の皆さんと懇談をする機会をつくりたいと。

それでちょっと外れますが、実は公会計の関係で、以前ご指摘がありまして、ぜ

ひ職員だけじゃなくて、この導入に向けては議員の皆さんと一緒に理解をして向か

おうというお話をいただいておりますので、その研修会とあわせて、懸案の部分の

意見交換もきちっと一回させていただいて、そののちタウンミーティングの中で、

町民の皆さんも主要な課題につきまして、今回のＴＴＮのことも含めまして、町長

の口から町民の皆さんに説明、それからビジョンを申し上げる機会をつくりたいと

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。

○６番（徳田栄邦君） せっかく道新がきちっと詳しく内容まで載せていただいたん
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ですけれども、なかなか読者の皆さん方というのは、中身をしっかり読まないで判

断してしまうわけなんですよね。

ですから、いまこれからやろうとする美利河地区の総合的な新しい開発というも

のに対して、まだ理解をしていないものですから、好き勝手なことを言うわけなん

ですよね。

ただ、そこで事業費の２億９，０００万円だけが頭の中にあるものですから、先

ほど同僚議員からも指摘があったように、町費３０％にしたって７，０００万円近

くの金が持ち出しになるんだと。もうそこだけしかとらえていかないものですから、

やっぱりもっともっと丁寧な説明というのが、私は必要であると思うんですよ。

なかなか実態がまだ伴ってきていない、計画も絵にかいたものだけしかないわけ

で、実際これからどうなるのかというのが決まっていない中で、なかなか説明する

というのも難しい面があろうかと思いますけれども、その辺はやっぱり丁寧にやっ

たり、もう一度町民の皆さん方にこういう趣旨だということを理解してもらうよう

に、私はぜひやってほしいと思うんですよ。そうしなければ、このような大変な事

業ですし、なかなか考えたって、先ほど同僚議員から言っていたように、３年目に

それじゃ黒字になるんだという、それは数字上はそうかもわからないけれども、中

身を見たら、私は難しいものがあるのではないかなと思うんですよ。そうしたとき

には、やっぱり町民みんなが挙げて、それじゃ、このＴＴＮも、企業誘致じゃない

ですけれども来ていただいて、いわゆる養護学校の生徒も使っていただいて、こう

いうような一大プロジェクトをぜひ成功させたいんだから、みんなで町民皆さん方、

ひとつご理解いただきご協力を賜りますと、そのような形に持っていくべきだと思

いますので、ぜひ余り遅くならないうちに、そういう方向で進めていただきたいと

思います。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） いろいろとご指導ありがとうございます。

先ほども申し上げておりますように、一つの事業を行う場合、町長の立場とする

と、いろんな関連、兼ね合いがありますんで、それを総合的に考えなくちゃいけな

いと思っております。

そういうことから、この話があったときに、金原地区という設計を進めていたわ

けでありますが、その後に、美利河地区を含めたさまざまな動きがありました。地

域の方々にもそういう経過を話しまして、まだ確約ではございませんけれども、そ

ういう予想を含めて、あるいは相手方が当然あるわけでありますから、そういう提

案なんかも町長がさせていただいて、結果的にどういう形になるかということにつ

いては、その結果についても報告はさせていただきますということで、地域との連

携体制もとってきているわけであります。

いま副町長申しましたように、もう既に議会が終わって一定程度の方向性、環境

が整った段階で、地区の方には説明に伺いたいということと、あわせて、今後の協

力体制もお願いしようと思っていました。
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先ほど山崎議員のときにも言葉足らずであったわけでありますが、いま町長が言

う総合的というのは、この事業一つとらえても、今回の議会、合同委員会、あるい

は全員協議会、合同委員会もそうでありますけれども、一つの事業が撤退する、一

つの事業は参入する、ただ単なる撤退と参入だけれども、そこにかかわっているの

は、今金で一番重要な課題である雇用という、このことがまち全体の大きな将来の

課題になるわけであります。

そこにポイントを絞っていただいて、商工会が音頭をとっていただいて、人口減

少対策に向けた対応の一つの案として、さまざまな分野における一つの案として、

そこを取り込み、広くまち全体を考えていきましょうという話であったわけであり

ます。

この事業は、非常に重い事業でありまして、行政報告でも申しましたように、た

だ単なる植物工場の誘致だけではないんですね。そこにかかわる障害者の雇用のこ

とを考えた場合、プラス障害者雇用の部分の一つは、高等養護学校の卒業生という

キーワードが当然あるわけであります。そこには、いま高等養護学校の誘致をやっ

ているわけであります。非常に大きな課題になります。地域の中で、学校所在地が

どれだけ障害者福祉にかかわって、どれだけ一生懸命やっているかということが指

標になるわけであります。ただ単なる学校の誘致だけでは済まない状況と。

そう考えた場合、このプロジェクトは、いま私どもがいろんなところで声を上げ

て動かしている部分の中では、賛同、賞賛を得ているのは、今金地区、今金を含め

て、議会を含めて大きな輪を広げていっていただいているし、興味ある活動もして

いただいているということが評価に近いわけであります。このことをもって進める

ということになりますと、なかなか行かないので、檜山全体の戦略として位置づけ

ていこうという提案なんかも道の方からもいただいているということから考える

と、非常に重いものがある。

先ほど来申し上げておりますように、並行しまして、マックアースリゾートが撤

退すると。あるいは新しい参入をすると。このことも、ただその撤退と参入だけで

なくて、全員協議会の方にもいろいろ提言なり提案がありました。議員さんからも

いろいろなよい話もありましたけれども、連動することができないのかどうかと。

一つ一つ割り切って考えるんじゃなくて、一緒に、もしかしましたら町含めて、三

者でもって話し合う期間なんかがもしあっていいのではないかなと。徳田議員のい

まの発言含めて、そういう思いを持っております。改めた形をどうするかというこ

とも、構築できる機会もあるだろうと。

ただ、町長はそういうことで、先ほど申しましたように、７月にＴＴＮの社長さ

んが来られます。ですから、すぐにはこの議会終わってからできないわけでありま

す。そこできちんと調整をし、皆さんの声も私の考え方も、うちの職員もそれぞれ

の所管で思っているものもきちっと社長に伝えながら、あるべき正式な方向性を導

き出していければなと思っています。

そのことを聞きながら、今度は審議とか協議ではなくて、議員さんと町長もうち
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の職員も、現課さまざまありますので、入っていただいて、忌憚のない意見をどん

どん出して、将来に向けてどうするんだということも、やっぱりいろいろな話の交

流、話題の交流、構想の交流をさせてもらえればなと思っています。

そういうものを町長として受けとめながら、将来に描いて事業者の方にも説明す

る。あるいはタウンミーティングの中で、こういう話もあるんですよということを

含めながら、選択肢としてはいろいろあるわけですから、どういう整理をするか。

町民の方々もぜひいろいろ考えていただいて、知恵をつけてくださいという組み立

てを私はしていくべきではないかなと。

そういう流れの中で、いま補助金の問題もありましたけれども、すぐにはなかな

か難しい状況であれば、あえてＴＴＮさんがどんどんどんどんでなくて、しっかり

と議会で言っていただきました、財源の確保なんかも含めてやれるのであれば、私

は時間をかけていいのではないかなと。そういうことなんかも思い描いているわけ

でありまして、ぜひぜひそういう、いま言ったような流れを構築しながら、この問

題に向かっていければなと思っていました。

いま考えておりますのは、ＴＴＮの社長さんが来られる７月の上旬、その後に議

員さんと町側、町長含めて町側もいろいろ懇談会をさせていただいて、そのことを

整理をして、その思いをさまざまに受けとめながら、タウンミーティングに臨みた

いなと思っております。ぜひぜひそういうことを含めて、さまざまな提案、ご助言

いただきますことをお願い申し上げたいと思います。

ありがとうございます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 昨日の全員協議会でのマックアースの問題のときに、私言い

ましたけれども、私の考えで、思いとしては、冬のスキー場だけマックアースがや

ってくれて、夏はＴＴＮがやってくれてというような形をとれれば一番いいですけ

れども、そうはいかない面もあるかもわかりません。

じゃ、議員として、どこで見切りをつけるのかと非常に悩んでいるところなんで

すよね。ＴＴＮが全体を考えて、それじゃ、スキー場も考えて、１シーズン通して

のことを計画してくれるのならいいですけれども、やっぱり長年の愛着のあるスキ

ー場ですから、何とかこれを残していきたいという思いもあるものですから、だか

らいま町長がおっしゃったように、できればマックアースをＴＴＮと、それと町と

議会とで、何かどうすれば美利河地区の観光を生かしていけるのかという、そうい

うどこかで接点を持って、話し合いの場というものが私は必要になってくるだろう

なと思うんですよ。

見限るのは簡単です。お願いするのも簡単です。ですけれども、やっぱり何とか

少なくとも２年やってもらったし、今金の美利河スキー場自体の赤字もそんなに大

きいわけではないですからね、ですから、その辺でどうすれば生きる道があるのか、

じゃ、どこで見限るのか、これはやっぱり議会というのはなかなか出てきた結果で

より議論できないんですよね。決まってから議論するんじゃ、もう遅いんですよ。
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ですから、いま町長が言ったように。できれば先手先手を打って、どこか一点で、

じゃ、この美利河をどうするんだということを、ざっくばらんに職員も交えて議員

と理事者とでやっぱり一回話し合う必要があると思うんですよ。ぜひ遅くならない

うちに、そういうことも含めて、町民に対する説明責任と、あるいは議会に対して

ももっともっと丁寧に、相談を受ければ議員だって乗っかっていくわけですから。

ですから、その辺をもっともっと大事にして、何とか美利河地区が新しい姿とい

うものをつくり上げていくようにしませんか。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） 前段申しましたように、町としては大きな行政課題がありま

す。人口減少対策にかかわるさまざまな問題があります。

もう一つは、美利河地区を含めれば、大きな行政課題があります。将来に向けて

どうするかという、とてつもない大きな課題であります。

ちょっと議長、一回とめていただければ。

〇議長（村瀬 広君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時２９分

再開 午後 １時３３分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を解き開議いたします。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） いま申しましたように、さまざまな大きな町が抱えている、

あるいは将来に向けた課題がたくさんあるわけであります。そういうことも含めて、

いま直近でさまざまな事業団体ともかかわりができてきましたので、そのことを大

きなご縁として、ぜひさまざまな組み合わせを考えながらも、美利河地区のさまざ

まな事例含めた構想をこれから描くために、そういう場を設けさせていただきなが

ら取り組んでまいりたいと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） 他に。

他の質問ですか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 議長、本予算には直接関係ないんですけれども、緊急性があ

りますので、いま話題になっておりますバス路線の補助金の問題で、ちょっと質疑

したいんですけれども、よろしいでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） よろしいです。どうぞ。

○６番（徳田栄邦君） 先日から、報道されてそれぞれの動きがあるようなんですけ

れども、いま国交省で打ち出しているバス路線の補助金の削減について、瀬棚線の

代替で走っているバスについても直接影響があるのでしょうか、どうなんでしょう

か。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。
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○町長（外崎秀人君） 知り得ている範囲内で、この前、函館バスの方ともちょっと

状況はどうなんですかという話を聞かせていただきました。まだ具体性は全くない

そうであります。国の方がどんと描いただけで、この路線、対象路線というのはす

べてにかかわるだろうと。対象路線といいますのは、バス事業者が大きくいまのと

ころマスコミでは２０億くらい、北海道含めて２０億くらい赤字になると言ってい

ますから、その辺をどうするかという議論にいま走っておりまして、将来的には多

分そうなるだろうと言いながらも、いまの動きの中では、いま一生懸命全国で動い

ておりますので、動いたら少しとまるんじゃないかという話もある。それだけ、ま

だ具体性がないという話を伺っておりました。

私どもとしては、これを機会に、今金町独自の事業の取り組みをしておりますし、

先般のそのためのうちのやっている事業の会議が行われ、その関係者も来られまし

た。その中でもコメントいただきましたけれども、やはり同じく具体的なことは全

くまだ示されておりませんし、いまそういうことにはなっておりませんということ

でありますけれども、心配な要素も当然あるわけでありまして、これから何とかそ

ういう努力をしていかなきゃいけないのかなと。

これは、情報が出ましたら速やかにまた対応をするなり、加えて、私の方もくし

くもＪＲ対策でありますけれども、北海道公共交通を考える検討会のメンバーにな

っておりますので、そちらの方でもちょっと話題を出しながら、これについての方

向性の情報をいただいたら、議会の方にも報告させていただきますので、よろしく

お願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 議題外ですので、余りしつこくやるつもりはございません。

今後、いわゆる生活路線ということで、国からいただいた基金をもってこのバスの

補助事業を続けているわけですけれども、どこの町村も非常に基金自体が少なくな

ってきて、新しい形の生活路線の確保を考えなきゃならない時期に来ているだとう

と思うんですよ。

ですから、それらも含めてちょうどいい機会ですので、一度関係する３町でもっ

て、この問題についてもうそろそろテーブルの上に上げて議論する時期に来ている

と思いますので、その変のところも考えておい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） 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。１９ページから２１ページです。

岸君。

○１番（岸 徹也君） １９ページの１目１９節臨時福祉給付金について質問いたし

ます。
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これは平成２６年の４月に政府の税と社会保障の一体改革の際の財源確保のため

に、当時の消費税が５％から８％に引き上げられた、その際に生まれた事業だとい

うふうに認識しています。

消費税というのは、所得が低い人ほど負担が重くなる、いわゆる逆進性というも

のがあるものですから、低所得者とか子育て世代に対する支援策が必要だというこ

とで、こういった給付金が給付措置されたということだと思うんですね。

この事業の趣旨を考えると、やっぱり対象者すべてに給付金が行き渡るというこ

とが望ましいわけなんですけれども、しかし、これあくまでも対象者からの申請に

基づいて行われる給付金だというところなんですね。

これ常任委員会でも私質問をさせていただいていますけれども、全員に対して、

はがき、手紙なのかそういったものを送って、そして、それに対して、まずはそれ

に該当するのかどうなのかという部分から始まるということも聞いております。

そこで、確かに高齢者の方とかそういう方がたくさん居るわけですから、該当す

る部分の方なんですけれども。そこで、やっぱり丁寧な説明というんですかね、高

齢者の方であれば、はがき、申請の手続含めて、一人だとなかなか文字を見ただけ

で申請するのも億劫だと、また、近くにそういうものを助言していただけるような

方が居れば、手続ができるものも、そういう方も居なくて申請さえもできないと、

そういう部分もやっぱりあるんじゃないかなと思うんですね。このあたり、もう一

度、どういう形で丁寧な説明を町民に対してするのかという部分をお聞かせ願いた

いなと思います。よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 臨時福祉給付金の趣旨等は、議員がいまおっしゃら

れたとおりでございます。

まず、実績等についてちょっと報告させていただきたいと思いますが、平成２６

年度は１万円の給付でございました。それで１，０５３人という対象者となってご

ざいます。平成２７年度につきましては６，０００円の給付ということで１，０６

２人の方に対して給付がされたと。

今回、平成２８年度につきましては３，０００円の支給ということになります。

予定としましては１，２００人程度を予定して予算化を今回しているところでござ

いますが、議員申されたように、課税情報なり所得情報という非常に個人情報の最

たるものの絡みがございまして、やはり申請がないと保健福祉課では調べることが

できないわけでありますから、まず申請行為がなければ、次の段階に行けないとい

うのが現実問題としてあります。

その申請にかかわる書類につきましては、うちでどの方が対象になるかというが

まず把握できない状態になりますから、全世帯に対しまして申請行為のお手紙を差

し上げているところでございます。これは２８年度についても同じような手続にな

ろうかと考えております。

その上で、やはり電話等でも照会があって、やっぱり手紙ではよくわからないだ
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とかいろいろあるんですけれども、窓口に来てというか、申請書を書いてもらうと

いうことがなければ、その次に進めないということになりますから、私どもも個別

に通知は出しておりますけれども、広報等でも再度、再々度という形で申請を促す

ような状況になってございます。

ただ、やはりいろいろ問い合わせとかありますと、私どもも柔軟に対応させてい

ただいているとか、やはり字も書けないという状態の方もいます。まず、その方は

親類だとかお子さんだとかに替わってもらうだとか、そういう指導もさせていただ

いておりますので、そういう点は遺漏がないように私どもも事務は進めたいと思っ

ておりますが、個人情報の壁といいますか、所得の絡みに関しますと、やはりそう

いう手続がどうしても必要になるということでご理解はいただきたいと思います。

まず、そういう相談があるといたしましたら、やはり福祉課の方に電話をして相

談されるように促していただいたりしていただけると、私たちも対応が可能かなと

思っておりますので、その点でよろしくお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

岸君、質問はできるだけ簡明にお願いいたします。

○１番（岸 徹也君） 確かに申請をしなければならないという、そういう事業とい

うことなのでしょうけれども、それでも自分で電話をする、連絡をする、足を運ぶ

ということもなかなかできないという人も居ることは、これ事実なんじゃないのか

なと。そういう方が給付の対象になっているということも、私はあるんじゃないか

なと思いますので、そこはどういう動きができるのか。民生委員さん、保健師さん

がそういう活動を何か手助けできるようなことができるのか、そこはちょっといま

の段階では私もはっきりしたことは言えないんですけれども、何かそういった情報

網を駆使して、ぜひすべての対象者の方に給付金が行き渡るということを目指して、

最後までしっかり取り組んでいただきたいなと思いますけれども、何かあればお願

いします。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 民生委員さんも含めて、それぞれお願いしている部

分もございます。

また、介護の支援を受けている方につきましては、ケアマネジャー等にもそのよ

うなことをお知らせしながら、その方たちは家を訪問するわけですから、そういう

方たちにもそのようなお手紙を出しているということもお伝えしながら、きめ細か

い対応ができるように私どもも努めていきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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。２２ページから２４ページです。

山崎君。
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○１０番（山崎 仁君） ２２ページ、ドクターヘリの運航経費の負担金が減額にな

っております。いろいろ仄聞はしておりますけれども、ドクターヘリの運航状況等

についてお知らせをいただければ。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） まず、今回のドクターヘリ運航経費の負担金の減額

につきましては、平成２７年度の額の精算ということでご理解をいただきたいと思

います。

利用回数につきましては、申しわけございません、平成２７年度の数値でお答え

したいと思いますが、予算的には利用回数、予定は８回に対しまして利用は１５回、

実出動ということでとらえていただければと思います。利用回数自体は、今金町自

体はふえているということでございます。

負担割合としましては、いままで均等割を安く利用割を高くという設定だったの

ですけれども、やはり利用回数がふえたり、活用していただきたいということで、

均等割を高く利用割を安く設定いたしまして、利用しやすい状況をつくって、そう

いう面でも利用回数が伸びているのかなと。

道南の状況は、ちょっと記憶で申しわけないんですけれども、函館の近隣町でも

かなり利用がふえているという状況になってございますので、その点でよろしくお

願いしたいと思います。

○１０番（山崎 仁君） 季節でとか春・夏・秋・冬という、そういう分類はしてい

ないんですか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） 申しわけございません。季節的なものではちょっと

数字的に把握しておりません。

いま消防で調べますので、その点で、後ほどということ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） 季節的のはこれから教えていただければいいんですけれど

も、ドクターヘリというのは、特に離島だとか遠隔地だとか、函館圏内で言うと今

金、せたな、奥尻、遠ければ遠いほどおかげがあるものだというふうに思うんです。

２機体制で運航してもらっているということは、大変ありがたいことですし、これ

によっておかげがあった人は大勢居ると思う。

例えば今金町においても、着陸のできるランデブーポイントがたしか９カ所だと

聞いた記憶があります。大変広いですから、もし可能であればランデブーポイント

の増設をしていただきながら、臨機応変に、例えば何があるかわかりませんから、

そういうところも調査いただければと以前聞いた記憶があるんですけれども、それ

はどうなっていますか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） ドクターヘリの導入含めて、これは檜山を含めて、今金、せ
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たなが特に遠距離であるということから、声を大きくして導入をいただいた経過が

あるわけでありますけれども、先般、ある方にお聞きしましたら、今金の利用度が

やっぱり２番目か３番目に高いということでした。遠距離での必要性のデータとし

て、消防などから、のちほど消防の方から出ると思いますけれども、それくらい利

用されているということであります。

今後の問題を含めて、いま議員おっしゃったランデブーポイントでありますけれ

ども、一定程度基準があります。それと、周辺に支障となるものがないということ

が前提に当然なるわけでありまして、以前申し上げましたように、９ポイントのう

ち本当は１０ポイントにしたかったんですが、豊田地区についても、旧学校のグラ

ウンドということを設定し、調査をしていただいたわけでありますけれども、あそ

こには電線があったり配線があるということで、少しく揺れでもって支障があると

いうことから、設定をできませんでした。

そこにつきましては、金原という地域もある。加えて檜山北高があるということ

から、一つの流れを持ちながらも、ランデブーポイントの一つのつなぎの場所とし

て考えていきながら対応してきた部分があるわけでありますけれども、議員がおっ

しゃるように、改めてまたどういう場所が必要なのかということについては、るる

やっぱり当然検討、調査をしていかなければいけないなと。

この間、役場場内におきましてもさまざまな調整をしております。当然消防も入

っておりますけれども、美利河についても、学校だとか、あるいは開発のヘリポー

トも当然あるわけでありますけれども、一刻を要する場合、例えばの案であります

けれども、スキー場で大きな事故があったらどうするんだと。あの辺でとまるとこ

ろを考えているかという議論なんかも、当然させていただいているわけでありまし

て、その辺の方向性、結論は出ていないわけであります。

運航のさまざまな基準はありますので、そういうことに向けた取り組み対応とい

うのは、私は多様であるべきだと思いますけれども、一定程度のやっぱりルールを

持たなければいけないということから、そういうような、豊田の問題も含めてそう

でありますけれども、検討課題として位置づけて、消防なり、あと窓口になってい

る保健福祉課を含めた中でのさまざまな段階の会議もございますので、そういうと

ころに問題提起をしていきたいと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 以前なんですけれども、救急車の出動基準でお尋ねをした

ことがあるんです。例えば、美利河スキー場で冬けがをしたと。救急出動をお願い

したら、救急車は必ず地元町の病院に一回入ると。そこで入って、それから八雲な

り函館なりと。たまたま長万部町の方がけがをして、長万部町の方が救急依頼をし

て、今金町から八雲に送ってくれと言ったら、それはできないと言われたと。これ

は決まりですから、これは仕方ないかもしれないけれども、広域行政、消防事務の

中で、そういう融通はきかないのかと前に話をしたことがある。これ、行政の壁で

すよね。
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いまドクターヘリで言うと、例えばランデブーポイントは今金町は９カ所だけれ

ども、じゃ、美利河で夜、国縫側で事故があったと。近いのはどこだと言ったら、

今金町だと。じゃ、今金町のランデブーポイントは使えるのかどうか。

逆に今金のランデブーポイントで収容するよりも、隣町のポイントが近かったら、

そっちで収容するのがいいんだという話がもしかしたら出てくるかもわからない。

そういうところまでは、どの程度調べているのか。それらはまた可能なのかどうか、

お知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 後ほど事務的なことは説明させます。

前段の話、町長から申し上げますけれども、町民の方々にもいろいろ質問された

り、話をする機会がありますけれども、ドクターヘリが来ると、必ず連れていって

くれるということが前提になっているんですね。私は違うんですよと。ドクターヘ

リのよさ、すばらしさ、この効果って何かと言いましたら、すぐに、いま議員がお

っしゃるように現場でもってドクターそのものが来られて処置をすると。一時処置

をして、救命措置をして、さて、この患者さんはこの地元でもって治療処置するこ

とができるのかどうか、いや、これは輸送して対応しなきゃいけないのかという判

断を下す、そういう場面なんですよと。ですから、ここにかかった方が、みんなが

みんな函館なり八雲なりどこかに行くわけではないんですよという話をさせてもら

っています。このことは、これからもきちっと伝えていかなきゃいけないなと。

時には、要請をしても途中で帰る場合があります。救急体制、もっと高度な部分

が、トリアージという部分の中で、大きなレベルのものがあったらそちらの方に行

ってしまうという可能性もある。そういう理解度も、まだ十分に足りない部分もあ

りますので、少しく周知をしてまいりたいと思っていました。

あと、ルール的なものについては、そういうことで救急車も含めればルールがあ

ります。ずっと私もかかわっていて、なかなかその壁を取ることがまだ難しいんで

すけれどもね、そういう時代ではないということもやっぱりきちっと伝えていかな

ければいけないのかなと。

ただ、残念ながら医師の関係も、消防法の問題もあって、医師の関係の部分も出

てくるだろうと思いますけれども、これはもう継続して私もいろんなところで発言

をしておりますので、それについては、もう少し時間をいただければと思っていま

す。ドクターヘリの柔軟性といいますか、基準については、分かる範囲内で。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、北見君。

○保健福祉課長（北見伸夫君） まず、件数の季節の絡みでお答えしたいと思います。

冬場というのを１１月から３月としてとらえますと７件、５カ月で７件でございま

す。４月から１０月までの７カ月間で８件ということになってございます。合わせ

て１５件でございます。

町の境界等でランデブーポイントは使えるかということでございますが、消防間

の連絡により使用は可能だということでお答えをさせていただきます。
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以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） ３回終わりましたけれども、質問は変わりますか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 冬場にも７回運航いただいているということは、全くあり

がたい、大変ありがたいことで、町民の皆さんの安心がこれで深まるなという気が

するので、ぜひこの事業の充実を、さらに今金町としても働きかけていただきたい

なと思います。

それから、その下、公衆浴場費があるんですけれども、あったからんど、これは

事実かどうか、いま確かめるんですけれども、以前ホテルに宿泊した方は入浴券を

いただいて、入浴券で何度でもふろに入れるということだったらしいんです。最近、

何かそれがだめになって、１枚で１回入るということに変わったという話を聞いた

んですけれども、これ事実関係はどうなんですか。

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） 昨年度、商工会、建設協会からの連名により

ます要望書が出ましたけれども、それを検討した結果、水曜日の休館日をなくすと

いうことを昨年の１０月から実施しておりますが、それに伴いまして、ホテルいま

かねの方との協議がありました。

それで、ホテルの宿泊者については、従来ですと１枚の券で複数回入浴できたも

のを、その１０月より１枚につき１回というふうにホテルの方と協議させていただ

きまして、そのようになっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） その部分は以前説明をいただいたと思うんですけれども、

実はこれお客さんの側からの話なんですけれども、ホテルとあったからんどの話で

１回にしようということだったらしいけれども、いままで何度も利用された方が、

どうしてこうなったんだというんですよ。

どうしてこうなったというのは、いま言ったように、時間延長、それから水曜休

業をなくするということでは、理由にならないんですよ、その方には。いままでや

っていて、何でだめなんだと。休業と時間延長の相関関係はわかります。しかし、

それはどうなんだということなんですけれども、これはどうなんですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 経過は、いま課長の方から説明をしたとおりでありました。

それで、協議の中身については、当然ながら本来時間を延長ということだったんで

すけれども、実際統計をとってみたら、利用度がそんなになかったということで、

ただ、その分、利便性をいろいろアンケートだとか聞き取りをしたら、休館日をな

くしてほしいというのが非常に希望として多かったということです。

当然ながら、休館日をなくすと経費的なものはかかっていきますので、そのこと

はホテルの方にお伝えをしております。あとは、ホテルが、例えばその分をどうす

るかというのはホテルの自助努力といいますか、そういうことで話し合いはついて
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おりますので、ただ、ホテルを利用する皆さんについては、ホテルを通じてホテル

側から説明をするべきものだというふうに思っておりますし、ただ、そのことでう

ちの方に直接まだ相談はありませんけれども、いまそういう実態があるということ

でお話を聞きましたので、一度ホテルの方と話をさせていただいて、もしそういう

実態があって、お客さんの方に説明がしづらいだとか、わかりにくいということで

あれば、町の方からわかるような形のものを準備をする必要もあるかなというふう

に思っていますが、いずれにしても、うちの方にはまだ直接入ってきている話では

ありませんので、ホテルの方と話をさせていただいて、協議させていただきたいと

思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これ、皆さんがいいよねっていうことはなかなかできない

と思うんです。ただ、時間延長と、それから休業のこの関係で、休業をなくして時

間延長をしないという、考え方は理解できるんだけれども、訴訟問題まで発展した

経過があったこの入浴券の出来事、これを私は余り、いままでどおりやっていけば

いいのかなという気がしたんですけれども、それをお客様も言うわけですよ。です

から、話し合いをされるなり、もし、可能であれば、券は１回売っているわけです

から、ホテルに、あとは２回目３回目入るかどうかというのは、お客さんの考えで

すから、十分内部で協議いただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） ホテルに来るお客さんも、町に来てくださるお客様であり

ますし、それから、以前いろいろなことで、トラブル的なこともあった経過を踏ま

えてこういうふうにやっているわけですし、それから、今回そういうことに踏み切

る前にも、ほかの旅館の方にも出向いて、いろいろなお話をさせていただいて、す

べて理解をした上でやっておりますけれども、一番はやっぱり使われるお客さんの

方から若干そういうお声があるということでありますので、実態を確認して、適切

に対応させて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。

（「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。２５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。２６ページから２８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。２９ページから３０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 商工費の質疑を終わります。
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８款土木費の質疑を行います。３１ページから３３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。３４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。３５ページから４０ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ３８ページ、中学校の耐力度調査業務委託料が載っており

ます。これは耐力度調査は予定としてはいつから、結果はいつ出る予定なのか。

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） 質問にお答えいたします。

いま予算を計上してございますので、議決後速やかに手続を踏みながら、業者の

選定を行っていきたいと思っております。

いま予定としては、年度中には業務を完了する形で進めてまいりたいというふう

に考えてございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 年度中ということは３月を想定するんだけれども、先ほど

公共施設の管理計画がスタートしたということであります。公共施設、これは年度

って言いましたよね、先ほど。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 年です、年内。

○１０番（山崎 仁君） ああ、年内。中学校の耐力度調査によって、これから中学

校の建て替え、移設も頭出しがされましたから、町長がそう発言されていますから

やるのだろうけれども、公共施設の管理計画が年内に決まる、年内に出したいとい

うことですから、耐力度調査だって、そのくらいまでにやってもらわなければ、管

理計画の中に盛り込めないでしょう。耐力度調査の結果を管理計画の中に盛り込む

ということが、総体的にどうなるかということにつながると思うんですけれども、

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） 先ほど公共施設の管理計画、これの説明を申し上げ

ましたが、少し言葉が足りなかったかなと思います。対象とする施設は、いわゆる

箱物、学校なんかも入ります。それから、橋ですとか道路ですとか、上下水道です

とか、町で抱えているハード面の施設はすべて含まれることになります。

計画の性格としましては、全体方針を定めるものなんです。例えば、学校施設で

すとか道路ですとか橋ですとか。個別の施設の整備については、総合計画にぶら下

がる個別の施設ということで、具体的な整備計画が立てられますので、直接いまの

中学校の耐力度調査の結果が、管理計画に読み込まれるという性格のものではあり

ません。
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例えば、例えますと、町で言うと総合計画に例えれば、基本構想がいわゆる管理

計画になりまして、各年度の実施計画というのがその個別の施設ごとの整備計画に

なるというようなイメージでとらえていただけるといいのか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） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） イメージは私もそうかなと思うんだけれども、もう一つ、

イメージ的に考えると、先日北海道新聞にでかでかと出ていました、長万部、近隣

町の施設管理計画が出ていました。あれは年間８億くらいの費用が必要で３３３億

円ですか、総体でこれから公共施設の管理にかかるという、大変な事業ですよ。い

まは別物だということではあるけれども、その中学校の耐力度によってどういう建

物が想定されるのかというのは、私は想像できないんですけれども、専門家の方は

それをもとにして想定するわけでしょう。耐力度がこうだから、これは全くだめだ

と。全くだめで移設するんだったら、耐力度調査は要らないんですよ。

そう思ったら、私のイメージの中では、近隣町でつくったような計画が出てくれ

ばわかりやすいなということ。ですから、そのためには努力をしてくださいと、な

るべく早く結果を出していただきたいということなんです。

ですから、すぐ発注して、年度内というよりも、年内にこっちの計画が出てくる

んだから、それと一緒くらいに耐力度調査の結果も出るようにはできないですか。

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） 改めてお答え申し上げます。

一応、想定としては年度内に完了したいと思って、マックスの期間を考えてござ

います。なおかつ、この耐力度調査を行うに当たっては、さらに耐力度検査をやら

なければならないという場面もありますので、夏休み期間、また冬休み期間も使い

ながら、行なわなければならないようなスケジュールも、これから詰めていきます

けれども、必要になってくる場合もあると思います。

そういったことも含めながら、極力早く終了できるように、今後業者が決まった

段階で進めを行っていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 文化財保護費の印刷製本で出ているわけですけれども、昨

年ですか、私の知っている人が旧石器の時代のものだということで２７点だか出た

ということで、それを自分の家で置いておいてもどうもならないから、町に寄附す

るということで、寄贈されたわけですね、それはピリカの旧石器と、その話による

と同じ時期のものらしいという状況なんです。

これは旧石器の部分ですから、ロマンのある話ですけれども、これが実際に出た、

出土したところは、金原の幾代線のすぐ近くのところという形の話でした。ですか

ら、それらが本当に出たわけですから、そういう部分での文化財に対する旧石器の
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そういう部分の調査とか、そういう部分を国の方に要請しているのかどうかという

ことも含めて、これはどういう製本ができたのかわかりませんけれども、時代的な、

そして地域的なことを考えれば、すばらしい大きなロマンのあるものかなというふ

うに思うわけですけれども、そこらあたりは、寄贈を受けているのは教育委員会で

寄贈を受けているわけですから、そのあたりの判断と、それからの措置の仕方はど

ういうふうになっていくのかお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） お答えをいたします。

いま上村議員の方からありました石器の寄贈につきましては、昨年度いただいて

おります。我々教育委員会の事務局の中にも、精通した学芸員がおりますので、そ

れらの現物については目視しながら、大体時代背景等も特定しているところでござ

います。

現場でありますけれども、いま言ったように、金原のあの高台の方に上がってい

く道路付近ということで、実はその道路、農道の工事だとか、農地造成によって、

発掘現場というものが、もう既に消滅しているというような状態でありまして、今

後二次的な調査に入ろうと思っても、状況がもう全く残っていないということで、

通常あるような発掘調査だとか検証調査のようなことは、現場としてはちょっとで

きないということになっております。

しかしながら、貴重なものを町民の方から寄贈いただきましたので、今後さらに

詳しく調査をし、展示場所としてはピリカの旧石器文化館しかないわけであります

ので、そちらの方でもきちっとした紹介ができるように考えていきたいと思ってお

りますので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 出土した場所が既に整地されているという部分がございま

して、検証のしようがないということでしょうけれども、せっかく寄贈してくださ

った人の好意を、やはりここからこういう形で出たという名称をきちっと添付して、

そしてピリカの旧石器に大きなそういう今金の地域に点在していた部分があるんだ

なということを、イメージをふくらませてもらえるような、そして、寄贈者に対し

てきちっと寄贈した意味合いを込めて名称等も展示するところにやっていただきた

いなと。

あとは全部整地されて、検証のしようがないというこだからいたし方ないんでし

ょうけれども、そういう部分で配慮していただければというふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） いま議員がおっしゃったとおり、きちっと整

理をして、寄贈された方はもちろんでありますけれども、広く町民、それから歴史

に興味のある方々に広くご紹介できるように、展示等についても早急に配慮をして

いきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。



- 47 -

（「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。

以上で、歳出の質疑を終わります。

歳出全般について、質疑漏れありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） 土木費の３１ページ、道路付属物点検委託料５００万円計上

しておりますけれども、これは金原の交差点の部分だと思いますけれども、大きな

人身事故はまだ起きていませんけれども、接触事故というのは。

（何事か言う声あり）

○４番（向井孝一君） 違うの。１５ページですか。

〇議長（村瀬 広君） 交通安全対策費の関連ですか。

○４番（向井孝一君） ああ、そうですか。そうですね。

〇議長（村瀬 広君） 総務費の１５ページですか。

○４番（向井孝一君） ８７２万円。それで、金原の交差点だと思うんですけれども、

具体的にどういう、この図面を見てこの箇所というのはわかるんですが、センサー

で信号機と全く違うあれですよね。何となくわかりづらいものかなと思うんですが、

具体的にちょっと説明をいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） ご質問にありました、道道今金・北檜山線と

町道利別・大橋線の交差点についてですが、これは本年の２月にも車両同士の事故

がございまして、住民の方々からもここについての危険性というのは前々から指摘

されていたものですから、この度、センサーによる回転灯を設置したいというふう

に予算計上しております。

これは公安委員会の方とか、警察にも毎年のように要望を出しているんですが、

ここの信号の設置というのは、鈴金橋が太鼓橋のように膨らんでいるものですから

見通しが悪くて、信号機をつけることによって逆に危険性が増すというようなこと

もありまして、信号の設置が認められていない箇所になっております。

それで旧土現ですか、いまで言う開発建設管理部の方に、私どもも要望している

んですが、認められたのは歩道のカラー舗装と注意喚起の看板というのは設置して

いただいたんですが、それ以上のことはできないということでしたので、これはも

う町でやるしかないという判断になりまして、例えば常任委員会の資料に地図をつ

けておりますが、例えば津村好見さんの手前にセンサーがつきまして、ここを通過

する車がありましたら、滝澤商店の角と、あと岸本輝義さんの近くの角の看板の回

転灯が回転しまして、交差点に車が接近中で注意せよというような点滅が行われる

ことになります。

逆に、Ｂセンサーというものを水野正則さんの近く、あるいは上野雄三さんの家

の近くを通ったときに、今度は逆にＡ看板によりまして、同じように回転灯が作動

しまして、文字表示板が点滅するという形になりまして、注意喚起を行うというこ
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とを、いま以上により明確にするような設置を行おうとするものです。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） これはいつごろ設置完了するんですか。

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） この設置につきましては、議決賜りましたな

らば、函館建設管理部、旧土現ですけれども、そちらの方に、道路の管理者であり

ますので、あともう一つは町道でございますので、まず道路の管理者に許可をもら

って、あと公安委員会の方にもこういうことを設置しますということを申請したい

というふうに考えております。

ですから、なるべく冬の期間、雪が降る前に設置について、極力早く設置したい

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、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

議場の時計で午後２時半まで暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時２１分

再開 午後 ２時３０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

次に、歳入の質疑を行います。

１１款分担金及び負担金の質疑を行います。４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。５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。６ページから７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。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） 道支出金の質疑を終わります。

１８款繰越金の質疑を行います。１１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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。１２ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 諸収入の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

歳入全般について、質疑漏れありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ７ページ、教育推進自治体応援事業費委託金って、これ何

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） ご質問にお答えします。

これはうちでやっている事業で言いますと、イマカレということで、年十数回事

業の実施をしているんですけれども、土曜日を中心とした子どもたちの教育推進事

業ということでいろんなイベントを組んでいるんですけれども、これが補助対象に

なります。

年間の事業費は、いま１２万円ほど見ているわけでございますけれども、当初、

例年の例でいきまして国庫補助金が８万円程度交付されるということでありまし

た。今回、希望町村数が多かったということで、国の方で減額査定をしたというこ

とで、その分を減額するものでございます。

（何事か言う声あり）

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） ああ、すみません。ちょっと質問の内容を間

違えておりましたので、先ほどお答えしたものについては、削除をお願いしたいと

思います。

教育推進自治体応援事業というのは、昨年度から２カ年の事業で、国の委託を受

けて行っております今金小学校、種川小学校で実施しているＩＣＴ事業のモデル事

業の分でございます。

今回、当初暫定で予算を組ませていただいたんですけれども、詳細な事業内容を

詰めた結果、若干事業費が膨らんだことによりまして、国の方の申請も増額させて

いただいて、その分を増額するものでございます。

大変申しわけございませんでした。

〇議長（村瀬 広君） 他に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１１、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ありませんか。

（「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
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す。

◎日程第１２ 議案第６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１２、議案第６号を議題とします。

平成２８年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第１号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第６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１号）の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２，

６６４万７，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億６，４１１

万５，０００円と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ページです。

１款国民健康保険税において１７０万３，０００円の追加は、一般被保険者の医

療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の現年度課税分の追加が主であり

ます。

２款国庫支出金で１，５３１万６，０００円の追加は、療養給付費等負担金、特

別調整交付金の追加であり、実績試算によるものです。

４款療養給付費交付金において１，４１２万８，０００円の減額、５款前期高齢

者交付金で５，６８２万５，０００円の減額、６款道支出金で５５０万円の追加は、

特別調整交付金です。

９款繰入金で２，０５８万８，０００円の追加は、一般会計及び国保会計の財政

調整基金からの繰入金が主であります。

１０款繰越金で１１９万９，０００円の追加は、前年度繰越金です。

続いて、歳出は２ページです。

１款総務費で２１万１，０００円の追加は共済費、２款保険給付費で２，１００

万円の減額は一般・退職の療養給付費です。

３款後期高齢者支援金等で８４２万７，０００円の減額は、後期高齢者支援金で

あります。

４款前期高齢者給付金で１万３，０００円の追加で、６款介護納付金では５３２

万６，０００円の減額であります。

８款保険事業費では、２７４万１，０００円の追加で、特定健診未受診者対策委

託料が主であります。

１１款諸支出金で５１４万１，０００円の追加は、国庫負担金補助金等精算返還

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。
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これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。

始めに、歳出全般について行います。１３ページから２２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑を終わります。

次に、歳入全般についての質疑を行います。３ページから１２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般についての質疑漏れを行います。

（「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ありませんか。

（「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１３ 議案第７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１３、議案第７号を議題とします。

平成２８年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第７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１号）の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９３

万円を減額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ８，０５２万２，０００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ページです。

２款繰入金９６万８，０００円の減額は、一般会計繰入金です。

３款繰越金は２万２，０００円の追加で、前年度繰越金であります。

４款諸収入１万６，０００円の追加は、雑入であります。

続いて、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では９４万７，０００円の減額であります。

３款諸支出金において１万７，０００円の追加は、保険料還付金であります。

以上、概要を申し上げました。
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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ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１３、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１４ 議案第８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１４、議案第８号を議題とします。

平成２８年度今金町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、理事者の説

明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第８号 平成２８年度今金町介護保険特別会計補正予

算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、保険事業勘定において、既定の予算の総額にそ

れぞれ９，０００円を追加し、予算の総額をそれぞれ６億９，４６１万５，０００

円に、サービス事業勘定においては４，０００円を追加し、予算の総額を１，３０

８万円にしようとするものです。

補正の主なものについて、保険事業勘定より申し上げます。

歳入は１ページです。

８款繰入金１０２万７，０００円の減額は、一般会計繰入金です。

９款繰越金１０３万６，０００円の追加は、前年度繰越金です。

続いて、歳出は２ページです。

１款総務費で１万７，０００円の追加は、人件費が主であります。

４款地域支援事業費８，０００円の減額は、共済費です。

次に、サービス事業勘定、歳入は３ページです。

２款繰入金で９万２，０００円の減額は一般会計繰入金、３款繰越金で９万６，



- 53 -

０００円の追加は、前年度繰越金であります。

歳出は４ページ。

１款サービス事業費で４，０００円の追加は、その他負担金が主であります。

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、保険事業勘定歳出・歳入全般について行います。５ページから１０ペー

ジです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、保険事業勘定歳出・歳入全般についての質疑を終わ

ります。

保険事業勘定歳出・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） 保険事業勘定歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わりま

す。

次に、サービス事業勘定歳出・歳入全般について行います。１１ページから１３

ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、サービス事業勘定歳出・歳入全般についての質疑を

終わります。

サービス事業勘定歳出・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） サービス事業勘定歳出・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１４、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ありませんか。

（「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１５ 議案第９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１５、議案第９号を議題とします。

平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号）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９号 平成２８年度今金町介護老人保健施設特別会

計補正予算（第１号）の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、収益的収入及び支出において、既定の予算の総

額に収入・支出それぞれ６０７万７，０００円を追加し、予算の総額を収入・支出

それぞれ３億７，２９９万円にしようとするものであります。

資本的収支につきましては、変更はありません。

補正の概要について申し上げます。

業務の予定量については変更いたしておりませんが、支出では人件費補正が主で

あり、収入では一般会計補助金をもって収支のバランスを図っているものでありま

す。

以上のことから、予算第２条について申し上げます。

収入。１款施設運営事業収益において６０７万７，０００円の追加は、２項事業

外収益における一般会計補助金の追加が主であります。

支出。１款施設運営事業費用６０７万７，０００円の追加は、１項事業費用で給

与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３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、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１５、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。

◎日程第１６ 議案第１０号
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〇議長（村瀬 広君） 日程第１６、議案第１０号を議題とします。

平成２８年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算（第１号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１０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１号）の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、収益的収入及び支出において、既定の予算の総

額から収入・支出それぞれ４，１３７万８，０００円を減額し、予算の総額を収入

・支出それぞれ７億１，４３４万７，０００円にしようとするものです。

また、資本的収入及び支出につきましては、支出において１，１１９万６，００

０円を追加し、予算の総額を６，６２３万２，０００円にしようとするものであり

ます。

このことにより、内部留保資金より補てんする財源を５，２１５万６，０００円

から６，３３５万２，０００円に改めるものであります。

以上のことから、予算第３条について申し上げます。

収入からです。１款病院事業収益４，１３７万８，０００円の減額は、一般会計

からの補助金の追加と負担金の減額であります。

次に、支出であります。１款病院事業費用４，１３７万８，０００円の減額は、

１項医業費用において給与費の減額が主でありますが、経費においては委託料等の

追加が主であります。

次に、第４条、資本的支出について申し上げます。

支出。１款資本的支出１，１１９万６，０００円の追加は、医療用器械器具購入

費及び奨学金貸付金の追加であります。

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、収益的収入及び支出、資本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、資本的収入及び支出全般につ

いての質疑を終わります。

収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について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、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般につ

いての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）
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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１６、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ありませんか。

（「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

ます。

◎日程第１７ 議案第１１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１７、議案第１１号を議題とします。

平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、理事者

の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１１号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）の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７１４万

８，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３，１３２万８，００

０円にしようとするものです。

補正の主なものについて、歳入から。１ページです。

３款繰入金で３５０万円の追加は、財政調整基金繰入金です。

４款繰越金で３６４万８，０００円の追加は、前年度繰越金であります。

歳出は２ページです。

１款総務費で２，０００円の追加は、一般管理費です。

２款維持費で７１４万６，０００円の追加は、維持管理費です。

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６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ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１７、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ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第１１号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１８ 議案第１２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１８、議案第１２号を議題とします。

平成２８年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第１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１２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１号）の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１，０

００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億２，３１４万４，０００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、歳入は１ページです。

１款分担金及び負担金２５３万７，０００円の減額は、し尿処理負担金でありま

す。

４款繰入金２４１万５，０００円の追加は、一般会計繰入金です。

５款繰越金１２万１，０００円の追加は、前年度繰越金です。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費１，０００円の減額は、総務管理費です。

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６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ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１８、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ありませんか。

（「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
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ます。

お諮りいたします。

防災計画の実施状況等の検証並びに防災対策を推進するには、多額の費用を要し、

町財政に及ぼす影響も大きいことから、これらを網羅する組織として、議長を除く

全員で構成する「これからの防災と財政を考える調査特別委員会」を設置し、これ

に付託の上、調査が終了するまで閉会中の継続調査を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。

（「異議あり」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議があるので、起立採決といたします。

議長を除く全員で構成する「これからの防災と財政を考える調査特別委員会」を

設置し、これに付託の上、調査が終了するまで閉会中の継続調査とすることに賛成

の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（村瀬 広君） 起立多数であります。

したがって、「これからの防災と財政を考える調査特別委員会」を設置し、これ

に付託の上、調査が終了するまで閉会中の継続調査とすることは可決されました。

委員会条例第７条第３項の規定に基づき、委員会を開催し、正副委員長の互選を

行ってください。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時５６分

再開 午後 ３時３０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

休憩中の委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果が議長

の手元に参りましたので報告いたします。

委員長には川上君、副委員長には村上君、以上のとおり互選されましたので報告

いたします。

◎日程第１９ 議員の派遣について

〇議長（村瀬 広君） 日程第１９、議員の派遣についてを議題とします。

次のとおり、議員を派遣する。

１．全道町村議会議員の研修会及び札幌市民防災センター視察

２．全道議会広報研修会

なお、目的・場所・時間・派遣議員は、別紙配付のとおりです。

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
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のでありますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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２回今金町議会定例会を閉会します。

ご苦労さまでした。

閉会 午後 ３時３１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６月１５日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


