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平成２８年第４回今金町議会定例会 第１号

平成２８年１２月１４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 総務厚生常任委員会所管事務調査報告について

産業教育常任委員会所管事務調査報告について

７ 委員会報告 総務厚生常任委員会道外行政視察報告について

８ 発議案第１号 今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにそ

の支給方法に関する条例の一部を改正する条例制定について

９ 議案第 １号 今金町農業委員会の委員の定数に関する条例制定について

１０ 議案第 ２号 今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正

する条例制定について

１１ 議案第 ３号 今金町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定について

１２ 議案第 ４号 今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて

１３ 議案第 ５号 今金町税条例の一部を改正する条例制定について

１４ 議案第 ６号 今金町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい

て

１５ 議案第 ７号 平成２８年度今金町一般会計補正予算（第６号）について

１６ 議案第 ８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３号）について

１７ 議案第 ９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３

号）について

１８ 議案第１０号 平成２８年度今金町介護保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて

１９ 議案第１１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

２号）について

２０ 議案第１２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３号）について

２１ 議案第１３号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

について



- 2 -

２２ 議案第１４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３

号）について

２３ 議員の派遣について

議長発議 議会改革活性化推進特別委員会の設置について

２４ 意見案第１号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書

２５ 意見案第２号 大雨災害に関する意見書

２６ 意見案第３号 ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書
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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４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、会議規則第１２７条の規定により、川上君、山崎君

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１５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、監査委員の検査報告及び定期監査の公表、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）

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。

日置君の発言を許します。
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日置君。

○７番（日置紳一君） おはようございます。

人口減少対策として更なる子育て支援をと題して、町長にお伺いをいたします。

現在、今金町では保育料の助成、さらには高校生までの医療費の無料化などの子

育て支援を行っています。そのことについては、子育て世代の方々も大変喜ばれて

いるように聞いています。

しかしながら、本町では将来の人口減に歯どめをかけるべく、出生率を国の推計

１．８人より多い２．１人に定め、人口移動が均衡した転入転出をゼロと仮定した

場合、２０６０年の人口を社人研の推計よりも１，０００人ほど多い３，８００人

程度を目標としています。

私はその目標を現実に近づけていくためには、さらにもう一弾、二弾の子育て支

援が必要と考え、第一弾として学校給食の無料化を提案したいと思いますが、町長

のお考えを伺います。

〇議長（村瀬 広君） 日置君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 日置議員の一般質問にお答えをいたします。

給食費無料化という質問をいただきましたが、今後の子育て支援、学校給食のあ

り方が問われているものと認識をしております。

今金町の学校給食は、昭和２４年にＰＴＡの協力で行われたのが始まりでありま

す。その後、昭和４５年ころからは、町内の食堂や旅館の協力をいただきながら供

給されるようになり、昭和５２年４月には、現在の学校給食センターが開設され完

全給食となりました。

単なる給食の供給のみならず、食育教育にも取り組んできており、生産者の講話

や交流を持った「ふるさとの恵みとほほ笑みに感謝する日」、今金産黒毛和牛を使

用したメニュー、「今金中学校を卒業したらお弁当を作れるぞ！プロジェクト」な

どを実施してきているところであります。

学校給食法では、給食センターなどの施設や設備の維持管理費及び人件費は、施

設の設置者が負担するものとし、それ以外の賄材料費、光熱水費等は保護者が負担

するということが定められていますが、設置者の判断で保護者の負担軽減は可能と

も解釈されております。

現在の給食数は年間１８６食で、小学生１食当たり２３２円、月額で３，６００

円、中学生１食当たり２９４円、月額で４，５５０円であり、保護者の負担をいた

だいております。

平成２７年度の学校給食事業費は、全体で約８，８００万円であります。その負

担の内訳を見ますと、保護者負担である給食納付金（給食費）の歳入額が約１，９

６２万円で、残りの約６，８３８万円が町費の負担となっております。給食事業費

のうち賄材料費は約２，２９８万円でありますが、給食費を上回る約３３６万円は

町費で負担しており、さらには、学校給食法で保護者負担として示しているところ
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の光熱水費約２８０万円も、町費負担をしているところであります。

また、平成１２年度からの地場産米や地元食材の導入、平成２７年度からの今金

産小麦導入に当たっては、給食費の値上げに影響しないよう配慮するなどして、総

体的な軽減策を実施してまいりました。

私の４期目の選挙においては、保育料・医療費の軽減、地元食材部分の給食費軽

減と食農・食育教育の推進及び子ども・子育て基金の創設といった子育て支援を重

点政策に掲げ、議会の理解もいただき実現、実行されてきているところであります。

平成２０年度に、それまでの物価変動を勘案し、給食費を見直し値上げを行いま

したが、その際にも、給食費が高いといった声や無料化を要望する声は聞かれず、

保護者負担についてご理解をいただいているものと認識しております。伺うところ

では、給食メニューや味つけなどに対し、大変高い評価をいただいており、特に、

転勤で赴任される教職員からの評価も高く、保護者負担にふさわしい給食提供がで

きているものと考えております。

町長としては、今後も変わらずに同様の配慮をしてまいりますが、給食費を無料

化するという考えはありません。

引き続き、食事指導や健康管理に結びつく給食指導、保護者の精神的・経済的支

援の両面で役割を発揮してまいりたいと考えております。

保護者の負担は、子どもの食に対する意識づけにもなり、給食に対する関心や期

待にもつながるものであります。また、行政にとってみれば、負担にこたえるため

の必要な役割を果たしていくための重要な要素でもあります。

今後においても、食農・食育といった教育的観点を持ち、地元食材の導入による

保護者負担の軽減に結びつくよう努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解

をお願い申し上げたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 答弁をいただきましたけれども、かなり手厚く助成をしてい

ただいているのはわかりました。しかしながら、先ほど私が説明したことと、将来、

２０６０年に向けて人口が減っていくから助成が必要だということからは、これは

すべていままでも現に行ってきている助成でありまして、これで済むのであれば、

こういう目標を新たに掲げなくても達成できたのではないかなという気がしていま

す。

町長は答弁の中で、子どもの教育支援、学校給食のあり方を問われていると思う

とありますが、私は今回の質問の意図は、２０６０年の今金町の人口を出生率を２．

１人に定め、３，６００人程度を維持していきたいという、町が定めた目標にどう

したら近づけていけるかという思いでおります。このことは、農業や職業、または

雇用なども含めて、さまざまな角度から考えていかなければならない、大変難しい

問題だとは思っています。そこで、出生率ということを取り上げて、やはり出生率

と言えば、子どもの子育て支援が重要になってくるだろうという思いから、今回は

そこに特化して質問させていただいたということです。
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町長は、残念ながらこの人口減対策ということには一切触れられておりません。

この人口の目標値は、何も町民の皆さんが考えたものでもなければ、まして私たち

議会が提案したものでもございません。あくまでも町長を中心とした理事者の方々

が掲げた目標値だということを、まずは念を押しておきたいと思います。

私はこの目標値に少しでも近づけていくための一つの手段として、今回学校給食

の無料化を訴えたわけですけれども、町長は給食費を無料化にする考えはないとい

う答弁でした。町長は日ごろから、また、さきの町長選の中でも、こういうふうに

持ってきているここに書かれているんですけれども、どんな事業でも受益者から一

部負担をいただくことが重要だと、それが基本の考え方だと言っておられます。そ

れで、この答弁は予想はしていました。しかし、大変残念な思いをしています。

しかしながら、私は一人でも多く子どもを産んでいただくためには、いまより、

いままで行ってきた政策より、少しでも負担を軽減させてあげることが、このまち

が掲げた目標値に近づけていけるものと思っておりますので、あえてお伺いします

が、町長の言う受益者からも負担をいただく形であれば、給食費の助成という形を

考えていただけるのかどうかお伺いします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 前段私も述べましたけれども、今回の質問は、子育て支援と

いうことと給食のあり方ということの内容の質問だという受けとめ方をさせてもら

いました。

子育て支援のベースの考え方、これは従前から、国の方では子育て支援のエンゼ

ルプランということを含めて、最近では議員もご承知のように、今金町の子ども子

育て支援事業計画が策定されました。これも国に基づいた策定、子育て支援とはど

ういうものなのか。経済面、財政面等々あるわけでありますけれども、平たく言う

と、国で言うところの整備としましては、どういう意味合いがあるかといいました

ら、児童手当、教育、幼稚園、保育所、認定こども園の施設型、そういうものを整

備しなさいと。あるいは居宅の事業者における保育所をつくりなさい、そういう支

援のあり方。もう一つは、検診だとか一時預かり保育所、延長保育所、病後児の保

育所、学童保育、こういうものを整備しなさいというのが、国の子育て支援の一つ

の大きな目安、メニューでありまして、それに基づきまして、今金町も子育て支援

事業計画を２７年の２月に策定しました。

これに基づきまして、２６年に町民の方々といいますか、子どもを持っている幼

児、小学生の親のアンケートをとらせていただきました。結果的にどういう数字が

出たかといいましたら、一番希望、期待のあるのが、安全で安心して遊べる場所の

確保、二つ目が小児科の医療体制、小児科の医師を何とか置いてくださいという、

三つ目は小児医療費、先ほどの医療費軽減につながる医療費の軽減負担を何とか考

えてくださいと。あとは放課後の居場所づくり、冬道の通学路の確保、認定こども

園含めた保育所の質の向上というものは、アンケートで色濃く出たわけであります。

それに基づきまして、この策定委員会の方で最終的にまとめたのが最終ページに
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あるわけでありますけれども、結論として、この度の今金町における子ども・子育

て支援の事業として必要な事業の大きな意味合いは、一つは、社会教育施設の整備

充実を図りましょうと、今後設置を予定している総合体育館や図書館等において、

子育て層への安全な遊び場を提供していきますということ。二つ目は、小児科医療

の充実、小児科の診療要望が多いことから、今後も小児科医師の確保に努めましょ

うと、常態化に結びつけていきましょうと。三つ目が、子ども医療費の負担軽減、

子ども・子育ての経済的支援を図るため、子どもの医療費の負担軽減について検討

しましょうという方針が示され、私が受けたわけです。

これに基づきまして、先ほど議員もおっしゃっていただいたように、十分ご存じ

でしょうが、これは選挙のリーフレットでありますけれども、私の考える子育て支

援のメニューというのは、いま言った、今金町子ども子育て支援事業計画そのもの

を実現しようということから、乳幼児検診の環境、保育料、医療費等の軽減をうた

っております。これについては、既に保育料も８，０００円にさせていただいたり、

医療費についても１８歳まで軽減させていただいたと。

加えて、二つ目は、学校給食、地元食材部分の支援による給食費軽減と、食育、

食の教育の推進を図りたいと。これについても、既に地元食材を確保しようという

ことで行っておりまして、数字で調べますと、現在今金町からの地元調達、食材費

です。米を含めた野菜に関する食材の約７８％が、地元から調達しています。その

部分については、全部町費で見ましょうということが、このときのいわば提案であ

ったわけでありますから、それについては、もう既に進めておりますし、最後には、

これらのことを、やっぱり安定的な財源を確保するために、子ども・子育て基金を

つくって、安定的に支援していきましょうということで整理をさせていただきなが

ら、私なりにはそういう方針を打ち立ててきたところであります。 そういう動き、

流れが、現況の流れにつながっていくのかなと。

ただ、どこまで反映できるかという部分は、まだこれからの整理でありますけれ

ども、少なからず出生率、そんなに落ち込んでいない。以前から申し上げましたよ

うに、認定こども園の件数を１２０としてきた部分があるわけでありますけれども、

いまは１４０をオーバーしている。それでも入り切らなくて、いま、季節保育所の

方を常設化していくという動きもあるわけでありまして、少なからずもそういうこ

とには、何らかの形の影響があるものという認識を持っているわけであります。

ただ、人口減少の全体的な対策というのは、いま申しましたように、ここだけの

部分でありませんし、学校給食そのもので子育て支援の大きな要素になるかといい

ましたら、私の希望は、子育ての基本ベースは、やっぱり親にあるわけであります

から、親がきちっとかかわらなきゃいけないもの。給食費と医療費の違いの仕分け

は、私はこういうふうにしている。子どもの面倒を見る、子どもをきちっと観察し

ながら育てていくというのは、親の役割だと思っています。しかし、給食費という

のは、一定程度の目安ができますし、食を子どもに与えるというのは、食事療法も

含めてそうでありますけれども、給食はそこに係る栄養指導も当然あるわけであり
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ますから、そういう対応が十分親としてとっていけるだろうと。それに対しては負

担をしてくださいということ。しかしながら、町で行うものについては、軽減をと

ってまいります。

医療費については、親が一生懸命観察し、一生懸命努力してもかなわない病気と

かなんかが出てくるわけであります。そうすると、親が負担に耐えられない要素が

出てくるのかなと。そういうことから、随分この間、議論させていただきながら、

１８歳まで支援体制をとっていきたいということで、これについては、先ほど言っ

た保護者の、あるいはいろいろな町民の方々の願いも当然あったわけでありますか

ら、このことをきちっと受けとめて進めさせてもらいたいなと思っていました。

先ほど言ったように、この間、私的には、所管は教育委員会ですけれども、教育

委員会から伺っておりますし、学校給食の方では、給食センターの運営委員会もあ

ります。その中で、さまざまな相談、協議をさせていただいていますけれども、こ

の間、値上げについてに際しても、高いだとか、負担が厳しいという声は伺ってお

りませんし、加えて、この間いろいろな分野の中でも、給食費については、そうい

う声は私には届いていないということから、ご理解をいただいているのかなと。１

食、先ほど言ったように２００円何がしかの金額で給食をきちっと受けれて、栄養

管理もされて、さまざまな食育指導もされるということのすばらしさ、よさという

ものは、私は保護者の方々に十分理解されるのではないかという認識をとっており

ます。

議員がおっしゃるように、これからもどんどんどんどんとそういう政策展開を図

るためには、軽減というものについては一生懸命努力をしてまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 答弁がちょっと焦点をぼかされているような気がするんです

けれども、こういう話が町長の耳に入るときには、まず、末期状態だというふうに

思います。私たち一般町民は、大概、何でもかんでもただにすれば喜ぶのは当たり

前だとは思いますけれども、そうじゃなくて、やはりこれがいま、今回初めて私、

近隣町村でやっていないことを質問させてもらったんですけれども、先にせたな町

とかが仮にやった場合には、やっぱり子育て支援が充実している方に行ってしまう

という可能性もあるのではないかなというような気がしています。

町長、残り２年と数カ月任期がありますので、その間、また検討していただけれ

ばなと思います。

子育て支援というか人口減に対して一つ聞きたいんですけれども、将来の人口減

少は、町長も心配するのは私と同じだと思いますのでお伺いしたいと思いますけれ

ども、町長、さきの町長選でこうも言っておられます。将来は、いまがつくると。

現在の政策と将来の準備の両方を、いまやらなけれなりませんと、こういうふうに

おっしゃっておられます。そういう意味では、２０６０年の人口数値目標について

も、まさにいまから考えていかなければならない、大変重要な問題だと思っていま
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す。この数値目標を掲げた責任者として、町長はどのように取り組んで今後いこう

と考えているのか。最後にお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 現時点で、人口減対策でもし新たなものがあれば。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 私が常日ごろ述べております人口減少の要因というのは、さ

まざまな要因があるんですね。何かという部分の中を大きくとらえますと、この間、

私が声を大にして申し上げておりますが、今金町、どこのまちもそうですけれども、

今金町の減少の大きな要因は１８歳問題です。高校生の方々が、数十人の方々が、

ほとんどが進学のために、あるいは就職のために、町外に出て行かれるということ

が、大きな要素であるわけであります。その方々が、一つの要素であるその方々が、

資格とか勉強をして地元に戻っていただけるための環境といいますか、働く場所、

雇用の場所といいますか、そういうところが少ないと、なかなか希望に合わないと

いうのが、私はすべての要素かなと。ですから、そこは減る一方であるわけであり

ます。子どもはそれなりに、数は３０人、４０人近い数字でもって移行しながら巣

立っているわけでありますけれども、そこでどんどんどんどん流出してしまうとい

うのが大きな要素ではないかなと思っています。

高齢者についても、一定程度高齢の方々もこれから少しくは長生きされるのであ

れば、保つわけでありますけれども、いつかは必ずお亡くなりになるわけですから、

そこは居る方が減るわけですから、これは減少に結びつく要素があるだろうと。

そういうことでは、最大の課題は、私は雇用の場、働く場、安定的に生活費がい

わば賄えて、そこで家族を持ち、子育てをしていくという環境をどんどん、どんど

んつくることが、人口減少の最大の対策ではないかなと思っています。その目安は

何かといいましたら、商業、農業、建設業問わず、さまざまな公的なもの、民間の

事業所を含めて、トータルでもって物事を考えていかなきゃいけないのかなと。こ

の事業という話にはなかなかなっていかないだろうと。そのベースとして、一つ大

きく取り上げているのが、いま商工会の方でやっている事業もそうでありますし、

いま、町の方でさまざま支援体制をとっている、産業基盤整備の部分のベースにも、

障がい者が就職する場合の支援を持ったり、あるいは農業の大きな基盤整備等々含

めて、安定的に所得が確保できる、将来的な目安をつくるための事業施策に、私は

浸透しているものと思っています。

だから、いつも申しますけれども、行政というのは総合行政でありますから、こ

の分野だけということはなかなか言い切れない要素がある。加えて、非常に大変な

課題、要素もありますし、先ほど行政報告でも申し上げましたけれども、そうは言

いながらも、今金町にはさまざまと町外の方が来られて、学んだり、あるいは住ま

われたり、福祉施設を利用されている方々がいるわけであります。そういう方も、

人口に、いわば数字に置かれる方も居るわけであります。その方々も町民であるわ

けであります。この方をより一層多く来ていただくということについては、人口増

対策になるだろうと。その場合のキーワードは、私は医療だと思っています。雇用
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の場ではありますけれども、医療というものをきちっと確保できなければ、子ども

たちも、親御さんを含めて、あるいは親を含めて、今金町の福祉施設の方に医療が

確保できなくて心配でとてもやられないという声が、実際私も聞いていますし、そ

ういう不安があるから、町も何とか医療を守っていきたいという思いがあるわけで

ありますけれども、いま申しましたように、断片的ですけれども、総合的にそうい

うことを解釈していかなきゃいけないのかなと。

なお、いま言ったようなさまざまな細かい支援体制もありますけれども、ただ、

無料化というのは、議員もおっしゃっていただいたけれども、そこがすべてではな

いという思いがありますけれども、必要なものについては、そういうことをやっぱ

り講じていかなきゃいけない要素もあるわけでありますけれども、まずは何よりも

親がきちっと子育ての意識を持っていただくということをベースにしながら、そこ

にどれだけ行政が支援体制をとれるのかということが、私は必要であるし、そのこ

とがまちを支える一つの大きな目安になるのではないかなと思っていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） いま、おっしゃったことは、残りの任期中にしっかりと政策

として反映していっていただきたいと思います。

これで質問を終わります。

〇議長（村瀬 広君） 次に、岸君の発言を許します。

岸君。

○１番（岸 徹也君） おはようございます。

通告に従いまして、一般質問の方を行いたいと思います。

災害時の食料確保について伺います。

平成２３年の東日本大震災、平成２８年の熊本地震を挙げるまでもなく、地震を

はじめとして豪雨等、日本は自然災害の多い国であり、今金町もいつどのような災

害に見舞われるか、だれにもわからない状況であります。

災害時の食料については、保存用の米、乾パンなどを中心に確保しております。

しかし、このような食品は、健康な成人には役立つかもしれませんが、子ども、老

人などそしゃく力の弱いものにとっては、受け付けられないものだと考えます。

粉ミルク、ほ乳瓶が必要な乳幼児、やわらかく温かい食事を必要とする老人、こ

のような方の災害時のそなえは十分でしょうか。

多人数の食糧確保ということはもちろん大事ですが、本当に役に立つ食料の確保

となっているか、再検討が必要ではないかと考えますが、外崎町長の見解を伺いた

いと存じます。

〇議長（村瀬 広君） 岸君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 岸議員の一般質問にお答えをいたします。

災害時の食料確保を内容とする質問でありますが、今金町地域防災計画の中の食
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料供給計画では、被災者及び災害応急対策に従事する者を対象者の基本として行う

ものと明記しているところであります。

質問は、避難された方への対応でありますが、災害発生から３日間程度の応急的

にすぐ食べられるものということを前提としており、それ以降については、炊き出

し等の給食対応を行うこととしています。

災害発生時は、速やかな避難を呼びかけていることからも、余裕のない行動とな

り、本来自分の身は自分で守るという観点から、必要な食べ物と飲み物を持って避

難対応することが各自に求められるところでありますが、現実としては難しい面が

あることは否めません。

このことからも、避難に際してさまざまな行政対応が必要となり、その一部とし

て、食料供給に対する対応となります。

考え方としては、非常事態としての非常食の確保なのか、事前に備える備蓄食料

の確保なのかということになります。災害用備蓄品につきましては、平成２３年に

パック毛布１，０００枚、災害用備蓄パンを３００食購入しました。災害用備蓄パ

ンについては、それ以降、毎年３００食ずつ追加購入し、現在は、寄贈品も含めて

３，０００食を町民センターに保管しております。

飲料水についても、独自確保のほか、コカコーラボトリング、サントリーフーズ、

大塚製薬との災害協定により、一定数確保されております。

賞味期限がある備蓄パンなどは、期限が到来する１年前のものを、防災のつどい

などの際に、啓発資材として町民へ配布し意識づけを計るとともに、随時更新を図

り、一定数の確保に努めております。

質問にある粉ミルクは、賞味期限が１年程度のものであり、常時備蓄するには適

さないものであることから、備蓄食料としてはなく、私は非常食として調達に努め

るべきものだと考えております。

災害時の物資の調達に当たりましては、広範な体制を整えておくことが重要であ

りますが、今金町においては、災害時における相互応援協定として、身近なところ

では北渡島・檜山北部４町間で平成２４年度に独自に締結しているほか、全道市町

村との相互応援が可能となっております。また、生活物資に関しましては、北海道

等を通じて飲料メーカー各社やコンビニエンスストア、ＬＰガス事業者、リース・

レンタル事業者など、広範な範囲から供給を受けることが可能となっております。

さて、岸議員のご質問の内容は、子ども、老人などの災害弱者への配慮をという

ことでありますが、議員のおっしゃるとおり、避難生活者は健康な成人ばかりでは

ありません。乳幼児、高齢者、そしゃく力の弱い方、持病のある方、アレルギー体

質の方など、さまざまな避難生活者が想定されます。

しかし、災害時は、水道、電気、下水道等のインフラに支障が生じているか否か

によって、その対応も異なります。

最低限必要とされるものは何なのか、水や電気がなく、調理が困難な状況下での

食料供給としては、何が望ましいのかを十分に考慮することが必要ですし、今金町
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では現在のところ長期保存が可能であり、被災時に調理を加えずに摂取することが

可能な備蓄食料を基本として対応している実態にあります。

難しい課題でありますので、今後も引き続き重要な観点として受けとめさせてい

ただき、避難所の電源確保など、この度の暴風を伴った台風災害から得た課題も含

めて、対策を講じてまいりたいと考えております。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） ありがとうございます。

私のこの一般質問のポイントというのは二つありまして、まず一つは、どこに備

蓄をしているのか。もう一つは、何を備蓄をしているのかという、この２点。この

２点に絞って、再質問の方をさせていただきたいなと思うんですけれども、まず、

どこにというところで言いますと、もちろんこれは避難所ということになります。

今金町内の避難所、備蓄されている場所というのは、今金町民センターというこ

とになります。まちの中心部ですから、もちろん私もその場所は最も適した場所だ

というふうには考えます。

しかし、避難所というものは、町内に２４カ所あるんですね。２４カ所です。今

金町内は広いですから、その中で１カ所にしか、そういう災害の備蓄の食料、水が

ない。これはまず、もう一度考え直していただいた方が、私はいいんじゃないかな

と思うんですね。

もちろん災害のこの前提として、自助という考え方があります。先ほど町長も答

弁でおっしゃっていましたけれども、まず自分の各家庭で、最低２日分、３日分の

食料なり何なりというのは備えてくださいよという、そういう考え方はもちろん前

提としてはあるんですが、やはり災害になったときというのは、町長の答弁でもあ

りましたけれども、いち早く避難をするという考え方に立つわけですから、そうな

ったときに、じゃ、各家庭で備えていたものを手にとって避難所まで行けるのかと

いう、そういう問題もあると思うんですね。

しかも、災害というのはいつどこの場所で起こるかわからない。まちの中心部で

起こるのか、それとも外ですね。例えば上地区であるとか、神丘方面であるとか、

どこでそういう災害が起こるかわからないわけですから、そういった考えでいけば、

町民センター１カ所ということではなくて、全２４カ所に本当は置ければ、私はベ

ストだと思うんですけれども、いきなりそうは私も言いません。しかし、ポイント、

ポイントで備蓄品を置く必要はあるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあ

たり、町長のお考えをちょっと聞かせていただきたいなと思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） どこに備蓄するか、何を備蓄するかという二つに絞っていた

だきました。

一つ目のどこに備蓄かということにつきましては、議員おっしゃるとおり、今金

町を大きく１５のブロックに分けて、ブロックの中には二つくらいあるところもあ

ります。基本的には２４カ所で、緊急的に、そのほかに緊急的に避難をしてくださ
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いというところは、そのブロックを外して、全部の２４カ所がその次の対象になる

わけです。

あわせて、そこにまずは避難をしましょうと。そこから整理をして、あるいはい

ままでもそうでありますけれども、対応のときは必ず自治会の方なりいろんな方々、

福祉的な、病的な要素もありますので、そこには保健師だとか、いままではまだ事

例がありませんけれども、看護師だとか、あるいはヘルパーだとか、いろんな方を

そこに行っていただいて、さまざまな情勢、状況に応じて、次に行うのが、要支援

者の避難ということで、病院に送るべきなのか、施設に送るべきなのか、あるいは

そこの福祉の避難的になっている福祉センター、そこはある程度の対応がとれると

いうことから、そこに送るべきだとか判断をしながら、要支援者の対応をしなきゃ

いけないかなと思っていました。

まずは、どこに備蓄かという部分につきましては、本来でありましたら、すべて

のものにそれなりのものを対応すれば望ましいわけでありますけれども、基本的に

は、町民のどのくらいの方々というやっぱり大きなベースで考えると、非常に大き

な課題もあるわけです。

いま、なぜ１カ所に絞り込んでいるか。救急体制、議員もおっしゃっているとお

り、どこで何がということがなかなか予測できない要素もある。全町をやることを

予測しているわけでありますけれども、その対応によって違うわけなんですね。水

によっても、地震によっても、雪害についても違うわけでありますから、いずれに

しても消防なり行政が対応しなきゃいけませんので、避難の誘導の発信を行政、町

長から発信しなきゃいけないわけでありますから、発信元に速やかな避難態勢をと

るということが重要になります。それが自治会にかかわるのであれば、自治会に応

援を求めながら、そこには、誘導の手当てをしたり、あるいは、あわせてどのくら

いの日にちの避難になるかという想定をしながら、そこに送り込む、人も送り込む、

あるいは食料も送り込むという形をとるのかなと。

食料を送り込むんじゃなくて、食料も先ほど申しましたように。備蓄だけじゃな

くて、人により対応しなきゃいけませんので、そういうことを考えた場合に、何が

望ましいかということもいろいろ聞き取りしながら、調整を図るとすれば、その対

応が明らかになるだろうと。そこで機動性があるように、速やかにいろいろなとこ

ろに行けるように、１カ所に集積していきたいと。これを分散することによって、

であれば、例えば３，０００食のパンがあることによって、それでは全く足りない

わけですね。全２４カ所に、そうしたら幾つぐらい必要なんだと。１００ぐらいあ

ったって、そこで２，４００なくなるわけですから。もっともっと確保しようか。

それも保存の限度があるものですから、そう考えた場合に、まずはセンター的なも

のにとどめ置いて、管理をできるような形をとっていこうと。湿害だとか、さまざ

まなもの当然あるわけでありますから、そういうことも含めて、機動的に対応でき

る。どこでも避難所に持っていけるような体制をとるために、１カ所にいまさせて

いただいているわけでありますけれども、議員おっしゃったように、それをプラス
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大きなブロックの部分の中でということも考える余地は当然あるという認識を受け

ているわけであります。

次に、何をという部分でありますけれども、それも議員がおっしゃったように、

私も述べておりますように、基本はまずは炊き出しというベースで考えるんですけ

れども、そこで間に合わないものについては、すぐあるものということで、いま備

蓄している、質問の要旨にある保存の米と乾パンは、いまありません。

○１番（岸 徹也君） 場所だけの質問だったので。

○町長（外崎秀人君） いいですか。場所だけでまずやりますか。

○１番（岸 徹也君） すみません。ありがとうございます。

そうですね。確かに町長の考えというのも、私も一理あるとは思うんですけれど

も、一つは、言葉が適切かどうかわかりませんけれども、リスクの分散というのも

ありまして、例えばこの町民センター１カ所に集約していると。そこで何か大規模

な災害が起こった場合に、その食料を備蓄されているものが使えない、１カ所に置

いていたためにそういうことになる。そういうことも、やっぱり最悪のことも考え

なきゃならないのかなと。

町長も１カ所に置いて、避難所の方に輸送していくんだと、運んでいくだという

考え。これも私も効率的で、確かにいいやり方だとは思うんですね。いいやり方だ

とは思うんですけれども、やはり今金町はそれでも広いですから、種川、花石、美

利河、広いので、やっぱりそういう主要な場所に、数はちょっとこれからの検討課

題になると思うんですけれども、私は置くべきじゃないかなというふうに考えます。

もう一点なんですけれども、どこにという部分で、先ほど福祉センターとしべつ

の話も出てきました。としべつというのは、避難所の中でも福祉避難所という位置

づけなんですね。ということは、一義的には、多分町民の方々は近くの避難所に移

動される。その後に、乳幼児であるとか、体に障害を持っている方であるとか、高

齢の方というのは、福祉避難所の方に移動していくと、そういう流れになるんだと

思うんですね。そういう方が集まるような施設、避難所であれば、やはりなおさら、

そこからまたさらにどういう災害が起こるかというのは全く予想できないわけです

からね。移動をして食料をもらいに行くなんていうことも、なかなか難しいんじゃ

ないかなというふうに考えるんですね。であれば、最低限、そういう場所には最低

限の備蓄というものがあっても、私はいいのじゃないのかなというふうに考えます

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） これは私の整理の仕方なんですけれども、先ほど言ったよう

に、備蓄食料と、保存して備える食料と、緊急時の対応の非常食というのは、意味

合いが違うと思うんですよ。意味合いが違うんですよ。まずは、何よりもトータル

的に、いついかなるときでも対応できるようにということで、これはいろんなもの

があるわけでありますけれども、いま、今金町が整理しているのは、これ、以前は

乾パンだったんですけれども、食べ物がいろいろそしゃくができないというので、
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これはパンです。この中には、一応書いていますけれども、やわらかなパンなので、

乾パンと異なりふんわりとした食感があるし、幼児からお年寄りまでおいしく喜ん

で召し上がれるものだということで配置をしているわけです。

これとて、私は心配な要素もあります。何かといいましたら、先ほど言ったよう

に、いま、新聞で大騒ぎになっている牛乳、アレルギーの問題がありますけれども、

小麦が入るとすればそれも問題だし、さまざまこれをアレルギーの人に与えていい

かどうかと、そういう懸念さえするわけであります。基本はこれだと。基本ベース

は、何よりも日本人として、やっぱり米だと。基本は温かいものだということで整

理をされると思うんですね。それがかなわないので、どうするかということで、一

時避難した場合の非常食としての対応と、あるいは、その非常食の対応の中で、保

存食を使うという場合と、人によって先ほど福祉の方に特にさまざまな方々は来る

わけですから、ミルクもそうなんですね。ミルクも一定のミルクということにはな

らないんです。ミルクのアレルギーもあるんですよ。そういうものを与えちゃ大変

なことになりますから、

ですから、議員もおっしゃったように、まずは今金町で、これはいつも述べてお

りますが、議員さん方もいろいろご質問いただいて、ご理解をいただいていますけ

れども、今金の災害を想定した場合に、水災害を考えた場合、一定程度の時間があ

ると。その中に、常に抱えているさまざまな子どもの課題なり親の課題を含めて、

非常時には何を持ち出すか、何を持ってくかというものは、やっぱりきちっと意識

して整理をする必要があるのではないかなと。そこに、食料というのは大事だと思

うんです。薬もそうだと思うんですよ。薬も避難所で用意できないわけですから。

そういうものを最低限あわせ持って、自分で確保する、家族で確保するということ

が優先的な意識として、私はぜひお願い申し上げたいと。そこまでは行政はできな

いと思っています。

ですから、ミルクにしても、ほ乳瓶まで町で用意しなさいという部分も当然あり

得る要素が、それは当然緊急避難のときはそうですけれども、それはそのときにや

っぱり対応しなきゃいけないと。ですから、非常の段階と、一定程度時間があって、

保存で対応できるものというのは、物によって違いますし、人によって違うと。

それとあわせて、電気とかガスだとかがない場合はどうするか。いや、それはポ

ット式のガスコンロが可能であれば、それでもできるだろうし、いま、二つ目の質

問で何をという部分の中では、非常に大きな問題があって、最低限の多くの方々が

共有できるものということから、いま、乾パンがいいのかどうかはわかりませんけ

れども、まずは乾パンと、何よりも水が必要だということから、水の確保について

は最低限やっぱり確保しなきゃいけないかなと。次の状況に応じては、これから自

治会なり、避難場所の方々と相談をしながら、どういうものが適切かということを

考えていきたいと思っていました。

あと、避難者だけでなくて、実際にかかわっている方々の食事も確保しなきゃい

けないと。そうなった場合、弁当だとか、基本はおにぎりだと。おにぎりと漬け物
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という話をしていますので、計画書ではね。計画は幾らでも変更できるわけです。

さまざまなご意見をいただいて進めるわけでありますが。いまこれから重要なのは、

防災のつどいでもお話をさせていただいたし、町内会、自治会の会長さん方にもお

話を申し上げていますけれども、避難訓練については、すべての避難所をベースと

して行わせていただきたいという思いを持っています。ぜひ手を挙げていただきた

いと。

実際、そういうところでやってみて、こういうことが不都合だ、こういうことが

必要だ、こういう備蓄品が必要だと、やっぱり電源は絶対必要だということがいた

だければ、そういう整備に向けて努力していきたいなと思っていました。

まず何よりも、そういう状況を踏まえながら、加えて備蓄は一定程度の限度があ

る。ミルクについても１年くらい。さまざまなレトルトもありますけれども、長い

ものは長いものがありますけれども、基本的には１年か、ないし２年しか保存でき

ないわけですから、果たしてそれがいいかどうか。計画の大事なところは、すべて

の調達は、食料を含めて、あるいは副食品含めて、地元から調達しなさいというこ

とを明記しております。今金町の防災計画では、地元から調達しなさいと。地元で

調達することをベースにしながら、日ごろの調整を図っていかなければいけないと。

ミルクも調べさせてもらいましたけれども、扱っている店は今金町で１軒しかあり

ません。どのくらいのストックが可能ですかという、いまお願いもしていますし、

加えて４町連携をやっております。隣の町には、ドラッグストアがあります。そこ

は確実に確保していますので、そういうところでどのくらいの確保が必要なのかと

いうようなことも、やっぱりきちっと整理をしながら、そういうリストをつくって、

そのことも情報として流していきながら対応していかなければいけないのかなと。

人それぞれに対応が異なるという部分を考えますと、何を備蓄するかということ

は大きな課題でありますので、ぜひその辺、これからもいろんなご意見をいただき

ながら、あとは福祉的なサイドの要支援を要するような避難者の方々への対応がど

うなるかと。あるいは一般的な方々の対応はどうなるのかということを含めた精査

なんかも、これから十分させていただきたいと思っていました。

あともう一点ですけれども、急遽でありますけれども、いままで１００年に１度

の水害を想定したハザードマップがあって、今回は１０００年に１度というハザー

ドマップが来たわけでありますけれども、その水没地域は、国道から下のエリアに

なっております。くしくも、偶然ですけれども、町民センターはそこのエリアに入

っていませんので、何とかほっとした部分が私はあるわけでありますけれども、そ

うでなくて、議員がおっしゃるように、いろんなところの分散が必要であれば、そ

ういう分散、多いな地域ごとの分散ということもこれから視野に入れて考えていき

たいと思っています。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） いま、私も場所に関しての質問だったんですけれども、町長

の方からも、何をという部分で、物の部分の発言がかなり多かったものですから、
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それについては、時間も余りないのでその物の方ですね、何を備蓄するのかという

私の質問の方に入りたいなと思うんですけれども。

現在は、災害用の備蓄のパンと、そして災害用備蓄の水ですね、備蓄水、この２

点ということなんだと思うんですね。先ほども言いましたけれども、基本は自分で

２日、３日分は用意しますよと。その後、公助、行政の方で対応しながら、またさ

らに大きなくくりの中での援助という形になっていく。また、炊き出しですね。先

ほど町長も言っていましたけれども、炊き出しから地域のボランティア、いろいろ

そういうふうに広がっていくのかなと思うんですけれども、やはりそうは言っても、

災害時、着の身着のまま避難をする、そういう方というのは、やっぱり過去の災害

を見ても、そういうものは常に情報として入っているわけで、実際に避難用のリュ

ックを持って避難所まで避難をした人っていうのは何％居たのか。パーセント、細

かい数字はなかなか難しいんですけれども、かなり低い数字だということを私は聞

いてはおります。

その中で、やっぱり各年代に合った、各年代に対応できるような災害の食料です

ね。そういうものを準備する必要があるんじゃないのかなというところで、もちろ

ん備蓄のパン、水、これは私はそれを否定するものではありませんから、それはそ

のまま続けていただいてもいいんですけれども、やはり町内の人口構成というんで

すか、人口ピラミッドというものがありまして、もうあれはつぼ型と言うんですけ

れども、明らかに高齢者の部分が大きくて、年代が低くなるに連れて小さくなって

いくと。ああいうつぼ型のピラミッドの構成、少子高齢化の状況を考えたときに、

一律に小さい子からお年寄りまで、パンで本当に大丈夫なのかという疑問がやっぱ

りわくわけですよね。

それで対応できる年代の方も居ると思うんですけれども、先ほど町長も言ってい

ましたが、粉ミルクは賞味期限が１年ぐらいですよと。いろんなメーカーからも出

ています。基本的に自分のところの町で、当町で調達をするということであれば、

もしかしたら限られるのかもしれませんけれども、１年６カ月とか２年とか、そう

いう粉ミルクもありますし、また、これは海外の商品になるんですけれども、液体

のミルクというのもあるんですね。これは検疫でも日本に入って来れるそうですね。

そういったものもあります。また、お年寄りでは、やはり先ほども答弁でありまし

たけれども、お米という部分で、おかゆ、こういうものもあるんですね。水を入れ

るだけ、もしくは何も入れないで、つめたくてもおいしいおかゆ、これは私も食べ

たことがあります。味もしっかりついている。災害用のあの食料ですから、やっぱ

りカロリーというものが一番重要になってきますので、味も濃い目でおいしくいた

だける、そういういろんなものがあると。

ですから、災害用の食料イコール、例えば乾パンだ、災害用のパンだというそう

いう固定観念ではなくて、さまざまな年代、特に人口構成も考えて選んでいくとい

うことも、これは町民にとっては大変ありがたい話だし、もちろんそれを使わない

ことにこしたことはないんですけれども、そういった発想なんかもあっても私はい
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いんじゃないかなと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） 先ほどの答弁の中で、乾パンという言葉を私が使ったとしま

すと、それは間違いでございまして、あくまでも備蓄パンでいまやっていることを

ご了承いただきたいと思います。

質問、さまざまな議員が思う、外国品を含めた物があるわけでありますけれども、

先ほど来申し上げておりますように、それぞれの災害時の避難の日数、時間的な時

間帯の要素、あるいは人の対応って、どういう方がということで、随分違うわけで

ありますから、議員がおっしゃるように、いまさまざまな思いも私は持っています

けれども、それが町で対応できるかといったら、私は非常に難しいと思いますし、

そこまではできないと言い切らせていただきたいなと思っていました。

あくまでも、その状況状況に応じた対応、対策が必要であると思っています。先

ほど言ったように、パンだけでは決して十分ではないという認識を私はとっており

ます。それはもう十分私なりに認識とっていますけれども、それとて何かというこ

とがありましたら、先ほど言ったように、いろいろみんながみんな好むものでもな

いし、逆に２日、３日過ぎてしまうと炊き出しを原則にしたいということで考えて

おりますので、そうすると、炊き出しというのは、先ほど言ったように、米を主と

した形になるのかなと想定されます。非常に重要なのは、いろいろ求める方はさま

ざまあるわけでありまして、何よりも、避難の、いまパンにしても何にしても、ど

う考えても炭水化物と糖分と塩分のこの栄養が心配なんですね。過分にとり過ぎる

という要素がある。そうすると、栄養的に見てどうなんだと言われたら、全く町長

は答えようのない備蓄避難食になると思うんですよ。非常にその辺は、そこまで求

められると非常につらい部分があります。

炊き出しになると、少しくその辺は還元できる要素がある。栄養を考えたような

提供、みそ汁にするのか豚汁にするのかわかりませんけれども、汁物でそれを補て

んするだとかということで、いろいろ工夫はなされるし、大きなところができなけ

れば、小さい自治会の単位であればそれは可能だとすれば、そういうものも考えら

れるし、やっぱり情勢に応じて当然考えていかなければいけないのかなと思ってい

ます。

特に心配なのが、ミルクはこれとしてよしとしますけれどもと言ったときに、や

はり心配なのはアレルギーというのが非常に大きな問題になっていますので、それ

あたりも、先ほど言ったパン、それも私は望ましいと思っていません。食べれない

方も居ると思うんですね。そういう方々にどうするかということも、やっぱり大き

な問題があると。

いま、担当の課長とも話しているんですけれども、もっともっときめ細かい必要

性あるもの、個人として備蓄するもの、そういうもののリストをつくってはどうか

なという話をさせていただいて、これは本州のあるところの、大きなまちの自治体

ですけれども、すごいきめ細かい内容の、幼児が居る場合、高齢者が居る場合、そ
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ういったいろんなさまざまな情報、食のチェック表なんかをつくっているんですね。

こういうものを町民の方にも、今金なりのものをつくって示しながら、いろいろ対

策を講じていくのが、本当に私は重要でないかと改めて思うわけであります。ぜひ、

そういう面では、本当にまずは避難でもって最大優先されるのがそういう部分にな

りますので、その辺の対応をこれからも考えていきたいと思っています。

○１番（岸 徹也君） 最後の質問、いいですか。もう終わりですか。いいですか。

〇議長（村瀬 広君） 答弁書の中でも一応いろいろな意見を聞きながら検討をして

いきたいと答えているんですけれども。まだ、何かどうしてもというものがあれば。

○１番（岸 徹也君） であれば、最後一言だけ、じゃ、すみません。

いま、さまざま町長の方もおっしゃっていただきまして、前向きに考えていただ

ける部分もあれば、はっきりとこれはできないという部分もありました。そこは今

後、先ほど町長の話でも、洪水の浸水想定区域図、これは新たに１０月に出ました、

北海道開発局から。こういったものを含めて考えたときに、やっぱりいろんな想定、

これはかなり大きなことですので、避難所の問題も含めて、食料の問題も含めて、

大変大きな話になってくると思うんですけれども、これも含めて、次年度にはタイ

ムスケジュールも作成されるという話ですので、ぜひその変更の際には、いま一度

検討をしていただいて、備蓄品に関しても、食料に関しても、いろいろなものがあ

る。料金的にも、いまのパンよりも安かったりするものもあると思いますので、さ

まざまな年代に対応できるという、そういう部分もありますので、ぜひ検討してい

ただきたいなというふうに思います。

最後、もし町長の方から一言あればお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 明瞭にひとつ答弁お願いします。

○町長（外崎秀人君） 本当に一般質問ありがとうございました。

なかなか私も気のつかないものがありますし、それを活字にして残しておかなけ

ればいけない。それをバイブルとして行っていく場合には、どうしても目が届かな

い部分も当然あるわけでありますから、常にさまざまな、議員も含めていろいろな

ご意見をいただきながら、なおかつ最もベースにある町内会、自治会の方々、民生

委員等々を含めたさまざま方々の意見を聞きながら、対策をとってまいりたいと思

いますので、今回の一般質問本当に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。

議場の時計で１１時３５分まで、暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２５分

再開 午前１１時３５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 調査報告
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〇議長（村瀬 広君） 日程第６、これより、調査報告を行います。

始めに、総務厚生常任委員会所管事務調査報告についてを議題とし、総務厚生常

任委員長の報告を求めます。

総務厚生常任委員長、川上君。

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 委員会調査報告。

本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定した

ので、会議規則第７７条の規定により報告します。

記

所管事務調査項目

１）一般会計の財政状況について

２）行政財産の管理状況について

３）公衆浴場等の管理運営状況について

４）生活改善センター等の利用状況について

５）商工観光振興対策事業について

６）行政改革の進捗状況について

７）総合計画の進捗状況について

８）税及び税外収入の収納状況について

９）社会福祉施設及び団体の運営状況について

１０）総合福祉施設の管理運営状況について

１１）介護老人保健施設の管理運営状況について

１２）国保病院の管理運営状況について

調査目的、調査日程、調査結果についてはお目通しをいただき、意見のみ朗読い

たします。

４．意 見

本町は市町村合併せずに単独町政を存続する選択をして、行政改革大綱や集

中改革プラン等に基づく改革を推進し、財政の健全化に努めているが、景気の

低迷と生産年齢人口の減少による所得の減少、高齢化に伴う社会保障費の増大

など、財政を取り巻く環境はより一層厳しい状況が続いている。

第５次総合計画（後期計画）の着実な推進とともに「今金町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」に基づく人口減少の克服、地方創生や地域の活性化に向け

た施策を積極的に推進するため、効率のよい行政運営と良質な行政サービスの

提供に心がけ、魅力あるまちづくりに努めていただきたい。

将来、大型の箱物が予定されており、耐震化に伴った取り組みも必要で、健

全な財政を維持するためにも財政計画をしっかり立てていただきたい。

市街地の遊休町有地については、賃貸住宅建設支援などで一部活用が図られ

ているが、他の遊休町有地についても、十分な管理と積極的な有効活用を図ら

れたい。また、あわせて持ち家住宅の奨励や定住を促進するため、あったか団

地分譲地等のＰＲを積極的に展開し、完売に向けて努力されたい。
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南団地町営住宅の屋根塗装など適時メンテナンスを行っていますが、町有住

宅、公営住宅、さらに文書管理センター等の公的施設に対して適切な管理をお

願いしたい。

認知症対応型グループホーム「すえひろ」、障がい者グループホーム「ひか

りホーム」、特別養護老人ホーム「豊寿園」については、適正な運営がされて

いる。

障がい者相談支援事業所「ひかり」については、管理者１名、相談支援専門

員２名体制で、身体・知的・精神の障がいのある方やその家族の相談を町から

の委託を受けて行っているが、昨年の相談支援の延べ回数は、年間２，４３８

件と多く、相談内容も多岐にわたっていることから、障がい者の自立支援に向

け、今後も町行政と一体となった取り組みを推進されるよう望む。

町民センターの物品庫に災害用備蓄品は保管されているが、災害時に即対応

できるよう万全を期されたい。

「あったからんど」については、今年４月より従来の閉館日を廃止し、メン

テナンス等のための臨時休館日のみとしましたが、今後も利用者の立場に立っ

た改善や環境整備を望む。また、種川温泉については、自治会が町から委託を

受けているが、高齢化が進んでいるので、今後の運営について早めの協議をお

願いしたい。

平成２７年度決算の町税等滞納繰越額については、軽自動車税を除き対前年

度と比較して減少しているところでありますが、納税者の公平・公正性の確保

と自主財源確保のため、渡島・檜山地方税滞納整理機構や檜山振興局との連携

のもと、滞納者発生防止と収納率向上に努めていただきたい。

植物工場予定地については、傾斜や広さの問題もあり、今後どのようになる

のか十分な説明を議会に対してしていただきたい。

介護老人保健施設については、昨年度と比較して入所者数、通所者数ともに

増となっているところでありますが、関係機関との連携に努められ、感染症対

策の強化や利用者のニーズに応じたサービス提供に努めていただきたい。

国保病院については、地域住民の信頼と期待にこたえられるよう引き続き接

遇改善に取り組み、医療スタッフの充実を図りながら良質な医療の提供を望み

ます。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 次に、産業教育常任委員会所管事務調査報告についてを議題

とし、産業教育常任委員長の報告を求めます。

産業教育常任委員長、向井君。

○産業教育常任委員長（向井孝一君） 委員会調査報告。

本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定した

ので、会議規則第７７条の規定により報告します。

記
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所管事務調査項目

１）農林業振興対策事業について

２）農作物の生育状況について

３）建設工事等の進捗状況について

４）産業後継者就業実態対策について

５）簡易水道等施設の管理状況について

６）浄化センターの管理運営状況について

７）各学校の管理状況について

８）保育所等事業関係について

９）教育委員会所管施設の管理運営状況について

１０）農業委員会所管事務について

１１）台風１０号による所管施設等の被害状況について

調査目的、所管事務調査のため。

調査日程、平成２８年７月２７日・２８日及び１１月７日の３日間。

意見。今年の農作物の状況は、春先の天候にも恵まれ５月までは高温基調で進ん

できたが、６月は一転、低温と日照不足の状態が続き、７月・８月の天候不順

により生育が遅れ、水稲の１０月１５日現在の作況指数は、檜山管内で９８で

「やや不良」となった。また、農作物全体では、天候不順による低温や日照不

足による生育の遅れ、８月の台風による影響もあり数量や品質が落ち込んでい

る。

８月３０日に道南地方を襲った台風１０号の強風により、本町においても、

倒木、ハウスの損壊、地滑りや排水不良など多くの被害を受けており、農業施

設等の復旧に向けた支援策として、町で独自助成も行っているが、この度の災

害からの迅速な復旧と今後の防災対策に向けた取り組みの強化を望む。

国営緊急農地再編整備事業（今金南・北地区）に関しては、順調に事業を推

進しているところでありますが、事業の進捗に遅れががないよう予算確保に全

力を尽くしていただきたい。中央通線交付金工事及び神丘１０号線交付金工事

の道路整備や橋りょう長寿命化修繕計画に基づく豊田橋の改修については、国

の社会資本整備総合交付金の予算配分により年度計画に遅れが生じているの

で、計画の見直しに合わせて予算確保にも努められたい。

へき地保育所については、今年度から通年開所を実施し、保育児童への給食

提供など保育環境の充実が図られている。今後も保護者や地域住民の理解をい

ただきながら適切な管理運営に努められたい。

学校給食センターについては、昭和５２年の供用開始から４０年目を迎え、

施設の老朽化が著しく、設備も不具合が多くなってきているが、その一方で学

校給食の提供は、常に衛生管理の徹底等が求められているので、事故防止のた

めに適宜修繕を行うなどの対策を講じるとともに、今後も安心・安全な給食の

供給に努めていただきたい。
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なお、今後も「ふるさとの恵みとほほ笑みに感謝する日」などの食農・食育

事業を推進し、給食食材の今金産や道南・道内産の使用率の向上に努められた

い。

総合体育館・図書館の建設が予定されているが、供用開始されるまでの間、

利用者のニーズに即した図書サービスの提供と現状で可能な範囲での環境整備

や改善に努められたい。また、今後は蔵書が多くなることが想定されることか

ら、町有施設の閉架書庫への活用などについても検討いただきたい。

今金中学校の耐震診断の結果、校舎（Ｂ・Ｃ・Ｄ）棟、屋体棟（Ｅ）におい

て倒壊の危険性があり、また、校舎（Ａ・Ｂ）棟においては、不同沈下が認め

られ、今後も沈下が進行する可能性がある。また、中学校は災害時の避難所に

も指定されており、町では中学校を移転改築する方針で、現在、耐力度調査も

行っている。地震による被害から未然に生徒や教員等を守り、より安全性を高

めるためにも、早期の改築に向けて鋭意努力されたい。

台風１０号による風倒木の被害を始めとし、山林の土砂崩れや砂防ダムに倒

木や土がたまる被害も多数見つかっており、今後の林業への影響が懸念される。

また、道南の林業は、作業員の高齢化などで慢性的な人手不足のため、復旧に

は数年かかる可能性もあり、一日も早い復旧が望まれる。

以上、報告といたします。

〇議長（村瀬 広君） 以上で、調査報告を終わります。

◎日程第７ 委員会報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、委員会報告を行います。

総務厚生常任委員会道外行政視察報告についてを議題とし、総務厚生常任委員長

の報告を求めます。

総務厚生常任委員長、川上君。

○総務厚生常任委員長（川上絹子君） 総務厚生常任委員会道外行政視察報告書。

本委員会において、１０月２５日から２８日までの４日間、道外先進地を視察し

てまいりましたので、その概要を別紙のとおり報告いたします。

記

■視察地及び視察内容

○長野県岡谷市

・子育て支援全般の取り組みについて（保健福祉関係）

・子育て支援館「こどものくに」の施設見学

○岐阜県中津川市

・健康づくり推進条例について

・健康都市なかつがわ宣言等に基づく各種施策の状況について

○岐阜県多治見市

・災害時の行政情報のバックアップ確保体制等の防災対策について
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・災害応急活動拠点の駅北庁舎建設計画の概要及び具体的な整備内容について

・駅北庁舎の施設見学

意見のみを朗読させていただきます。

視察地、長野県岡谷市、意見、２ページです。

本町では、「認定こども園いまかね」に子育て支援センター業務を委託して

地域の子育て支援を行っている。また、保健福祉課では、子育て支援センター

と連携して、乳幼児の保護者等を対象とした子育て支援講演会等も実施してお

り、乳幼児健診や乳幼児相談（すくすく親子広場）を基本に、母子支援のため

のケース会議等の体制づくりや、子育てに悩む親が子どもの行動に注目した対

応を学び、その実践や保護者同士の交流を通して、楽しい子育てとよりよい親

子関係を構築するための「前向き子育て支援事業」など地域の実情に即した子

育て支援を展開している。

なお、「今金町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子育て支援世帯の

ニーズに適応した各種施策の推進をより一層望む。

４ページです。

岐阜県中津川市、意見。

本町では、「今金町健康増進計画」や「今金町食育実践計画」に基づき、感

染症対策、減塩プロジェクトの推進や食育サポーターの育成など独自の施策も

展開しており、毎年アクションプラン実践状況の評価を行っているが、本町に

おいても健康づくりを重点施策として明確に位置づけるためにも条例化が望ま

れる。

また、１０年ぶりの「健康まつり」の復活を契機として、本計画を指針とし

た町民・行政協働による健康なまちづくりの更なる推進を望む。

７ページです。

岐阜県多治見市、意見。

本町においても緊急時業務対応計画（ＢＣＰ）の策定に向けて、調査・研究

を進めており、速やかな計画の策定及び推進を望む。

なお、本町役場庁舎（昭和４１年建設・築５０年）も耐震性が低く、大規模

地震時には防災拠点施設としての機能を維持することが困難なことが想定さ

れ、庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定などが課題となっている。

また、費用や安全性にも配慮して、住民基本台帳などの基幹系の行政情報に

ついては、クラウド化によりバックアップ体制を確保しているが、災害拠点施

設の整備を始めとし、非常時優先業務の整理及び災害時にもつながりやすい多

様な通信手段の確保等が課題として残されていることから、健全財政を維持し

ながら、将来を見据えた計画的な整備・推進等が求められている。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 以上で、委員会報告を終わります。

昼食のため暫時休憩いたします。
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休憩 午前１１時５５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。

◎日程第８ 発議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、発議案第１号を議題といたします。

今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する

条例の一部を改正する条例制定について、提出者の説明を求めます。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 発議案を朗読する前に、提案理由を申し上げます。

平成２８年８月８日付人事院勧告がなされ、一般職の特別給、期末・勤勉手当が

引き上げられることに伴い、今金町議会議員の特別給、期末手当を一般職と同月数

とすることについて、１１月１４日開催の今金町特別職報酬等審議会に諮問し、諮

問どおりの答申がされたことから、本条例の一部を改正しようとするものでありま

す。

発議案を朗読いたします。

発議案第１号 今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支

給方法に関する条例の一部を改正する条例制定について。

今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

平成２８年１２月１４日提出。

今金町議会議員。

今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する

条例の一部を改正する条例。

第１条 今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法

に関する条例（平成２０年今金町条例第２２号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の２１７．５」を「１００分の２２７．５」に改

める。

第２条 今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法

に関する条例の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の２０２．５」を「１００分の２０７．５」に、

「１００分の２２７．５」を「１００分の２２２．５」に改める。

附 則

（施行期日等）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２

９年４月１日から施行する。
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２ 第１条の規定による改正後の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当

の額並びにその支給方法に関する条例（以下「改正後の議員報酬条例」という。）

の規定は、平成２８年１２月１日から適用する。

（期末手当の内払）

第２条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定

による改正前の今金町議会の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその

支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員

報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

参考資料として、新旧対照表が添付されております。

どうぞよろしくお願いをいたします。

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。

（「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、発議案第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、発議案第１号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第９ 議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第１号を議題とします。

今金町農業委員会の委員の定数に関する条例制定について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１号 今金町農業委員会の委員の定数に関する条例

制定について、提案理由を申し上げます。

農業委員会法の改正に伴い農業委員の公選法が廃止され、現在の農業委員の任期

満了後には、町長が農業委員を選任することとなることから、本条例を制定しよう

とするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） この農業委員の定数が１５名ということでありますけれど
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も、これはいわゆる法律で定められた定数なのか、それとも町独自で決められる定

数なのか、その辺をお知らせいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 農業委員会事務局長、勝山君。

○農業委員会事務局長（勝山英敏君） ただいまの質問についてお答えします。

先日の合同委員会のときにも説明させていただきました資料の中にあります法律

でいきますと、今金町の場合には農業委員、推進委員を置かないという部分がござ

いますので、上限としては３７名でございます。今金町といたしましては、いまま

での経過を踏まえて、この度１５名ということでお願いをしているところでござい

ます。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ということは、法定でいうと３７名を置くことができると

いうものを、町の条例で１５名という、こういう判断だと思うんですけれども、い

ままさに若手農業者だとか、それから、女性の進出というのがいろいろうたわれて

おります。今金町農業委員会においても、いままで１４名だったものが１５名にな

るということでは、いろんな考え方があろうかと思います。それを町長が指名する

ということですから、その指名に当たっての考え方。例えば、今までの団体推薦に

対する考え方。公選は１０名でしたけれども、団体推薦に対する考え方、それから、

女性とか青年農業者に対する考え方、それらがあればお知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 農業委員会事務局長、勝山君。

○農業委員会事務局長（勝山英敏君） いまおっしゃられましたとおり、選任制での

定数につきましては、いままでは１０名でございました。それに基づいて選挙とい

う制度で行っておりました。

それ以外に、団体推薦ということで、議会、農協、改良区、それから共済という

ことで、それぞれ１名ずつ推薦をいただきまして、１４名ということでやっており

ました。

今回の改正におきましては、基本的にはその団体推薦がなくなりまして、それが

全体の定数ということに反映されております。

やはり地区に精通している方が農業委員として農地の流動化に当たるという部分

の中では、それはどうしても必要不可欠ということで、理事者の方とも協議しまし

て、それらの部分につきましては確保していただきました。

それ以外の５名につきましては、やはり団体推薦は基本的にはなくなると言いな

がらも、やはり今金町農業に精通している方々の農業者でつくる団体からの推薦と

いう部分の中でも、何かそれらの部分を生かしながら、あるいは、新たに不利益の

伴わない方の任命ですとか、女性委員の任命ということで、選任に当たってはそう

いったことも考慮をしてということを受けまして、農業委員会の中で話し合われた

内容について、理事者の方とも要望、相談をいたしまして、今回の１５名という定

数の中で提案させていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
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〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第９ 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１０ 議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、議案第２号を議題とします。

今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２号 今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条

例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成２８年８月８日付の人事院勧告において、民間労働法制に即した見直しを行

うこととし、１．介護休暇の分割、２．介護時間の新設、３．育児休業等に係る、

この範囲の拡大について制度化することから、地方公務員の育児休業等に関する法

律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の

一部を改正する法律により、本条例の一部を改正し、あわせて改正児童福祉法によ

り養子縁組、里親が定義づけされたことに伴い、本条例の一部を改正しようとする

ものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１０、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
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す。

◎日程第１１ 議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、議案第３号を議題とします。

今金町長及び副町長の給与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３号 今金町長及び副町長の給与に関する条例の一

部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成２８年８月８日付の人事院勧告に基づく一般職員給与改定に伴い、特別給の

引き上げを平成２８年１１月１４日開催の今金町特別職報酬等審議会に諮問し、諮

問どおりの答申を得たことから、所要の改正を行うため本条例の一部を改正しよう

とするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１１、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１２ 議案第４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１２、議案第４号を議題とします。

今金町職員の給与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４号 今金町職員の給与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。

月例給、特別給、扶養手当等について、平成２８年８月８日付の人事院勧告に基

づく所要の改定を行うため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。
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これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１２、議案第４号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第４号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１３ 議案第５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１３、議案第５号を議題とします。

今金町税条例の一部を改正する条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第５号 今金町税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。

所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）が、本年３月３１

日に公布され、平成２９年１月１日から施行されることに伴い、個人町民税の課税

特例規定によって、特例適用利子等及び特例適用配当等がいずれも分離課税の取り

扱いとなることから、本条例の一部を改正しようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１３、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１４ 議案第６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１４、議案第６号を議題とします。



- 32 -

今金町国民健康保険税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６号 今金町国民健康保険税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。

所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）が、本年３月３１

日で公布され、平成２９年１月１日から施行されることに伴い、個人町民税の課税

特例規定によって、特例適用利子等及び特例適用配当等がいずれも分離課税の取り

扱いとなることから、今金町税条例の一部改正に基づき、本条例の一部を改正しよ

うとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

向井君。

○４番（向井孝一君） 国の税法の改正と、それから、あわせて国民健康保険の取り

扱いというか運営が、平成３０年から都道府県単位というふうになるわけですけれ

ども、町長の行政報告の中にもありましたように、平均で９．６％下がるだろうと

いう予測の数字が出ておりますけれども、この今金とすれば、あくまでも年所得が

２００万円で夫婦２人世帯で、ある程度という数字です。そして、１１月の上旬、

１１月３日の北海道新聞にも、北海道の１７１市町村の中で。

〇議長（村瀬 広君） 向井君、税条例の関係なんですけれども、あとで予算の関係

で出てくるので、そこで質問するのがいいかなと思うんですけれども、どうですか。

○４番（向井孝一君） そうですか、わかりました。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１４、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１５ 議案第７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１５、議案第７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６号）について、理事者の説明を求め
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ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第７号 平成２８年度今金町一般会計補正予算（第６

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２，５５

３万２，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５７億６，０４７万１，

０００円にしようとするものであります。

補正の概要について、歳入より申し上げます。１ページです。

１１款分担金及び負担金で１１８万円の減額の主なものは、民生費負担金及び農

林水産業費負担金であります。

１２款使用料及び手数料で９９万７，０００円の追加は、民生使用料です。

１３款国庫支出金で６３６万２，０００円の追加の主なものは、教育費国庫補助

金であります。

１４款道支出金において２，１２１万９，０００円の追加の主なものは、総務費

道補助金、農林水産業費道補助金であります。

１５款財産収入において２９６万１，０００円の追加は、不動産売払収入が主で

あります。

１６款寄附金において３８６万９，０００円の追加は、一般寄附金であります。

１７款繰入金において６２４万円の減額の主なものは、財政調整基金繰入金です。

１９款諸収入において４，７８５万６，０００円の減額の主なものは、雑入であ

ります。

２０款町債において４，５４０万円の追加の主なものは、教育債であります。

次に、歳出は２ページから３ページです。

２款総務費において８２３万１，０００円の追加の主なものは、総務管理費です。

３款民生費において３，６０８万円の減額の主なものは、社会福祉費です。

４款衛生費において６，７０３万４，０００円の追加は、保健衛生費であります。

６款農林水産業費において２，９４８万５，０００円の減額は、農業費における

減額が主であります。

７款商工費において１９万３，０００円の減額であります。

８款土木費において１億２，３９８万８，０００円の減額の主なものは、道路橋

りょう費です。

９款消防費において１，２３２万５，０００円の減額であります。

１０款教育費において１億５，２１５万４，０００円の追加の主なものは、中学

校費であります。

１１款公債費において１万円の減額であります。

次に、地方債の補正については４ページから５ページであります。

４ページの変更につきましては、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
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目的、限度額の補正について説明申し上げます。

起債の目的、森林管理道住吉支線開設事業債、限度額１，８６０万円を１，４６

０万円に、中央通線交付金事業２，５６０万円を４３０万円に、神丘１０号線交付

金事業債１，８２０万円を１，０１０万円に、豊田橋長寿命化修繕交付金事業債１，

３６０万円を１，１１０万円に、高規格救急自動車整備事業債２，７６０万円を１，

９１０万円に、総合体育館・図書館建設事業債５，６６０万円を４，８１０万円に、

計３億８，９１０万３，０００円を３億３，６２０万３，０００円に変更するもの

であります。

続いて、５ページは追加であります。

起債の目的、教員住宅建設事業債、限度額９，８３０万円、起債の方法、普通貸

借又は証券発行、利率、年５％以内、償還の方法、政府資金についてはその融資条

件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するするものによる。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、又は繰上償還もしくは低利

に借換えすることができる。計４億３，４５０万３，０００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、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

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。

１款議会費の質疑を行います。２０ページから２１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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。２２ページから３２ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ２６ページ、実は自治体情報セキュリティ、いわゆるクラ

ウド構築をしていくということで、ここに予算が載っているんですけれども、基幹

系の情報を始めとする各種情報が役所にはあると。

今回、総務厚生常任委員会で行政視察をしてきた。多治見市をお伺いをしながら、

いろいろお話を聞いてきました。 その中で、情報のバックアップをどうするんだ、

管理をどうするんだということでは、私余り詳しくないので、ちょっと間違ったと

ころもあるかもしれませんけれども、やっぱりバックアップするには、クラウドを

使う場合には、いわゆる相手先に複数の情報を管理する場所を持ってほしいだとか、

それから、まち独自に管理をする場合には、それも複数持った方がいいと、こうい

う話を聞かされました。

今金町の場合にはどういう考え方で進んでいくのかということを、まずお知らせ

をいただきたい。
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〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） いま情報セキュリティ関係、特に被災等々があった

ときのバックアップ体制のお話かというふうに思いますけれども、基本的な住民情

報ですとかそういうものについては、いまおっしゃったように、クラウドというこ

とで、クラウド上でバックアップのものがありますし、それから、役場の方の庁舎

にもあるということで、とりあえずいまは複数で、距離も離れているところで措置

をしているという状況にあります。

この体制については、今後も引き続き行っていかなければいけないことになると

思いますので、引き続きですが、庁内で行っている、例えば日常的に行っている、

私が作成しているファイルといいましょうか、そういうもののバックアップ体制と

いうことも当然考えいかなければなりませんので、このあと整備がされますけれど

も、例えば総合体育館ですとか、そういうところにもサーバーの機器を置かせてい

ただいた中で、複数でさらにバックアップ体制がとれるようなことも検討していか

なければいけないなということで、いまはそういう段取りもしながら、整備等も進

めているというような状況になっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） クラウド化をしながら、今金町も情報を持ちながらという

ことなんですけれども、行政視察を行った際には、クラウド化はするんだけれども、

その相手方にさらに複数のバックアップを持ってくれと、持った方がいいというご

指摘をいただいてきました。まちとクラウド、いわゆる相手と２カ所じゃなくて、

相手にさらに複数持つようなことを考えてくれということです。

これって、ものすごく行政情報というのは複雑なもの、それから重要なものとい

うのは含まれると思いますので、秘密という見方で言うと、例えば多治見市におい

ては、どこにそのサーバーがあるかということは公表するものではないという話を

していた。４カ所、５カ所あるんだけれども、それは言えませんという。

いま、たまたま一般事務の部分でいうと、総合体育館にサーバーを置こうとして

いるという話が、もう既に出てしまっている。クラウド化をするときに、クラウド

のバックアップをどうするかというのが一つ。それから、いまの庁内における情報

の管理が、例えば総合体育館ということをもう言ってしまいましたから、総合体育

館にあるということがわかれば、これまた悪意を持った何かがあれば、また変な話

になるかもしれない。それは大変な秘密、どこにあるかが秘密だという。

そういうことを考えれば、情報の管理って一体どうなっているんだということに

つながってくると思う。その辺は、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） まず、セキュリティ上の複数の拠点ということであ

りますけれども、こちらの町の方で委託をしている事業者でありますが、そこのと

ころも、いまおっしゃったような課題というのは十分把握をしておりまして、今後

５カ所程度のところに分散をさせたいというところの計画をいま持っている中で、
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町の方もそういうことで同時進行していく形になろうかなと思っております。

いまおっしゃった総合体育館のサーバーの関係ですが、あくまでも住民の基本情

報ですとか、住基情報ですとか、そういうものは、いま言ったクラウド上のもので

行われますが、総合体育館に置かれるものについては、私たちが日常管理をしてい

るファイルですとか、それからメールサーバーですとか、いまここの役所の中のサ

ーバー機能にかわるものという意味合いでお話をさせていただいておりましたの

で、重要情報を扱うサーバーという意味合いと少し異なりますけれども、そういう

ことでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） クラウド化をして、クラウド化をした先でさらに複数の管

理をしてもらうということが大事だという、自分のまちですべてを管理するのであ

れば、どこに何があるかということは全くの秘密になるけれども、クラウド化をす

るのであれば複数化、相手先に複数化の管理をお願いすると。

いま、総合体育館に通常使っているファイルをサーバーで保存をするという話な

んですけれども、それとても、これが大事かどうかというよりも、そこにあるとい

うことを公表すること自体、私はまずいと思う。それはふだん使っているファイル

だからいいとか、使っていないファイルだからだめじゃなくて、やっぱり情報は情

報として管理しなきゃだめだと思う。だから、総合体育館にあるということを公表

する、どんなファイルであっても、これは私はまずいと思う。その見解がどうかと

いうのと。

それから、１０００年に１度というハザードマップが出されて、これから建てよ

うとしている総合体育館も、浸水地域に入っている。国道から南、利別川沿いとい

うのは、すべて浸水想定区域ということで、ハザードマップには載っている。いま、

１０００年に１度だからいいとか、そうじゃないとかっていう議論じゃなくて、そ

ういうところに置かなければならないのかということ。もっと言ったら、例えば町

民センターに、これはどこに置くかというのは別にして、浸水想定地域外に置くと

か、そういう配慮が私は必要だと思うんですよ。

たまたま、いま総合体育館を建て替えるから、そこに入れればいいねということ

になるのかもしれないけれども、これは違う、もっと被害の想定されないところに

安全かつ速やかに情報を管理するということが必要だと思うんですけれども、これ

はいかがですか。

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） いま、総合体育館に備えるものについては、以前か

ら防災拠点の一つだよということで、その一環の流れの中で整備をさせていただく

という位置づけをとっておりますが、以前も町長、副町長の間もありましたけれど

も、役場の代替機能ということでは、例えば町民センターなんかも考えられますよ

というようなお話をさせていただいておりますので、今後に向けて、いまおっしゃ

ったようなバックアップ体制も複数が必要だということの必要性は十分感じますの
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で、いまいただいたご意見を参考にしながら、検討をしていくような形になろうか

というふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

３款民生費の質疑を行います。３３ページから３５ページです。

向井君。

○４番（向井孝一君） 民生費の中で、国民健康保険特別会計が９５８万減額という

ことなんですが、それにあわせて、先ほど質問内容の途中で終わったんですけれど

も、平成３０年から都道府県単位で運営される国民健康保険の取り扱いの中で、行

政報告の中にもありました。９．６％今金町としては減額になるだろうという数字

が出てきたんですけれども、この見通しという部分で。

（何事か言う声あり）

○４番（向井孝一君） この一般会計じゃなくて、特別会計の方がいいですか。

〇議長（村瀬 広君） そうしたら、申しわけない、特別会計の中で再度お願いしま

す。

○４番（向井孝一君） わかりました。

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。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） 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。３８ページから４１ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） ３８ページの産業基盤災害復旧支援事業補助金ですけれども、

これ４，０００万円の減額になっていますけれども、今年、いままで行われたとい

うか、件数わかりますか。わかったら教えてください。

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） これにつきましては、災害用の産業基盤災害復旧支

援事業ということでやっておりまして、前回補正予算で組ませていただいた分の減

額であります。

これにつきましては、１１月末現在で、設備の方で申請件数が３３件、補助額に

しますと２，１００万円程度、それから施設の方ですけれども、申請件数が４１件、

補助額でいきますと２，３００万円程度になっております。それで合計で約４，５

００万円程度の予算ということになっております。

ただ、これ実際に工事が終わりまして実績報告をもらったときに、若干差額が出

ますので、金額に関してはちょっと上下すると思います。
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〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） 来年に回すとかという、来年もいいとかという話になってい

たと思うんですけれども、それって、もう希望者みたいのは現在あるんですか。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） 先ほどの件数につきましては、既に来年に回す分も

含めての件数ということになっております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。４２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。４３ページから４７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。４８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。４９ページから５５ページです。

上村君。

○１１番（上村義雄君） まず５２ページの委託料で、中学校の耐力度調査の委託料

の部分が減額になっておりますけれども、所管の委員会で同僚議員が、この耐力度

調査の部分、１２月に出ると言っていましたけど出ていないけれどもどうなんだと

いう質疑がありました。それで、おくれているという答弁だったんですけれども、

この中学校の耐力度調査、まだ出ていないということでございましたよね、委員会

での報告では。それのおくれる原因というか、いつごろ出るのか、そこらあたりは

っきりしたところがまだわかっていないようですけれども、いつの時期にその調査

の結果が出るのか、そこらあたりをお伺いしたい。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 耐力度調査についてというご質問でございま

すけれども、工期自体は３月まで持ってございます。その過程の中で、でき得る限

り早い段階で見込みが立てば、議会の方にも報告していきたいということで、１２

月という言葉もあったかもしれませんけれども、現状はまだ報告できるところまで

まとめができていないということでありますので、その辺、数字ができ次第、早目

に報告はしてまいりたいとは思っておりますけれども、このあとの議会ということ

であれば、３月の議会には何とか間に合わせていきたいという考えでございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。
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○１１番（上村義雄君） 年度内には結果が出せるだろうということのようですけれ

ども、しかし、ここでは委託料が減額されていますよね。入札でやったことでしょ

うけれども、しかし、その委託先が年度内でという契約なのでしょうからそういう

答弁でしょうけれども。次の段階に行くためにも、耐力度調査というのが必要だと

いうことから、これを早い段階から言われていて、１２月までには出るだろうとい

う想定の話でしたけれども、１２月になって聞いたら、まだ出ないという。それは、

いま年度末までには出るでしょうという答弁ですから、それは相手先がまだあれし

ているわけですけれども、そこらあたりは早目にきちっとできるようにしていただ

きたいというふうに思います。

それから、５５ページの体育館・図書館の委託料の減額になっております。この

体育館・図書館の部分については、合同委員会で私が質問させていただきました。

きょうの午前中の町長の行政報告の中でも、３ページに、１０月３１日に公表され

ましたことを報告いたします。今後はこの浸水想定区域図に基づいた避難場所、方

法の見直し、避難経路の検討を行ってまいりますという報告をしているわけです。

この新しく建てるという体育館・図書館の部分の避難場所となって、それに基づい

た実施計画の要項を見させてもらっています。

ここでの避難場所ということが、いま新しく建てようとする体育館・図書館のこ

の北海道開発局で出された図面からいくと、３メーターから５メーターの浸水区域

になっているということでございます。あえてここで避難場所をそういう危険区域、

浸水区域で、町長の行政報告では避難場所を検討し直す、見直しも方法も考えると

いうことでございますから、そうすれば、いまのあの図面からいくと、２３０号線

よりも北側となりますか。要するに、町民センターとかそういうところは入ってい

ませんから、それは当然避難場所に入るわけです。そういうところに避難するとい

う方法、避難経路の道を考えるという答弁なのでしょうけれども、私は合同委員会

で町長にお伺いしました。体育館・図書館の部分、見直しませんかと。そうしたら、

合同委員会では、答弁拒否だと、もう答えないと、こういう町長からの、上村議員

の言うのにはもう答えないという合同委員会での町長の話でした。私は安全で安心

なまちづくり、そして、町民の安全を考えるのであれば、見直すことも、立ちどま

って考えることも必要でないかということを申し上げたんですけれども、それは町

長は考えておりませんという答弁でございました。最終的には、その答弁には答え

ないという答弁拒否でした。

あえて私は、ここでもう一度町民の安心、安全のために、国からのそういう危険

なところですよ、こういう区域に入りましたよと、そういう状況の中で、あえてこ

の体育館・図書館をあの場所に建てなきゃならないのか。また、想定された地域の

中で、検討した地域の中では、今金小学校の向いのもとの明治の跡ですね。いま駐

車場にしているところ。あそこを検討の対象で話があった。私らもあそこは高いか

らいいんじゃないかというふうにあれしたら、そこはだめなんだと。水道の何だか

があるからだめなんだという話。
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しかし、私は何十億ってかけてそういう施設をつくるのに、できるだけ安全な場

所に、そういうところを選定しながら、新しく建てるというのであればそういうこ

とを検討していかなければならないのではないかと思いますが、事務を担当してい

る事務長にしては、この方法が最善だというふうに考えているのか。皆さんそれぞ

れ考え直す必要もあるだろうという意識もあると思うんですけれども、そこらあた

りからまずお伺いします。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 町長の合同委員会での発言については、私は町長でありま

せんので、そのことに関連したことは控えさせていただきますけれども、今回発表

になりました１０００年に１度というものにつきましては、前にもちょっと答弁し

たかと思うんですけれども、当然ながら、いま市街地を構成をしている部分をどこ

かに移転をするだとか、いろんな計画をなかなかほかの場所に持っていくというの

は難しい点があります。上村議員が心配をされるのも、私たちもわかります。

それで、来年、いまつくろうとしている計画につきましては、利別川の氾濫を想

定したものであります。その氾濫も、これは雨ですよね。大型の降雨災害によって

の災害でありますので、町民の人たちにいまの時点でこれを公表すると、すごく心

配をすると思いますので、いま、担当課も含めて計画づくりをして、議会に相談も

したいなと思っているのは、タイムラインというのは避難計画であります。一時的

に１０００年に１度来る場合どうするんだとなると、前にも私の方で答弁したと思

うんですが、何時間以内にすぐ来るということではありませんので、当然ながら、

そういう雨量が想定をされれば、その地区については危険性があるとなると、そこ

にはもう避難をするということになりませんので、当然ながら安全な場所にどうい

うふうに移動していくかということになりますが、一時的には、総合体育館の、今

もそうでありますが、総合体育館の避難所として想定される人たちについては、そ

こへの避難については、一時的にそういうことがあり得ます。

それが継続的に起きる場合については、当然二次避難のルートなり、それから、

いま言われているとおり、例えばどこが安全だということも、これ検証を少しして

いかなきゃなりません。当然チブタウシナイ川がありますよね。この川の氾濫も想

定されますので、簡単に神丘にといっても、神丘に行けるのかということも想定を

されます。それは多分タイムライン、時間帯によっていろんなシミュレーションを

しなければいけませんし、それから、今金小学校もそれほどの雨量があったときに、

土砂災害ですよね。そちらの方の安全性はどうなるんだろうということで、これ１

０００年に１度という想定は、かなり大きなものの想定になると思うんですよね。

それで、いま、うちだけではない、国のいろんな機関もかけて、いまその計画づく

りをしようということで、せたな町も含めて、沿線区域全部でやっているわけです

が、そこともう一方は、今金町のことは今金町でもシミュレーションをしていかな

ければなりませんので、上村議員のおっしゃることもわかるんですけれども、なか

なかそういうものを例えば場所を移すとかというふうには、いまは少しなかなか考
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えづらいというのが私たちの現状であります。

ただ、これ考え方で、じゃ、１０００年に１度の災害というのはいつ来るかわか

らないだろうということになると、非常に難しい面はあると思います。ただ、幸い

といいますか、津波の部分とはちょっと違うのは、少し時間がありますので、この

ことの想定をきちっとまずはやってみるということが、いま私たちの中に一番急務

かなというふうに思っています。

そういうような避難経路、タイムスケジュールというものがきちっとできてから、

住民の方には公表していきたいというふうに思っております。でないと、少し、国

の方もだからといって国が財政支援は何もするわけでもありませんし、それから、

１級河川の大型河川を大改修をするわけではありませんので、ここが非常に私たち

も矛盾を感じておりますが、ただし、やっぱりこういう時代ですから、それを全く

頭に入れないでいろんなものをつくるというわけにはいきませんので、いま、一番

つらいところはそこであります。現実の部分と、それから仮想といいますか、想定

される、もう最大限想定した中で、いろんなタイムラインをつくっていくというの

が、いま私どもに課せられている一番の任務かなというふうに、私の段階ではそう

いうふうにお答えをさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 想定しづらいというのは、当然そうでしょう。そう簡単に

あるわけじゃないわけですから、想定しづらいということは理解できるわけですけ

れども、ただ、今年の北海道に来た台風の中で、十勝の方の部分で、私はテレビで

映った映像だけしか見なかったわけですけれども、体育館に避難しました。その避

難した体育館が浸水しました。水が時間的には１０分か１５分の間でもって、その

２階に逃げるだけが精一杯だったような報道をされていました。これ想定外だと、

要するにそういうことは起きないという想定外だということで、避難場所がそうい

うふうになると。これがいま現実に、これは地球上の温暖化とかあるでしょうけれ

ども、また台風の部分では、私が９月に一般質問した中での、要するに気候の変動

というものがあるわけですから、私はその１０００年が、１０００年じゃないかも

わからない。この状況によっては変わってくる。そういうことも踏まえて、今後財

政的にきちっと健全な財政を維持しながら、そして、町民の安心・安全を担う方向

性というのを、拙速につくってしまって、さあ大変だということになるのは、あと

の祭りというやつですね。そういう危険度があるということですから、国土庁から

の１級河川の利別川としてこういう危険度がありますよという情報を出したわけで

す。

その情報を出したことは、国の開発局の方は、こういう想定でもって情報を出し

ましたと。あとどうするかは、実施する自治体の考え方ですとこうなるわけですよ

ね。そうなれば、自治体が町民の安心・安全、それを担っているということですか

ら、拙速に考えるんじゃなく、一度立ちどまって考えることも必要でないのかとい
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うことを私は申し上げたわけですけれども。残念ながら、私はそういう考え方が必

要だということから申し上げたわけですけれども、合同委員会ではもう答弁しない

うという答弁拒否を受けました。これについては、副町長がその避難場所、そして、

この体育館をつくる、新しい体育館が避難場所になるということを含めながら、今

後庁内での検討も必要でしょうし、議会の方との理解も必要だというふうに私は考

えますので、どういう考え方で、またどういう形で進めていくのか、再度お伺いし

ておきます。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） この間の議論の中で、体育館の見直し、差し戻し等々につい

ては、私はもう答えるつもりはありませんという話をさせていただきました。

それは何かといいますと、やはり理事者と議会の信頼関係の中で、議決を提案し、

議決をいただきながら事務を淡々と進めてきて、今日まで来ているわけであります

から、その間のそうしたら責任のあれって何なんだということになるわけです。都

度都度、私たちは情勢、状況に応じて議論し、検討し、審議をしていただいて、議

決をいただきながら執行を進めてきているわけであります。国がさまざまな、私は

常に、国はさまざまな制度、政策を次から次に打ち出してきます。でもそれを少し

でも早目に対応するのにどうしたらいいかということは、常々私も話をしているわ

けでありますけれども、さまざまな建物に対する見解なり考え方も、随分その時点

時点で年度を追って、これからこの前に建てたものについては該当になるだとか、

この後に建てたものは該当にならないとか、さまざまあるわけでありまして、そう

いう状況の中で我々は対応していかなきゃいけないだろうと思っていました。

私のいま答えるのは、体育館の差し戻しだとか見直しということについては、一

切そういうことは考えておりませんので、そういう見解でない答弁として話をさせ

ていただきますが、常に申し上げておりますように、きょうの午前中の一般質問も

ありました。町で考えている避難所、指定等々含めて約２４カ所あるわけで、その

１カ所になるわけであります。でも大きなスペースを持った、いまの現況のものを

新たにまたつくっていこうという部分であるわけでありますけれども、浸水地域に

はまだたくさんの避難所があるわけであります。そういうことをトータルで物事を

考えていかなくちゃいけないのかなと。

上村議員の議論でいうところの、そういう危ないところに公共施設を今後も含め

て建てるのかといった議論がもしかあるとすれば、私はそれは相当さまざまな検討

を加えながら進めていかなきゃいけない要素があるわけでありますけれども、であ

れば、以前にも申し上げましたけれども、浸水だけを考えれば、これから家を建て

る方々については、全部高台の方に行ってくださいと奨励しなきゃいけないのかな

と思っていました。

きょう報告をいただきました、この資料を見たわけでありますけれども、委員会

調査報告の中にもありましたね。総務厚生常任委員会の中に、あったからんどの住

宅につきましても、有効活用を図られたい。また、あわせて持ち家住宅奨励と定住
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に向けて、あったからんどの分譲地のＰＲを積極的展開し、完売に向けて努力され

たいと。これは私どもに言われていることであります。そういう上村議員の形、１

０００年に１度の被害対策を考えた場合に、こういう発信でもって、私はどんどん

建てなさい、大丈夫ですからって胸を張って言えるかどうか。お互いにやっぱりい

ままでのさまざまな情勢、状況の中で、あり得る、それは気持ちの問題、意識の問

題としてきちっと高めながら、いざとなった場合どうするかということの思いを持

ちながら、自分たちの住む家というものをどこに建てるかとか、生き方をどうする

かということを考える必要もあるのではないかと私は思っています。

いまの質問される部分の中と、私はいま、きょういただいた、提案書みたいな受

けとめ方をさせていただくとすれば、あったからんどの団地のいわば分譲奨励とい

うのは非常に難しい状況になるなということでは、ふときょう午前中に思っていた

部分があります。

体育館・図書館の建設については、今後とも粛々と事務を進めてまいりたいと思

っています。

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） 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。５６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。

１３款災害復旧費の質疑を行います。５７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 災害復旧費の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

歳出全般についての質疑漏れございませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 申しわけありません。失念しておりました。

体育館・図書館なんですけれども、いただいた図面の中で、図書館なんですけれ

ども、図書館事務室というのが載っています。これたしか以前は教育委員会という

表記だったと思うんですけれども、この変わった理由は何ですか。

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） お答えをいたします。

利用の計画については、何ら変わっておりません。将来的には、教育委員会の事

務室というふうに考えてございますけれども、いろいろなところにこれからこの図

面を見せていかなければなりません。例えば補助金の事務だとかということで、道

の方や国の方面へも出していく中では、教育委員会事務室という表現であれば、そ

れは専ら教育委員会のものということで、説明が難しくなりますので、当然図書館

の事務のかかわりとしては、教育委員会の職員も入ってきますので、図書館事務室
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という表現の中でいろいろな機関への発信をしていくために、こういった表現に変

えているということでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ということは、中身は変わっていないけれども、表記が変

わったという。表記の理由というのが、例えば補助申請をする時点での配慮という

ことですか。

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） いま議員の発言があったとおり、そういった

事務手続への配慮ということでご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に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。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１１款分担金及び負担金の質疑を行います。６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。７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。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） 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。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） 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。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） 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。１６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。１７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。１８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。１９ページです。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 町債の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

歳入全般についての質疑漏れございませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 大変申しわけありません。

一般寄附金でお尋ねをしたいと思います。

ふるさと納税が３１４件で、一般寄附は２件という内訳のようですけれども、ふ

るさと納税の返礼品、これらはどのような考え方というか、幾らの納税に対してど

のくらいの返礼という、そういう基準というものをつくっているんですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） ふるさと納税の返礼品の考え方のご質問だというふ

うに思います。こちらにつきましては、金額ベースで言いますと５，０００円、１

万円、３万円、５万円、１０万円、それぞれ寄附をいただいた額に応じて五つのコ

ースを設けておりまして、それのおおむね半分程度の金額のものを返礼品として用

意させていただいているということであります。

返礼品の方は、町内の事業者さんに広く呼びかけをいたしまして、参加をいただ

ける事業者さんの方で、その品物、単品だったりあるいは組み合わせをしたりしな

がら、そのコースに応じた返礼品を用意していただいているというような状況にな

ります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ふるさと納税は大いに、全国的にも制度として活用されて

いるわけですから、できるだけ返礼品を豪華にするかどうかというよりも、そうい

う応援してくれる方をふやしていくというのは、大事なことだというふうに思いま

す。

反面、これちょっとどうなのかなと思うんですけれども、ふるさと納税をするこ

とによって、居住する地域の税金が減免になる。このことっていうのは、例えば今

金町に在住の方がほかのまちに寄附をすると、今金町の税収が落ちるということが

ありますよね。これって、実態を把握されているのかどうか。今金町からふるさと

納税をしました。それによる減収はどうなっているのか。

〇議長（村瀬 広君） 税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） 少しお時間をいただきたいと思いますので。ちょっ

とうちの方で資料がまだ整っておりませんので、のちほど返答させていただきます

ので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君の質問の答弁を留保して、他の質疑があれば受けます

けれども。ありますか。

西課長、ちょっと時間があればできるんですか。

○税務住民課長（西 勝明君） できると思います。
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〇議長（村瀬 広君） それでは、資料が整うまで暫時休憩といたします。

休憩 午後 ２時１０分

再開 午後 ２時１１分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） 申しわけございません。資料をよく探したらありま

した。

まず、実績でございます。今金町から他の町村に行った納税額が、平成２８年度

ベース、これは平成２７年という形で考えていただきたいと思います。４０万６，

０００円今金町から行きました。件数が７件。今金町でその分減額になった金額は、

約１５万１，０００円相当でございます。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ふるさと納税の効果を期待するものと、それから相反する

部分というのは、やっぱりあるんですよね。先ほど町長おっしゃっていましたけれ

ども、都会は非常に困っているようですけれども、これは地域は地域で頑張ってい

るわけですから、ぜひ今金町も、他に勝った負けたという表現はこれも悪いですけ

れども、魅力のある、例えばクアプラザピリカの宿泊券だとか、スキーのリフト券

をつけるとか、何かそういうことも知恵を絞りながら、いま課題となっている部分

を少しでも応援できるようなことも、返礼品の中に取り組めるようなことも検討い

ただきたいなと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） いまおっしゃっていただいたような、町内の宿泊施

設の宿泊券も返礼品の中に含めながら、いま運用させていただいている状況にあり

ますので、その点についてはぜひご理解いただきたいと思います。

必ずしも何か商品ということだけではなくて、まちの魅力を伝えられるようなた

ぐいのものも少し頭をひねりながら、考えていかなければいけないなということで

ありますし、それから、先ほどありました、一方では控除で減収になっている部分

もあるということでありますので、最近の傾向とすれば、やっぱりちょっと言葉は

悪いですが、カタログ販売的なとらえ方をされる嫌いもありますけれども、今金町

とすれば、まちを知っていただくだとか、まちに来ていただけるような方策につな

がる一つのツールだというようなとらえの中で運用し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） 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。
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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。

議場の時計で１４時２５分まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時１４分

再開 午後 ２時２５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

農業委員会事務局長、勝山君。

○農業委員会事務局長（勝山英敏君） 今金町農業委員会委員の定数に関する条例制

定の中での私の不適切な発言がございました。その部分につきまして、訂正をお願

いしたくよろしくお願いいたします。申しわけございません。削除をお願いいたし

ます。

◎日程第１６ 議案第８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１６、議案第８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３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年度今金町国民健康保険特別会計事

業勘定補正予算（第３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からそれぞれ１７７万２，

０００円を減額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ１０億６，２８４万８，０００

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ページをご覧ください。

３款国庫支出金において２４６万２，０００円の追加の主なものは、特別調整交

付金であります。

４款療養給付費交付金においては３９６万９，０００円の減額であります。

５款前期高齢者交付金において２１万１，０００円は、現年度分の追加です。

６款道支出金において９８万円の追加は、普通調整交付金の追加が主であります。

９款繰入金において１５５万１，０００円の減額は、一般会計繰入金の減額が主

であります。
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１１款諸収入において９万５，０００円の追加は、雑入であります。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費において１８万８，０００円の減額は、人件費であります。

２款保険給付費において３９７万７，０００円の減額は、退職被保険者等療養給

付費、高額療養費、出産一時金の減額が主であります。

３款後期高齢者支援金等で３４万円の減額であります。

４款前期高齢者納付金等で１，０００円の追加です。

６款介護納付金では１８万２，０００円の減額であります。

１１款諸支出金において２９１万４，０００円の追加は、償還金及び繰出金の追

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、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。

始めに、歳出全般についての質疑を行います。１２ページから２３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１１ページです。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 国保税の関係が平成３０年から道に移管するわけですけれど

も、行政報告の中でも、今度は納付金の額をそれぞれの町村が決めて、それに対し

て支払いを一たんして、それから道の方から戻ってくるという形になるわけですけ

れども、いまの賦課方式の中で、３方式でやっているというところがだんだん少な

くなってきて２方式に改めている。いわゆる平等割と所得割だけにしている町村が

多くなってきているわけなんですけれども、私も前々からいわゆる資産割で固定資

産にかかってくるというのはどうもおかしいんじゃないのかと。固定資産税は固定

資産にかかるのは当然ですけれども、国民健康保険税が固定資産にかかってくると

いうのは、どうもなじめないような気がしておりますので、この平成３０年から移

管するに当たって、今金町としても、この賦課方式の見直しというのも一つ検討す

べきではないかと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長補佐、岸君。

○保健福祉課長補佐（岸 貴之君） 徳田議員のご質問にお答えいたします。

いま賦課方式は、所得割、被保険者均等割、世帯別均等割の３方式をとっている

ところと、それに資産割を加える４方式をとっているところがあります。４方式を

とっているところが７割くらいなんですけれども、市を中心に３方式という部分が

多くなっております。

３０年の国保の制度改革に向けて、その辺もいままでとっている今金町の４方式
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を、資産割の部分を加えるかどうかという議論も、今後道の方針の方とあわせて町

の内部の方でも検討を加えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） いまの補佐の説明では、均等割と平等割を一つに考えていれ

ば、これは２方式になるんですよね。

それで、いま今金町は、いわゆる平等割と、それから均等割、それから所得割と、

それから資産割と、この四つでやっているものですから、どうも資産割というのは、

私は矛盾があると思うんですよね。固定資産は固定資産税でもう取られているわけ

ですから、何でそこに国保税が算定の基準に入ってこなきゃならないのかという。

結局いま、景気のいいときならわかりますけれども、やっぱり景気が悪くなってき

ますと、どうしても土地は持っている、家屋は持っているけれども、預金がないと

いうようなこともあるわけですし、所得がある人は所得税を取られますから、これ

はやむを得ないとしても、土地を持っている方に、特に農家の方なんて農地を持っ

ていると、農地に国保税がかかってくるわけですから、そうすると、どうしても限

度いっぱいになってしまうわけですから、この辺のところも、せっかくの機会です

から、まだ３０年まで時間もあるわけですから、その辺運営協議会あたりとも相談

して、一度検討してみたらいかがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 大切なご提案だというふうに思っておりますので、国保運

協の皆様にも相談をしながら、一度土台に乗せて、いま大きな改正がされる場面も

ありますので、国、道、それから町村の考え方もあわせた形で、一度まないたに乗

せて検討したいというふうに思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたしま

す。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） 同僚議員の発言とちょっと重複する部分もあるかもしれませ

んけれども、まず確認したいことが二つほどありまして、一つは、平成２７年の４

月から高額医療の限度額というのが５段階になりましたよね。これは入院しないと

わからなかったんですけれども、そのことというのは、例えば道に移管したあとも

同じような方法でやるのかということが一つと。

それから、先ほどから同僚議員からも計算方式の方法ということで質問ありまし

たけれども、９．６％今金町としては下がる試算ですよということなんですが、全

道的には上がる町村もあるし、下がる町村もあると。そういう中で、一律に９．６

というのが下がる可能性があるのかどうか。この２点についてお伺いしたい。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長補佐、岸君。

○保健福祉課長補佐（岸 貴之君） まず、２点目の部分についてお話をさせていた

だきたいと思います。

今回の行政報告でもありました。保険料が、今回道からの仮算定が公表されて、
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それで今金町においては９．７％の減という形で公表されました。道は、今回市町

村別にばらつきのある保険料の算定方法について、標準ルールをつくる前に、平成

２７年度の所得等の内容をもとに、今回の仮算定を行いました。そこで９．７％と

の減という形になりました。

全国的にも、移管後の保険料の算定を公表したのが、北海道が最も早く、他の都

府県よりも市町村数が多いことで、今回、今金町は下がるという仮算定は出たんで

すけれども、増加した市町村も数多くあります。

今後、実際３０年の制度改正に向かって、上がった町村の部分の激変緩和措置等

もいろいろ道の方は調整を行うということで、今回他の都府県よりも早く公表した

言っております。これらの部分がありますので、今回、今金町は下がった形で公表

されておりますが、これから２８年度の所得等を１月に道の方に報告して、またそ

れで仮算定を行って公表するとも伺っております。そこでのまた、今回は９．７％

減だったんですけれども、新しい試算でどのぐらいの差になるのかという部分も今

後出てくると思いますし、それと、あとは道での全体的な調整の部分でも、どのく

らいの減額の差に、増額にはならないと予想はしているんですけれども、どのぐら

いの差になるのかというのが、現段階ではまだちょっとわかっていないということ

になります。

１点目の高額療養費の部分についても、道の方の運営主体、国保事業の運営主体

が、市町村から道に移管するという部分で、療養費のいままでの高額療養の制度的

な部分は変わらな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） 他に歳入全般について質疑ありませんか。

（「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１７ 議案第９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１７、議案第９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３号）について、理事



- 51 -

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年度今金町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３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１１万３，０

００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ８，３６３万４，０００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２６万４，０００円の追加は、普通徴収保険

料です。

２款繰入金において１５万１，０００円の減額は、一般会計繰入金です。

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１１万３，０００円の追加でありま

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。

（「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１７、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１８ 議案第１０号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１８、議案第１０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３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１０号 平成２８年度今金町介護保険特別会計補正

予算（第３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２０９万８，０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ６億９，

９０４万８，０００円にしようとするもので、サービス事業勘定においては、既定

の歳入歳出予算の総額からそれぞれ４万５，０００円を減額し、補正後の額を歳入

歳出それぞれ１，３０３万５，０００円にしようとするものです。

保険事業勘定予算の補正概要について申し上げます。

歳入は１ページです。

４款国庫支出金において９２万６，０００円の追加は、介護ロボット等導入支援

事業特例交付金であります。

５款支払基金交付金において２６万６，０００円の追加は、地域支援事業支援交

付金です。

８款繰入金において４万円の減額は、一般会計繰入金です。

１０款諸収入において９４万６，０００円の追加は、雑入です。

次に、歳出は２ページです。

１款 総務費において７２万円の追加は、人件費です。

２款保険給付費において８万４，０００円の追加は、役務費です。

３款基金積立金において２６万６，０００円の追加は、介護保険基金積立金であ

ります。

４款地域支援事業費において８万１，０００円の追加は、人件費が主であります。

６款諸支出金で９４万７，０００円の追加は、介護基盤緊急整備等特別対策事業

費交付金返納金であります。

サービス事業勘定予算の補正概要については、歳入は３ページです。

２款繰入金において４万５，０００円の減額は、一般会計繰入金です。

次に、歳出は４ページです。

１款サービス事業費において４万５，０００円の減額は、人件費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、始めに保険事業勘定歳出・歳入全般について行います。５ページから１

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。
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次に、サービス事業勘定歳出・歳入全般について質疑を行います。１７ページか

ら１８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、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１８、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

ます。

◎日程第１９ 議案第１１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１９、議案第１１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１１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、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６０７万６，０００円を減額し、予算の総額を収入・

支出それぞれ３億６，６９１万４，０００円にしようとするものであります。

補正の概要について申し上げます。

業務の予定量の変更については、療養介護者数を入所１日平均７５人、延べ２万

７，３７５人に変更するものであります。

収入。１款施設運営事業収益において６０７万６，０００円の減額は、１項事業

収益で７８８万６，０００円の追加は、施設サービス費自己負担金の追加が主であ

ります。

２項事業外収益における１，３９６万２，０００円の減額は、一般会計補助金の

減額が主であります。

支出。１款施設運営事業費用６０７万６，０００円の減額は、１項事業費用で、

給与費、材料費、経費の減額であります。

以上、概要を申し上げました。

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

これより、質疑を行います。

質疑は、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５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ございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出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１９、議案第１１号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

ます。

◎日程第２０ 議案第１２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２０、議案第１２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３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年度今金町国民健康保険特別会計

施設勘定補正予算（第３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・支出予算の総額からそれぞれ

１，０５４万４，０００円を減額し、補正後の額を収入・支出それぞれ７億１，８

２６万１，０００円にしようとするものであります。

資本的収支の補正については、既定の収入・支出予算の総額に収入で２７０万円

を追加し、補正後の額を５５８万円に、支出で４０５万９，０００円を減額し、補

正後の額を６，２１７万３，０００円にしようとするものであります。

業務の予定量の変更につきましては、年間患者数を入院で４，３８０人に、外来

で２万３，３２８人に、１日平均患者数を入院で１２人、外来で９６人に、主な建

設改良事業については、額の確定によるもので、今金町国保病院厨房改修工事外１，

４７４万２，０００円、医療用器械器具購入で２，２９６万７，０００円、リース

資産購入で８５９万６，０００円それぞれ改めるものであります。

補正の主な概要について、収益的収支より申し上げます。１から２ページであり
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ます。

収入。１款１項医業収益で７，７５１万９，０００円の減額は、入院収益、外来

収益の減額が主であります。

２項医業外収益で６，６９７万５，０００円の追加は、一般会計負担金が主であ

ります。

次に、３ページから５ページであります。

支出。１款１項医業費用で１，０５４万４，０００円の減額は、給与費の補正が

主であります。

次に、６ページから７ページで、資本的収支です。

収入。１款第２項補助金で２７０万円の追加は、国民健康保険調整交付金であり

ます。

支出。１款第１項建設改良費で４０５万９，０００円の減額は、建物改修費及び

資産購入費、リース資産購入費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、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７ページです。

向井君。

○４番（向井孝一君） 収益の方で、外来収益、それから入院、すべて両方とも落ち

込んできているわけですけれども、依然として厳しい経営状況には変わりない。そ

こで病院の改革案を、町長の行政報告の中にもありましたように、３月定例までに

は改革案をまとめたいということなんですけれども、いままでどういう議論をして、

どんな方向でまとめようとしているのか、わかる範囲で結構ですから教えていただ

きたい。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） お答えをいたします。

これまでに病院運営協議会、１１月、１２月に開催してございます。その中で、

いま改革プランにつきましては、六つの柱を基にいま検討をしているところであり

ます。

まず一つ目については、病院施設の方向性ということで、経営形態がいまのまま

でいいのか、それとも、今後どうあるべきなのか、この部分。

それと、外来診療についてはどうすべきなのか。また、救急体制、これは診療所、

病床のない診療所にしてしまうと救急対応ができなくなりますので、そういう部分

では、救急を取り扱うような方向でいきたいということであります。

あるいは常勤医師の確保、また、診療病床の関係でありますけれども、かねがね

療養病床につきましては１９床、この部分については休床中でございますので、将
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来的には廃止するということで、３月をめどに廃止しようと思っています。

ただし、新しい規定がございまして、１人当たりの面積、病床の面積が変更にな

りましたので、当然いままで６病床入った部分が４病床になってしまうということ

で、当然一般病床が３３床からある程度減らしていかなければならないだろうとい

うふうに考えております。

そういうことの六つの柱に基づきまして、いま、これからまた再度病院運営協議

会を開催いたしますけれども、それに肉づけをしながら、また、２次医療圏を基本

とした地域医療構想というのがございます。これは八雲の２次医療圏を言っている

わけですけれども、その中で、北渡島檜山については、病床数が限りなく、４５％

もカットしなきゃならないという方向の中では、おのずと、これはまだ道の方から

きちっと策定したという報告がございません。先日電話がありましたけれども、い

まごろにおいて専門部会を開催したいという話がございますので、今後まだ策定す

るまでには時間がかかるだろうと思いますけれども、そのこととリンクさせなけれ

ばなりませんので、各病院もそれの構想に沿ったプランを立てなければならないと

いうことで、とりあえずいまそういう方向で進んでおります。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 改革の議論を運営委員会の中でということなんですけれども、

運営委員会そのものというのは、そこまで奥行きのある話というのはなかなかしづ

らいのかなというふうに、過去何年を見てもそういう傾向にあったと思うんですよ。

そこで以前、やはり病院に勤務されている職員、医師、看護師含めて、その中で

一回、どういう意見が、どういう考え方に立っていることをやりたいというふうに、

前に事務長がそういう説明があったと思うんですよ。やはり、そのことが一番大事

なことであって、やっぱり外部でいろいろな議論をしても、なかなかはっきり言っ

て病院というのはサービス業の一部だと思うので、患者さんに対する思い、それか

ら接し方、やはりそういうものというのは、現場に居る職員がきちっと話し合って

態度で示していかないと、幾ら立派な文書をつくってもなかなか前に進んでいかな

いと思うんですが、その辺はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 当然そのとおりと考えております。いまでもその

考えは変わっておりませんけれども、当然国保病院の運営委員会というのが条例で

定まってございますので、そちらの方で議論する前には、当然病院内で医師も技術

職も全部含めての説明をして、理解を求めるということになろうかと思います。

基本的には、病院は病院として残そうという考えではおります。１９床を下回る

と診療所になってしまいますので、いろいろな制約がありますけれども、何とか病

院として残していこうと。

ただし、近い将来、１０年先ではありません。当然自分たちも身を削らなければ

ならないということの中では、病床数も限りなくそこに近づけていく時期が来るだ

ろうというふうに考えております。医師も看護師もいま足りないという状況の中で
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は、確保するのに非常に困難を期しておりますので、何とか現状の中で何年できる

かというのは、いまここで明言することはできませんけれども、いずれにしても５

年以内にはと思っていますけれども、そういう形で考え方を示して行かなければな

らないし、病院のスタッフについても、そういう認識でいてもらわなければならな

いというふうに考えておりますし、また、それより低く診療所という扱いになりま

すと、さまざまなものに影響してきます。当然交付金も変わってきますので、これ

はそういった時期が来れば、タウンミーティング等々、あるいは病院でありますの

で、それぞれ地区に出向いて説明会をしていかなければならないだろうなという、

これは私の考えですけれども、そういうことで考えているところであります。

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） 地域医療をどういうふうに提供していくかというのは、こ

れは大きな課題というか、もう使命ですよね。医療の体制ということを考えたとき

に、例えば平日の診療がどうなのか。土日祝日の体制がどうなっているのか。

それから、その平日、土日のすき間、例えば深夜なり早朝なり、こういう体制が

どうなっているのか。こういうところを考えたときに、通常平日の診察、診療とい

うのは、受付があって診療をし投薬をしていただきという、この時間から時間まで

決まっていると。それから、救急については、それぞれ祝日等も含めて地域の当番

医が決まってやっていると。そのすき間、いわゆる深夜、早朝、当番医がない。で

もその時点で容態が思わしくない方が、地域の病院に頼ってくる。このときの対応

マニュアルみたいなものはあるんですか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） うちの病院は２４時間救急体制をとってございま

す。この部分については、医師会の方で休日当番医というものを設定して、それぞ

れ割り振っておりますけれども、それ以外の休み、朝方でも夜中でも、この部分に

ついては、地元がその責任を負うということになっております。

ただ、救急当番医ですね、その部分については、せたな町国保病院、ロイヤル、

あるいは今金と決められておりますので、１０時から３時までの間はそこの病院が

主体的にやると。それ以降につきましては、町立が二つしかありませんので、どち

らでも診ると。町内、今金町の住民は今金町国保病院で診ますよという、これは申

し合わせといいますか、医師会で決めていることでありますので、その体制をとっ

ているところであります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 地域医療、今金町で言うと中核病院ですから、当然町民の

そういう２４時間救急に対しては対応しなければならないし、していただきたい。

それにかかわる医師、看護師、それから職員の皆さんも、大変だというのはわかり

ます。しかし、体調不良を訴えて来院される方は、もっと身体的に苦しい状況で入

ってくるわけですよ。その苦しい状況で入ってきたものをどう対応していくかとい
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うのは、これはもう医は仁術といいますけれども、どう対応するか、非常に難しい

ところだと思うんです。

地域で例えば深夜、早朝に来たときに、ドクターがどういう対応をしてくれた、

看護師がどう対応してくれた、病院がどうだったかというのは、受ける側、患者様

の受けるところにも大いによる。そこのところで信頼関係というのは恐らく出てく

るんだろうなと思うんですよ。

夜中に行ったらちゃんと対応してくれて、優しい言葉というか、安心するような

言葉をかけられて無事帰ってきた。逆に、そうでない対応をされた。そういうこと

というのは、多々聞くわけです。個々の事例を挙げてこの時ということよりも、病

院としてそこをどう対応するか。そういうところは院内で話し合いをしたというこ

とはありますか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 私もあとで耳にしたということが何件かあります。

この部分につきましては、看護部門、あるいは院長の方へ、そういうことがあった

ということを報告しております。そういうことは、患者さんの気持ちとすれば、痛

いのもさることながら、大事に言葉をかけられるということが非常に大切な、それ

で治るということはないんですけれども、気持ちが和らぐという中では、非常に大

切なことですので、私の方からも師長あるいは院長の方にもそういう報告をしなが

ら、そういうことがないようにということで努めておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） くどいようかもしれませんけれども、先ほど言ったように、

今金町町立病院、それからせたな町町立病院、それぞれの行政区域の中では、それ

ぞれ何かあったとき２４時間体制をとろうねという、これはもう了解しますし、そ

うであってほしいと思います。

しかし、そういう夜中に突発的なことがあって、かかりつけ医でないんだけれど

も来たら、そういう非常に寂しい対応をされたというのは、これはいまの言う町内

の皆さんが何かあったときに、町内で対応しましょうねということと相反している

わけですよ。ですから、確かにカルテがないとか、それからうちに初めてかかった

から、病歴も何もわからないというのは、それはドクターにすれば、看護師さんに

すれば、そういうことは思うかもしれませんけれども、少なくとも初期の診察ぐら

いはしてくれて、どういう状況なのかというものを把握しながら、大変夜中とか早

朝にこういう話というのはドクターも大変だとは思うんですよ。しかし、そこはお

願いをしてやっていかなければならない。

外崎町長が今回選挙をするに当たり、病院改革が何よりだということも表明され

て今任期が始まったわけです。このことが成果として、恐らくこれから求められる

と思う。先ほどの新病院改革プランもそうなんだけれども、肌で感じる病院という

のはどうなのよということで、大変期待をしていますので、これまでのことがどこ
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が悪いかということは、私よりも病院内部でわかっている話だと思います。だから、

十分に院内で協議をしながら、それは院内で話し合ったじゃなくて、成果として表

に見えるように取り組みをし、実行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） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 議員のおっしゃられるとおり、皆さんそういう気

持ちでおられるのは十分承知しておりますので、そういう形であらわれるような対

応をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

加藤君。

○３番（加藤三明君） 同僚議員からの病院運営についての話が出ましたが、いろい

ろとどうしても町立病院というのは、一般的に町民の甘えというのもあると思いま

すし、個人病院のような、同じような経営をしても、どうしても見方が違うという

ことはあると思います。

恐らく私の知っている範囲では、町立病院でいま現在の中で黒字というのは、な

かなか難しいんでないかなと。事務長も相当苦労して、あの手この手というような

勉強をしているようですけれども、その辺が町立と個人病院の違いでないかなとい

うふうに思うんですけれども。

個人病院であれば、５時でもうすべてストップしても、それほど批判がないと。

どうしても町立病院ということであれば、５時が６時、６時が７時といって、行っ

てみたけれども患者が診れもらえなかった、こういう対応の仕方だったというよう

な批判的な見方になりがちだと思いますけれども、その辺が難しいところだと思う

んですけれども。

私どもも知っている、いろいろな病院の経営の仕方も知っているけれども、個人

であればいかなる状況の中でも、黒字ということを前提で運営すると思うんですけ

れども、町立はなかなか黒字を前提に運営というのは困難でないかなというふうに

思うんですけれども、その辺、事務長もいろいろと勉強していると思うんですけれ

ども。どうでしょうかね、全く違う角度の方が、今金の病院を見て分析した中で、

どういうような経営がいいのかというような角度を変えた中の勉強会ということも

検討してみる必要があるんでないかなと思うんですけれども、いかがでしょう。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 要はコンサルを入れながらということもあろうか

と思いますが、大変申しわけございません。今金町の国保病院は、そういういま段

階ではありません。これはどの業者が入ってこようと、いまの病院を黒字にすると

いうことは、私何回か申し上げておりますけれども、できる要素が全くありません。

いま分析した中でも、いまの３３床の中で黒字ができるかというと、これは相当

厳しいものがあると。これというのは、いまドクターヘリがありますので、ドクタ

ーヘリがあることによって、大きな病院の方に２次医療圏、３次医療圏の方に搬送
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できますけれども、この病院一つで完結するということになると、医療器具が莫大

になってしまうと。そういう部分の中では、早く大きな病院へ移動するということ

も、経営というか、患者さんを思えばそういうことも必要だろうと。やみくもにこ

こでとめておくばかりが病院じゃないというふうに考えております。

病院が黒字になるからいいということじゃなくて、私のいま改革プランの中では、

黒字という想定は考えていないところであります。いかにいまの繰入金を圧縮する

かという方向で考えていきたいなと。このくらいの病院でも、医師が３名いないと

不足するという状況の中では、既にもう赤字、黒字になるという前提は崩れており

ます。ましてや看護師不足ということの中では、派遣看護師も７名、８名というこ

とでありますので、それ自体が非常に厳しいということで、いかに繰入金を圧縮す

るかということで、改革プランをつくっていきたいなと。黒字にするという前提が

一番理想なんですけれども、なかなか厳しいというのがいまの現状であります。

以上であります。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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ございません

か。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的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２０、議案第１２号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第１２号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２１ 議案第１３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２１、議案第１３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３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１３号 平成２８年度今金町簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）について、提案理由を申し上げます。
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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１，３５０万

８，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，４８４万３，００

０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。

１款使用料及び手数料で８，０００円の追加は、総務管理手数料であります。

３款繰入金において１，３５０万円の追加は、財政調整基金繰入金です。

続いて、歳出は２ページです。

１款総務費で３７万円の減額は、人件費であります。

２款維持費で１，３８７万８，０００円の追加は、修繕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。

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２１、議案第１３号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第１３号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２２ 議案第１４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２２、議案第１４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３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１４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３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２１９

万８，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，２６５万４，０

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、歳入から説明を申し上げます。１ページです。

１款分担金及び負担金で９万円の追加は、受益者負担金であります。

２款使用料及び手数料で９７万２，０００円の追加は、下水道使用料の追加が主

であります。

４款繰入金において３２６万円の減額は、一般会計繰入金であります。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費において１８７万３，０００円の減額は、人件費であります。

２款維持費において３２万５，０００円の減額は、光熱水費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。３ページから８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２２、議案第１４号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第１４号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２３ 議員の派遣について

〇議長（村瀬 広君） 日程第２３、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．産業教育常任委員会道外行政視察

２．檜山管内町村議会議員研修会

なお、目的、場所、期間、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。
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◎議長発議

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。

議員定数、常任委員会のあり方などの議会全般にわたる見直しのため、議長を除

く全員で構成する議会改革活性化推進特別委員会を設置し、これに付託の上、調査

研究が終了するまで、閉会中の継続調査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。

したがって、議員定数、常任委員会のあり方などの議会全般にわたる見直しのた

め、議長を除く全員で構成する議会改革活性化推進特別委員会を設置し、これに付

託の上、調査研究が終了するまで、閉会中の継続調査とすることに決定いたしまし

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 ３時１６分

再開 午後 ３時４５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。

委員長には山崎君、副委員長には芳賀君、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２４ 意見案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２４、意見案第１号を議題とします。

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書、提出議員の説明を求めま

す。

芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書。

地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性

の高まりが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任

が格段に重くなっている。

また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求

められている。

しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補

者が減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり
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手不足が大きな問題となっている。

こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることが、議員

を志す新たな人材確保につながっていくと考える。

よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議

会議員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

平成２８年１２月１４日。

以上です。どうぞよろしくご審議お願いいたします。

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。

（「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。

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） 異議なしと認めます。

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、意見案第１号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２５ 意見案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２５、意見案第２号を議題とします。

大雨災害に関する意見書、提出議員の説明を求めます。

向井君。

○４番（向井孝一君） 大雨災害に関する意見書。

北海道では、本年８月、台風７号、１１号、９号が相次いで上陸し、さらに台風

１０号の影響による集中豪雨に伴う河川の氾濫などにより、住宅や農地への浸水被

害及び道路・鉄道の決壊や土砂災害が発生したところである。また、定置網・養殖

施設被害など水産被害も大きなものがある。

このように全国各地で甚大な被害が発生し、住民のくらしや経済活動に多大な影

響が生じている。

こうしたことから、住民が一日も早く、安心してもとの生活を取り戻すことがで

きるよう早急な災害対策と今後の防災対策が必要とされている。

ついては、この度の災害から迅速な復旧と今後の防災対策に向け、下記の事項に

ついて特段の配慮を強く要望する。

記

１ 自治体の応急対策や復旧復興に要する経費について特別交付税による財政支
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援や災害復旧事業債の資金確保など十分な地方財政措置を講ずること。

２ 被災した道路・河川・鉄道等の公共土木施設、水道施設、農地・治山・林道

・漁港等の農林水産業施設、社会福祉施設、医療機関、学校等文教施設及び文

化財等の災害復旧に対して支援を行うこと。

３ 復旧だけではない水害に強い河川の改修への財政措置を講ずること。

一級河川のみならず、北海道管理河川においても、浸水被害解消のため抜本

的な河川改修が可能となるよう特段の財政措置を講ずること。

４ 住宅被害を受けた被災者が、もとの生活を取り戻すための必要な各種支援制

度について、十分な財政措置を講ずるとともに、迅速かつ柔軟な運用を行うこ

と。

５ 農林水産業への被害について、農林漁家の経営意欲を後退させないよう災害

に強い農山漁村づくりへの措置を講ずること。

６ 大量の流木等が農地の復旧や漁業の操業等の支障とならないよう、流木等の

災害廃棄物の迅速な回収や処理に必要な経費に対し、特段の財政措置を講ずる

こと。

７ 被災中小企業等に対し資金繰り支援を行うこと。

８ 異常気象等を起因とする災害発生状況を踏まえ、より強靱な道路・河川を初

めとする公共施設の整備を推進するため、老朽化施設の補修・更新や新設の日

ごろの維持管理に対して特段の財政措置を講ずること。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

平成２８年１２月１４日。

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。

意見案第２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） 異議なしと認めます。

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、意見案第２号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２６ 意見案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２６、意見案第３号を議題とします。

ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書、提出議員の説明を求めます。

日置君。
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○７番（日置紳一君） ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書。

１１月１８日、ＪＲ北海道は、現在の営業路線のおよそ半分となる１０路線１３

線区を単独では維持が困難であると発表した。

この路線のいずれかが廃止となれば、その地域の過疎化が促進され、地域の経済

や住民のくらしを破壊することになる。公共交通機関としての役割を放棄するもの

であるといわざるをえない。

ＪＲ北海道は発足当初から、国の経営安定化基金により経営を維持しており、積

雪寒冷地という気象条件もかさなり、設備の維持管理には多額の費用が必要である。

よって国においては、地域住民の日常生活に重要な移動手段である鉄道を北海道

において公共交通機関としての役割を発揮できるように、ＪＲ北海道の経営が自立

できるよう財政支援等を図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

平成２８年１２月１４日。

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。

意見案第３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） 異議なしと認めます。

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、意見案第３号は原案のとおり可決いたし

ます。

お諮りいたします。

本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしました。

したがいまして、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会といたしたい

のでありますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（村瀬 広君） 平成２８年第４回今金町議会定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

閉会 午後 ３時５６分



- 67 -

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１２月１４日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


