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会議規則第７１条の規定に基づく合同委員会 

 

期 日 平成２７年１２月１１日（金） 

時 間 午前１０時００分       

場 所 議  場           

 

１．開 会 

 

２．町長あいさつ 

 

３．合同委員会案件の説明 

  ＊総務厚生常任委員会所管 

   議 件 １ 議案第１号 今金町子ども医療費の助成に関する条例制定に 

ついて 

 

   議 件 ２ 議案第５号 今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の 

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条 

例について 

 

   議 件 ３ 報 告 事 項 第５次今金町総合計画後期計画の策定について 

 

   議 件 ４ 報 告 事 項 今金町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、 

総合戦略の策定について 

 

   議 件 ５ 報 告 事 項 せたな大里風力発電事業の今金町送電線計画 

の経過について 

 

  ＊産業教育常任委員会所管 

   議 件 ６ 報 告 事 項 総合体育館・図書館建設に係る進捗状況について 

 

４．その他 

 

○出席委員（１１名） 
１番 岸   徹 也 君     ２番 小 川 ひとみ 君 
３番 加 藤 三 明 君     ４番 向 井 孝 一 君 

     ５番 芳 賀 芳 夫 君     ６番 徳 田 栄 邦 君 
７番 日 置 紳 一 君     ８番 村 上 忠 弘 君 



- 2 - 

 

９番 川 上 絹 子 君    １０番 山 崎   仁 君 
１１番 上 村 義 雄 君   （議長） 村 瀬   廣 君 

 
〇欠席委員（０名） 
 

〇出席説明員 

     町       長            外 崎 秀 人 君 
     副 町 長            中 島 光 弘 君 
     総 務 財 政 課 長            森   朋 彦 君 
     総務財政課長補佐            岸   貴 之 君 
     まちづくり推進課長            寺 崎 康 史 君 

     まちづくり総合戦略室長            山 田   薫 君 

     まちづくり総合戦略室主幹            早 坂   靖 君 

     保 健 福 祉 課 長            北 見 伸 夫 君 

     保健福祉課長補佐            諸 戸 康 浩 君 

     教 育 長            田 中 俊 一 君 

     教育委員会事務局長            杉 山 輝 希 君 

     教育委員会事務局次長            伊 藤 靖 徳 君 

     産 業 振 興 課 長            川 平 秀 明 君 

     産業振興課長補佐            津 山 泰 彦 君 

     公 営 施 設 課 長            安 達 雄 一 君 
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開議 １０時００分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） おはようございます。 

  １２月というのに、あいにくの雨になりました。 

  年の瀬を迎え連日の会議などで理事者の皆様を始め、職員の皆様、議員の皆様には

お疲れがあるかと思いますが、きょうは皆様には議題がありますので慎重審議を重ね

ていただきまして、１日がんばってやっていただきたいと思います。 

  それでは始めたいと思います。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 町長が出席しておりますので、開議に先立ちご

あいさつをお願いいたします。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） おはようございます。 

  私の方から一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

  ただいま委員長の方から気候の話がありましたが、冬がくるということからその心

構えを様々もっているわけでありますけども、業界におきましては雪を期待している

業種もあるわけであります。取り分け、きょうの新聞にも出ておりましたが、きょう

昼からピリカスキー場の安全祈願祭、あわせて管理運営協議会が行なわれるわけであ

ります。そういうことを考えますと、なんとかスキー場だけでもせめて雪が降ってほ

しいかなという思いを町長なりに持っているところであります。 

  第４回町議会の定例会の提出議案につきましては、各常任委員会におきましてご審

議いただいてきているところでありますが、全議員に説明しご審議いただきたく、合

同委員会の開催をお願いしたところであります。本合同委員会案件につきましては、

所管課より説明等を行いますが、町長より新条例の提出議案趣旨を述べさせていただ

きます。 

  子ども医療費の助成に関する条例制定でありますが、平成２６年３月の一般質問、

そして先の６月の一般質問において、中学生までの医療費負担軽減に向けて検討しま

すという考えを示してきました。この根拠は、今金町子ども・子育て支援事業計画に

おけるアンケートや、今金町子ども・子育て会議における意見を踏まえ検討してきた

ところであります。 

  この間、国は市町村が医療費の窓口負担を無料化した場合、国民健康保険への国庫

補助を減額するペナルティを課してきている状況にあったことから、私としても二の

足を踏んできたところでありますが、全国知事会などがペナルティ廃止を求める地方

からの声も出て、総務省も厚生労働省に見直しを要求し、９月２日に子ども医療制度

のあり方等に関する検討会を立ち上げるなど、また昨日、閉会いたしました第４回道

議会定例会におきましても、地方自治体の子ども医療費助成に対する国保の国庫負担
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減額調整措置の廃止要望意見書も可決されるなど、情勢変化をしているところでござ

います。 

  また、先般、新聞報道にもありましたが、道内１７９自治体の６割が中学生卒業ま

での助成をしていることから、今後のことも考えまして高校卒業時年齢までを対象と

して助成拡大を図りたく提案しておりますので、ご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

  なお、この後でありますが、条例関係２件と報告事項４件につきまして、説明・報

告をいたしますので、ご審議をお願い申し上げます。 

 

    ◎開会の宣告 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） ただ今の出席委員は１１名で、定足数に達して

おりますので、会議規則第７１条の規定による合同委員会を開会いたします。 

 

  それでは、総務厚生常任委員会所管から始めます。 

  議件１、議案第１号、今金町子ども医療費の助成に関する条例制定について及び議

件２、議案第５号、今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例制定については関連することから、一括議題といたし

たいのでありますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） それでは、一括議題といたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  保健福祉課長、北見君。 

〇保健福祉課長（北見伸夫君） まず議件１、議案第１号、今金町子ども医療費の助成

に関する条例制定についてを説明いたします。 

  常任委員会資料の１ページ、議案は第１号となりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  全文改正の理由等につきましては、町長の説明と重複しますので省略いたします。 

  ２の主な改正内容につきまして、詳細につきましては次ページ記載となりますが、

対象者は年齢がゼロ歳から満１２歳に達した最初の年度末まで、ただし小学生は入院

に限る、一部負担金等がある、所得制限があるという内容から、改正後拡大となりま

すが、対象年齢につきましてはゼロ歳から満１８歳に達した最初の年度末まで、入院

も通院も該当するが、婚姻しているものは除くという規定を設けてございます。一部

負担金等はなしということでございます。所得制限もないという内容でございます。

完全無料化ということでご理解をお願いしたいと思います。 

  次ページに詳細内容がありますので、のちほどお目通しをお願いしたいと思います。 

  次に、議案第１号の今金町子ども医療費の助成に関する条例制定についてをお開き

願いたいと思います。条例内容について、説明をさせていただきたいと思います。 

  条例概要につきまして、今金町子ども医療費の助成に関する条例でございますが、
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今回全文改正をすることになります。これは平成２８年４月から、今金町子ども医療

費の助成に関する条例として施行するため制定するものでございます。 

  第１条において、従来の目的に子育て支援と定住の促進に寄与することを追加して

ございます。 

  第２条において、用語の定義につきまして、子どもとは満１８歳に達する日（誕生

日の前日）以後の最初の３月３１日までの者とし、婚姻しているものを除くとしてい

るところでございます。 

  高校生ではなく、年齢としたのは事情があり学生ではない者を想定したためでござ

います。 

  誕生日の前日としているのは、民法１４３条で満年齢は誕生日の前日をもって満了

するとあり、４月１日生まれの方も３月３１日で満１８歳となることとなるためでご

ざいます。 

 婚姻しているものを除いたことにつきましては、民法上で婚姻した者は成人とみなさ

れ、目的の子育て支援の趣旨から外れることとなるためでございます。 

  他に、保護者、医療保険（医療費等）の定義を規定してございます。 

  第３条、受給資格者でございますが、受給資格者が今金町の区域内に住所を有する

世帯に属する子どもとするため、保護者が他町に住所を有する場合は対象外となりま

す。例えで言いますと、高等養護学校生徒で保護者が今金町の場合は対象になります

が、保護者が他町、例えば上ノ国町ということになりますと、それは対象外となりま

す。上ノ国町ではもう既に高校生までの医療費無料化を実施していて、その子どもに

ついては対象になっているということでございますので、今金町の対象者からは外れ

るということになります。もう１点は、保護者が今金町におり、例えば他町の高校に

行っているものにつきましては、対象となります。函館の高校に行っている方がいる

と思うのですけども、その場合は対象になります。あくまでも今金町の保護者の子育

て支援という観点からこのように規定しているということでございます。生活保護受

給者、児童福祉施設に入所し、医療費の給付を受けているものを除外しております。

今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定に

該当する者を除外しております。従前、所得額での制限する事項も削除してございま

す。 

  第４条、受給資格者の認定でございますが、従前どおり保護者が申請することを規

定してございます。 

  他に、医療費に関する法令等の規定による医療費の助成の受給資格を有する者は除

くことを規定してございます。 

  第５条、受給期間につきましては、受給期間を明確化するため、受給資格要件を満

たすこととなった日から満１８歳に達する日（誕生日の前日）以後の最初の３月３１

日までとすると規定したものでございます。 

  第６条、助成の範囲につきましては、従前どおり助成の範囲を規定してございます。

また助成につきましては、国内における医療費に限るということを追加してございま
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す。あまり例がないことですけども、外国等で医療費がかかった場合は除外するとい

うことでございます。 

  第７条、助成の申請及び申請期間でございますが、現在国保病院のみ現物給付を行

っております。このたび、北海道国民健康団体連合会及び社会保健診療報酬支払基金

北海道支部と委託契約を結び、現物給付、いわゆる窓口でいままでは一部負担で支払

いをして、としべつで申請してお金を振り込むという償還払いをしていたのですけど

も、そういう窓口で無料化をして、保護者がいちいちとしべつへ来て申請するという

ことをなるべく少なくしたいということでございます。 

  第８条、届け出の義務、第９条、損害賠償との調整、第１０条では助成金の返還、

第１１条では委任事項を規定してございます。これは従前どおりでございます。 

  附則において、この条例は平成２８年４月１日から施行するとしているものでござ

います。 

  続きまして、議件２、議案第５号の今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを説明いたします。 

  ページについては２ページでございます。 

  条例改正の理由といたしましては、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成を受けている人の中にも１８歳未満のお子様がいることから、制度の整合性を図

る必要がありますので、条例の一部を改正させていただき対応することとなります。 

  改正内容につきましては、第４条（助成の額）第１項中において、助成の額につい

て規定しておりますが、「額とする」の次に、「ただし満１８歳に達する日（誕生日の

前日）以後における最初の３月３１日までの者は一部負担金を生じないものとする」

というただし書きを条文に加えるものでございます。 

  附則において、施行日を平成２８年４月１日とするでございます。 

  続きまして、今回の条例改正に伴う影響額等について説明をさせていただきたいと

思います。 

  これにつきましては、あくまでも平成２６年度決算額等からの影響額を推計するも

のでございまして、今金町につきましては国保分の資料しかございません。社保等の

資料についてはございませんので、あくまでも推計ということになりますので、その

点でご理解をお願いしたいと思います。 

  まず前提として、国保と社保の加入率を人口比率と国保の被保険者数で推定いたし

ますと約１対２ということになります。それで、中学生までと高校生まで、今回高校

生まで拡大しているのですけども、中学生までの影響額についてはどれくらいになる

かという試算をしてございます。これもあくまで国保の実績からについてでございま

すので、その点はご了承をお願いいたします。 

  高校生までの一部負担金について、平成２６年度実績につきましては、４１９万５，

２２８円ということになります。 

  中学生までを拾いますと、３２３万７，２２３円ということになりまして、３割負

担の約９５万円ございます。それの約３倍が今後増えるであろうということになりま
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すので、約２８０万円、中学生と高校生まで拡大することによって増える額は２８０

万円程度という。これはあくまでも推計値でございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  あと、高校生まで拡大したときの扶助費、医療費の扶助費ということになりますが、

扶助費の推計額といたしましては、先ほどの数字の国保ベースで推計いたしますと、

４１９万２，２２８円の約３倍で、１，２５９万円ということになるのですけども、

これは子ども、重度・ひとり親の三事業の医療費ベースということになりまして、平

成２８年度につきましては、総額で１，２００万円程度になるであろうと推測をして

いるところでございます。 

  平成２６年度乳幼児医療費の決算額から、平成２８年度分の乳幼児医療費の状況を

推察しますと、平成２８年度給付費で３４０万円、そのうち道補助が半分の１７０万

円、町負担が１７０万円ということで見込みを立てております。 

  あと、重度障がい者につきましては、全２０１名の対象者、１８歳未満で医療費の

対象になった方は２名おりますが、それは実績を拾っておりまして、２６年度は１４

万５，０００円でしたので、平成２８年度の増分としては１５万円を見込んでおりま

す。 

  ひとり親対象につきましては１０５名が対象になっておりまして、１８歳未満は５

６名ということで、実績額が２０万１，０００円ほどでしたので、平成２８年度新制

度に伴う増分を２０万円と予算化するということでございます。 

  それらの数値から割り振りしていきますと、子ども医療費について新たに負担が増

加する予定額としては８２５万円、重度障がい者につきましては実績から１５万円、

ひとり親等の部分が２０万円ということで、３事業あわせて８６０万円が新たに町負

担として増加する分として見込まれているところでございます。この数値につきまし

ては、３ページから５ページにそれぞれ医療費助成における事務事業調書を添付して

ございますが、新制度に伴う負担増分としてそれぞれ事業ごとに記載しておりますの

で、よろしくお願いします。 

  なお、医療費につきましては、流行性感冒、または入院等の状況で、毎年大きく影

響を受けているところでございます。また今回の数値につきましては、国民健康保険

加入者のみのデータでございますので、データで推計しているものでございますので、

変動要因が大きい予測値として、正しい数値というのはなかなか立てられない状況に

なっておりますので、とりあえず医療費ベースとして１，２００万円として逆算でと

いうことです。変動要因も大きいということで今後の医療費助成案、新年度でござい

ますが、医療費の助成の状況を見ながら補正もあるかと思いますが、その点はよろし

くお願いしたいと思います。 

  また、今後の事務処理について説明をいたします。 

  新制度開始までに子ども医療費助成に対するシステム改修を予定し、今回補正予算

を計上してございます。これにつきましては、先ほど保護者の窓口負担の部分、いま

まで１回支払いをして還付という手続きをなくするために、国保連等のデータのやり
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取りも必要になるため、システムを改修して保護者の利便性を図っていきたいと考え

ているところでございます。 

  現在の対象者につきましては、３月末までに新受給者証を配布し、４月１日から新

制度による助成を開始する予定でございます。 

  また、新たに対象となる中学生、高校生等につきましても、３月中に申請いただく

よう周知し、３月までに受給者証を交付したいと考えております。 

  以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  向井君。 

〇４番（向井孝一君） 大変待ち望んでいた子ども医療の１８歳までの引上げというこ

とで、これは大歓迎の事項だというふうに思っております。 

  そこでいろいろと細かい部分で、まだちょっと理解できない部分もあるのですが、

まず１つ目としては、窓口負担がゼロになるということで、それからいままでは一旦

払ってのちほど給付したのが、窓口で申請時にゼロということなのですが、これは他

町村の病院に行っても同じ扱いができるということなのですか。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 保健福祉課長、北見君。 

〇保健福祉課長（北見伸夫君） そのとおりでございます。 

  国保連北海道支部と支払基金診療の契約を結びまして、北海道内の医療機関につい

てはそのように対応できることになります。ただ、その取扱いをしていないという医

療機関も中にもあるようでございますので、その場合はその領収書を窓口に持ってき

ていただくことになりますが、それ以外の対応できる医療機関につきましては、その

ような対応になりますので、保護者の負担が、１回１回窓口に領収書を持って来ると

いう手間というのは少なくなっていくと思います。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 向井君。 

〇４番（向井孝一君） もう１つ、推計でこの事業を実施することによって、約８６０

万円くらいの持ち出しが増えるということなのですが、心配されるのはその部分で国

保税の値上げにつながるのではないかというような心配があるのですが、その辺はど

うなのですか。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 保健福祉課長、北見君。 

〇保健福祉課長（北見伸夫君） 国保税が上がるかという問題につきましては、この予

算は扶助費として予算化をしますので、直接的に国保税が上がるということにはなら

ないです。 

  ただ、医療費無料化をすることによりまして、国も懸念しているところなのですけ

ども、安易に医療機関にかかるということで、いままではペナルティだとかそういう

話になっているところです。それで安易な受診というふうに捉えると、なかなか事業

は進んでいきませんので、可能性はありますけども、そのような適正に医療を受けて

いただくという観点で考えると、極端に医療費が上がるとかという話ではないといま
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のところは考えているところでございます。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 加藤君。 

〇３番（加藤三明君） いまの説明で、大体はわかりましたけども、ちょっと確認の意

味で聞きたいのですけども、医療保険のきく、例えばいまいろいろとありますけども、

整骨関係とかそういう機関の医療費も該当すると思うのですけども、いかがでしょう

か。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 保健福祉課長、北見君。 

〇保健福祉課長（北見伸夫君） 医療保険の該当する医療費につきましては該当となり

ますのでよろしくお願いいたします。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  ないようですので、質疑を終わります。 

  議件３、報告事項、第５次今金町総合計画後期計画の策定についてを議題といたし

ます。 

  理事者の説明を求めます。 

  まちづくり総合戦略室長、山田君。 

〇まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） おはようございます。 

  第５次今金町総合計画後期計画の策定について説明させていただきます。 

  説明にあたっては、総務厚生常任委員会に提出しております、総合計画のダイジェ

スト版、本編、参考として実施計画一覧表に基づき説明いたしますので、お手元にご

用意をお願いいたします。 

  説明にあっては早坂主幹の方から説明をいたしますのでよろしくお願いいたしま

す。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） まちづくり総合戦略室主幹、早坂君。 

〇まちづくり総合戦略室主幹（早坂 靖君） おはようございます。 

  私の方から、第５次総合計画の後期計画の説明をさせていただきます。 

  まず始めにダイジェスト版をご覧いただきたいと思います。 

  １ページをご覧いただきたいと思います。 

  第５次今金町総合計画とはこれまでのまちづくりの成果を継承・発展させつつ、今

金町が自主・自立のまちとして歩んでいくために、町民の皆様と行政が一緒につくり

上げていく計画であり、町政の基本的方向とそれに基づく具体的施策、事業を体系的

に計画するものですということで、総合計画の定義をまとめております。 

  今回の計画の期間については、下の表をご覧ください。 

  基本構想については、１０年間の期間として設定しております。 

  基本計画については、前期、２３年から２７年の５年間の計画の策定を今年度実施

しまして、後期計画ということで２８年度から３２年度の策定を今回していただきま

した。 

  実施計画も同様に２８年度から３２年度まで、基本計画に基づいて事業を実施する

という位置付けです。 
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  財政計画についても同様に２８年度から３２年度、実施計画のために定めた事務事

業を着実に実施するために、財政計画を進めていくということでまとめております。 

  求められる役割ですが、大きく今金町の地域経営指針としてこの総合計画として位

置づけております。それに基づいて、地域活性化のための町民の行動指針、行政経営

の指針、町民と行政の協働のための指針ということで、大きく３つの観点で位置づけ

ております。 

  ２ページをご覧ください。 

  ２ページは、後期計画の策定委員の３０名の方々の名簿となっております。 

  林会長、末藤副会長を中心に、審議会で審議を進めて参りました。 

  右側が策定審議会並びに庁舎内の調整会議等々のこれまでの経過となっておりま

す。 

  ７月１４日、第１回の審議会及び各専門部会の開催を行いまして、このとき委嘱状

を交付しております。その後、総務部会、厚生部会、産業部会、教育部会と４部会に

分かれまして、主に前期計画の見直し評価を中心に議論をいただきまして、今後、現

状と課題を分析しまして、今後５年間の計画を皆さんの審議をいただいてまとめさせ

ていただきました。５回に渡って策定審議会を行いまして、去る１１月２４日、林会

長から答申をいただいたところであります。 

  ３ページをご覧ください。 

  後期計画のあらましですが、これは前期計画、１０年間の計画の大きな柱でありま

す。将来像、皆で育てる確かな地域力、心織りなす今金物語という将来像を設定して

おります。確かな地域力とは、ライフラインや治安面、信頼でき困ったときにみんな

で支え合える安心力、大人も子どもも学びを通して明日を切り開いていける人間力、

モノ・サービスを産み出し、全国・世界に供給する産業力ということで、確かな地域

力という考え方をまとめております。 

  その下については、前期計画と引き続きですが３つの基本目標に沿い、１７本の政

策分野でそれぞれの計画を掲げております。 

  続きまして、本編の後期計画書をご覧いただきたいと思います。 

  １ページをご覧ください。 

  まず基本計画１、行政経営ですが、前期計画期間における取り組みと評価です。 

  これについては自治会・町内会活動について、まちづくり補助制度等々を利用し、

有効な事業の展開を支援しておりますということでまとめております。職員配置と定

員管理については、適正化に努めておりますが、住民の事務事業に対するニーズの高

まりと、職員不足が感じられるということでまとめております。 

  歳入の確保に努めてきましたが、自主財源の町税等については減少傾向にあり、依

存財源の地方交付税等について大幅な増額がなく、厳しい運営が続いているというこ

とで、ポイントを述べさせていただいております。それに基づきまして、現状と課題、

今後どういうふうな取り組みが必要かということで、町民の取り組みと行政の取り組

みをそれぞれ設定させていただいております。町民の取り組みについては５項目、行
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政の取り組みについては６項目設定をしております。 

  特に行政の取り組みについては、（１）の今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略

の推進ということで、人口減少克服、地方創生を図るため、平成２７年度から３１年

の５ヶ年の目標や、施策の基本的方向、具体的施策をまとめたものです。この総合計

画と総合戦略をあわせながら、人口減少対策に取り組んでいくということで、この総

合計画の中にもまとめさせていただいております。 

  なお、行政の取り組みについては、平成２３年のときに１０年間の実施計画を策定

しておりますので、その実施計画に基づいた事業をそれぞれの取り組みの下に主な取

り組みということで記載させていただいております。 

  続きまして５ページをご覧ください。 

  消防と防災です。取り組みと評価です。 

  自治会・町内会連合会に協力をいただき、各地区に自主防災組織を設置しておりま

す。救急に対する知識、質の維持向上に努めております。 

  消防団員の確保については、ホームページや広報等を活用して実施しております。

消防団員・職員等が訓練とおして知識・技術の習得を行っております。 

  ７０歳以上一人暮らしの高齢者宅を訪問して、防火指導、健康状態の確認を行って

いるということで、ポイントをまとめております。それに基づきまして、現状と課題

を整理しまして、町民の取り組みについては３項目、行政の取り組みについては４項

目設定しております。 

  ８ページをご覧ください。 

  基本計画３、住生活です。 

  取り組み評価ですが、日常の維持管理・点検で異常の早期発見のために予防的措置

も含め修繕で対応し、安定供給に努めている。 

  平成２３年６月から一般家庭において、住宅用火災警報器の設置義務化に伴って、

回覧だったりで周知を行っております。設置率については８３％となっております。 

  公園・緑地については、月１、２回の草刈だったり巡視、樹木の剪定等を欠かさず

行っており、あわせて遊具にも利用者の安全を第１に維持管理・補修を行っていると

いうことです。 

  また、防犯については、警察や関係機関と連携し詐偽防止啓発等を実施していると

いうことでポイントをまとめております。 

  現状と課題については、それに基づいて設定をしております。 

  町民の取り組みは４項目、行政の取り組みもあわせて４項目設定しております。 

  １１ページご覧ください。 

  環境保全です。 

  取り組みと評価です。 

  清流後志利別川の河川清掃、町内での清掃活動、環境美化活動をまちぐるみで推進

している。 

  また、合併処理浄化槽設置事業により、継続的な設置促進を行っている。 
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  下水道施設については日常の点検、安全運営に努めているということでまとめてお

ります。 

  環境美化については、花いっぱい運動、これについてはまちぐるみで実施している

と。あわせて防犯灯については、ＬＥＤの照明に切り替えの取り組みを進めていると

いうことでポイントをまとめております。それに基づきまして、現状と課題をそれぞ

れまとめて、町民の取り組みについては６項目、行政の取り組みについては５項目の

設定となっております。 

  １４ページをご覧ください。 

  基本計画の５、健康です。 

  今金町健康増進計画が平成２６年４月に策定され、検診の受診、食生活、運動、歯・

口腔、喫煙の５分野の取り組みを開始しております。 

  重点的な取り組みとしては、生活習慣病予防・がんの早期発見・治療の大切さや健

康的な生活習慣により、疾病予防・重症化防止を推進しているということで取り組ん

でおります。 

  また、本人や家族への個別支援としまして、社会福祉士を配置し、医師や栄養士、

看護師など院内各部署が連携し、保健福祉部局や介護施設との連携も図りながら、転

院や介護サービスの利用を進めているということでまとめています。 

  また、二次三次医療との連携では、市立函館病院が中心になりまして、地域連携担

当者の配置など円滑な連携体制を確保しているということでまとめております。それ

に基づきまして、現状と課題を整理しまして、町民の取り組みについては４項目、行

政の取り組みについては６項目設定しております。 

  １８ページをご覧ください。 

  前期計画期間における取り組みと評価、福祉分野です。 

  社会福祉法人光の里により、市街地に新たにグループホームが建設され、地域で生

活する方が増えました。同法人で地域支援担当ができ、相談支援事業所とともに見守

りなどを行っております。まち独自で障がい者雇用促進事業を展開している。地域ケ

ア会議や地域ケア支援、介護予防事業などをとおして学びを得る機会を、質の高い介

護予防ケアマネジメントが提供できているということでまとめております。中心の部

分は、地域包括支援センターに配置されているということになっております。 

  障がい者総合支援法に基づく就労系サービスや日中活動系サービスは社会福祉法

人により展開されており、今後も推進するということでまとめております。 

  更には、社会福祉協議会が事務局となっておりますボランティアセンターによりま

して、積極的なボランティア活動が展開されていますということでまとめさせていた

だいております。これを受けて現状と課題を整理しまして、町民の取り組み３項目、

行政の取り組み６項目を設定しております。 

  ２２ページをご覧いただきたいと思います。 

  基本計画７、人の育成です。 

  取り組みと評価ですが、地域人教育については小中学生を対象とした社会教育事業
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や就学前検診時での講話を通して、意識付けを図っております。 

  また、モニタリングツアーなどを開催しまして、観光をツールとした新たなビジネ

スモデルの構築にチャレンジする事業者も現れています。 

  生活基盤である地域においては、地域ケア会議を開催し、見守りや支援が必要な方

の把握を行っております。見守りを要する支援者に対しては、民生委員や自治会・町

内会役員の協力を得るよう努めていく。 

  また、教育委員会で行っております人づくり推進会議助成事業等によりまして、町

民の学習や新規に人材育成の観点から、積極的に支援を行っております。この評価に

基づきまして、現状と課題を整理し、町民の取り組み３項目、行政の取り組み４項目

の設定をしております。 

  ２５ページ、基本計画８、子育て支援をご覧いただきたいと思います。 

  取り組みと評価ですが、乳幼児検診時の場を活用したブックスタートをとおして、

絵本の読み聞かせ、親子の触れ合いを推進していると。 

  また、認定こども園や子ども発達支援センター等の連携を通じて、子ども支援・保

護者支援を充実させております。認定こども園やへき地保育所においては、読み聞か

せ団体のマザーズポケットによる読み聞かせを定期的に実施・展開していると。 

  更には、認定こども園やへき地保育所には、定期的な健康診断を実施しており、子

どもの健康面や成長面に関して支援を行っているというふうにまとめております。 

  特別支援コーディネーターの連携により、子どもの特性に対する理解や適切な関わ

り方の助言等もいただいているところであります。 

  また、保健福祉課を始め関係機関と連携しまして、育児に悩みを持つ保護者を対象

に子育てトレーニングを実施しております。育児について正しい知識を得て、子育て

ができる啓発・教育を行う環境ができているということでまとめております。現状と

課題については、それらを受けて整理をしております。町民の取り組みについては５

項目、行政の取り組みについては同じく５項目設定しております。 

  ２８ページご覧ください。 

  基本計画９、学校教育です。 

  取り組みと評価ですが、各学校においては指導方法の工夫改善、教員の加配、少人

数指導等々、基礎・基本を定着させる教育を推進していると。 

  また、各学校においては学校支援地域本部やふるさと先生など地域の人材を活用し

た学習に取り組んでいると。あわせて学校給食食育推進委員会を設置して食育を推進

してきました。 

  学校の教員については、教職員としての資質や指導力向上及び学校ＩＣＴ教育の推

進に努めている。 

  携帯電話インターネットのトラブルについては、研修会等を実施しております。 

  不登校の事案がある場合については、事案解決に向けた、連携した相談体制を構築

しているということでまとめております。現状と課題については、それらを受けて整

理をしております。町民の取り組みについては２項目、行政の取り組みについては８
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項目、あわせて学校の取り組みということで１項目設定しております。 

  ３３ページご覧ください。 

  基本計画１０、社会教育です。 

  取り組みと評価ですが、多様な学習ニーズに応えられるよう、学校・家庭・地域・

行政が一体となって意見を出し合い、事業の企画・実践を評価しながら様々な学習活

動を推進していますということでまとめております。 

  青少年健全育成のためのスポーツ活動を始め、様々な事業をまちぐるみで展開して

おります。 

  教育委員会主催の定例事業や各種記念事業を今金ふるさと塾としてパッケージ化

し、効果的な運営が行なわれていると。 

  図書進行については、ブックスタート事業を始め、読書と作文のまちワーキングチ

ームと連動した子ども達への読書活動の充実、朝読書や学校図書館への充実の取り組

み、それぞれの点が線となって結び付いた段階に至ったと。 

  人づくり推進会議や教育推進会議等々によりまして、教育関係者の意見交換、交流

の場として活動の共有化に努めてきましたということでまとめております。それを受

けて現状と課題を整理しまして、町民の取り組みにつきましては２項目、行政の取り

組みについては６項目を設定しております。 

  ３６ページご覧ください。 

  基本計画１１、スポーツ振興です。 

  取り組みと評価ですが、体育協会・総合型地域スポーツクラブと連携し、多様なス

ポーツ体験を通じ、郷土愛の育成も進めております。 

  総合体育館は平成２７年度より建設構想委員会を立ち上げ、平成３１年度の運営開

始を目指し進めていますということでまとめております。 

  また、キンボールやフロアカーリング等ニュースポーツの振興を図っているという

ことでまとめております。 

  スポーツ・文化に親しむ機会を提供し、組織的なグループ活動を通じて心身の育成

と地域の体育スポーツの振興を図っていきますということで、取り組み評価をいただ

いております。現状と課題については、それらを受けまして整理しております。町民

の取り組みについては２項目、行政の取り組みについては３項目設定をしております。 

  ３９ページご覧ください。 

  基本計画１２、文化振興です。 

  優れた舞台芸術の鑑賞機会としての幼少年芸術劇場や、親子映画鑑賞などを定期的

に実施しております。文化協会としては、後継者育成の観点から運営支援を行ってい

る。 

  文化サークルや自治会・町内会単位での研修に際しては、相談機能、バス送迎など

ソフト面での支援を行い、地域の活性化につなげていると。 

  遺跡ボランティア団体の育成を図ってきているところですが、町民との協働により

今後も実施されるということでまとめております。 
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  様々な分野で本町に貢献された方々から当時の様子や取り組みなどを聞き取りし

て、町民誰もが視聴できるようＤＶＤ化による記録化・教材化を進めているというこ

とでまとめております。この評価を受けて、現状と課題を整理し、町民の取り組みに

ついては３項目、行政の取り組みについては３項目設定しております。 

  ４１ページご覧ください。 

  基本計画１３、農林業振興です。 

  取り組みと評価ですが、認定農業者の増加が図られ、新規就農の受け入れ窓口の整

備を図った。 

  国営緊急農地再編整備事業今金南地区は、平成２５年度に事業着手し、平成３５年

まで継続的に実施されます。北地区については事業着手に向けて法手続きが開始され

ていると。 

  農林業振興については、継続的に森林組合の事業発注、国・道の補助金への上乗せ

補助や、町単独補助等を実施し、担い手育成に努めている。 

  また、地場材を活用した住宅建設を促進する、地場産材の活用を支援しているとい

うことで評価をいただいております。それを受けまして、現状と課題を整理しまして、

町民の取り組みについては５項目、行政の取り組みについても５項目設定をしており

ます。 

  ４６ページご覧ください。 

  基本計画１４、商工業振興です。 

  取り組みと評価ですが、町内の中小企業の育成、振興並びに経営の合理化を促進し

ております。 

  商工会を中心とする地域力再生プロジェクトにおいては、人口減少や定住促進対策

の調査研究を実施していると。 

  養護学校の卒業生就労支援、空き家・空き店舗を活用した企業支援等を視点として

実施しております。 

  労働者や雇用についてですが、就労環境向上に向けた労働者・雇用者双方への働き

かけや各種講習・講演を実施しておりますということで評価をいただいております。

それを受けて、現状と課題については整理をしまして、町民の取り組みについては３

項目、行政の取り組みについても３項目設定しております。 

  ４９ページご覧ください。 

  基本計画１５、観光・交流・定住です。 

  町内外のイベントの開催情報など、町ホームページ等により積極的に情報発信をし

ております。今金町人流創生プロジェクト協議会等、まちの有志と連携した田舎暮ら

し体験、体験プログラムの提供などモニタリングツアーも実施しております。 

  また、地域おこし協力隊員の配置、コーディネートや相談体制を図っているという

ことになっています。これらを踏まえまして、地域資源を活用した今金町の魅力をホ

ームページで発信し、今金ファン増を図っていると。 

  移住・定住対策については、アパート情報や空き家情報をホームページで公開し、
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移住の窓口サービスのワンストップ化、全国移住ナビへの情報提供も行っております

ということで評価をいただいております。現状と課題については、それらを受けて整

理をしております。町民の取り組みについては３項目、行政の取り組みについては４

項目の設定をしております。 

  ５２ページご覧ください。 

  基本計画１６、情報通信です。 

  取り組みと評価です。 

  町ホームページのリニューアルをはじめ、外部とのリンクやＳＮＳを活用したリア

ルタイムの情報発信を実施しております。 

  更に、通信事業者によりまして、光ケーブルの整備が行なわれ、加入者の普及啓発

を行っております。また、地域では難視聴地区の解消に伴う共同受信施設等の整備も

図っております。 

  役場内部の情報通信の取り組みについては、戸籍事務の電子化や各種業務のクラウ

ド化をはじめ、業務の効率化を図るとともに電子情報を外部への保管する仕組みを構

築し、災害等の対策も図っておりますということで評価をいただいております。それ

を受けて現状と課題を整理しまして、町民の取り組みについては３項目、行政の取り

組みについては４項目設定しております。 

  ５４ページ、基本計画１７、交通、最後になります。 

  取り組みと評価ですが、国道・道道は急カーブの解消、今金橋架替工事の着手、舗

装補修など所要の対応がなされている。町道については、継続的に生活道路の防塵処

理を促進し、橋りょうの修繕工事に着手した。冬道の安全確保のための固定型防雪柵

の設置を促進している。 

  また、地域交通のあり方を見直すための協議会を設置し、予約バスを導入し一部の

地域で外出支援、利便性の向上を図っております。 

  幹線バス路線については利用促進や高齢者の移動手段の確保の一環として、高齢者

交通料金助成事業を実施しておりますということで評価をいただいております。それ

を受けて現状と課題を整理しまして、町民の取り組みについては３項目、行政の取り

組みについては３項目設定しております。 

  詳細についてはのちほどお目通しいただければなというふうに思っております。 

  もう１点ですが、Ａ３の実施事業の一覧です。 

  これについては、あくまでも１０年間の計画の中で、当初設定した事業を整理しま

して掲載しておりますので、まず左側から総合計画の全体事業費、平成２３年から３

２年、１０年間の各１７政策分野における事業の国・道支出金その他の特別財源、一

般財源それぞれの合計となっております。 

  真ん中がこれまで実施してきました、２３年から２６年の実施事業の事業執行率も

まとめておりますが、全体事業に対しての進捗率ということでまとめております。 

  一番右側が、黄色で囲んでいますが、今後、今年も入りますけども、２７年度から

３２年の実施事業費ということで予定として、これは未実施率ということでまとめて
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おります。 

  一番右側ですが、平成２７年から３２年、今後の主な事業ということで、先ほど来

言っております、これは当初計画しております事業をベース的に金額を載せておりま

す。今後財政計画もあわせて、今後の５年間の計画をもう一度つくり直しますので、

あわせてこの実施計画についても数字だったり、内容だったりも見直しを図るという

ことでご理解いただきたいなと思います。 

  詳細についてはのちほどご覧いただきたいなというふうに思います。よろしくお願

いします。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  上村君。 

〇１１番（上村義雄君） 第５次総合計画の後期の部分、非常に短期間の中でもって、

内容ある、また今後の５年を先を見通した中での計画等の部分で、審議委員の方々、

またそれに携わる人方のご苦労を大変ご苦労様と申し上げたいと思います。 

  私もこの後期計画の部分での報告をいただいて、それを目を通させていただきまし

た。いろいろな角度でもって必要な部分、またこれから起こるであろうという中学校

の建設とか、またこの総合庁舎の調査、頭出しの部分とかというふうな部分も今後の

部分ということでの計画の中に頭出しされているという部分でも、今後の部分では必

要なことだということは理解できますし、特にこの総合体育館図書館等もこの部分で

は、いま現実、この短期間の中でもってそれを実施しようとしてのスケジュール等で

のやっているところでございますが、ただこの中で一つだけこの住宅部分、住環境の

部分で、町の進めている部分では、この町有地を貸し出しして民間にアパート等の建

設を促すという方向性をされております。 

  総体的に住宅のストック、この部分は人口が減ってきているけれども、それに伴っ

て町の低家賃のアパートも現存、残してくれていることも承知しているところでござ

いますが、民間のアパートに入るということになれば、これは民間の利益を伴ったア

パート経営ということになるわけです。特にこれから、自分で住宅を建てれる、要す

るに土地を借りたり、土地を買ったりして自分で住宅を建設できる人、これはいいの

ですけれど。ただ、要するに住宅を建てるだけの収入もない。そしてアパートに入る

にしても高くてなかなか入れない。特にこういうところの分野が、これがやはり町行

政として住民の住環境を安定させるという意味では、低家賃の、その古い家でも直し

ながら、その町での住宅を供給するという、そういう方向性もこれから、要するに持

てるもの、持てないもの、この差というのがだんだん開いてきている、日本全体を見

てもその差が開いてきている。そういう傾向があるので、その部分に対しての配慮と

か、そういう計画等がなされていたのかどうかということをまずお伺いしたいと思い

ます。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） まちづくり総合戦略室長、山田君。 

〇まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） ご質問にお答えします。 
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  私共が総合計画を策定するにあたっても、住環境の部分以外に１７の項目で様々な

審議員さんからのご提案やご提言、そしてご意見をいただきました。個々の案件につ

いては、なるべく文言的に整理をし実施計画に移行できるようなそういう体制のもと

で文言整理をしていますので、この基本計画というのは今後５年間どう進めていくか

という指針でございますので、具体的なことについては実施計画ですとか、今後様々

な事務事業の検討の中でなされるのかなというふうに思いますので、いま委員の仰っ

た意味も含めまして、十分に考慮して、配慮して進めていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 後期の基本計画ができあがったわけで、これに基づいて実施計

画あるいは財政計画というものが肉付けされていって、町の総合計画の後期計画がス

タートするわけですけども、これから実施計画をつくるにあたって、この基本計画の

中で謳っていない何点かについて、一つお願いをしておきたいと思います。 

  まず、基本計画の２である、消防・防災について、団員の確保というのは非常に高

齢化が進む中で大きな問題となっているわけですけども、この確保についてはポスタ

ーあるいは町のホームページ等によって募集するというふうになっていますけども、

一方ではやはり団員の処遇の改善というのも大きな問題として捉えていかなければ

ならないと思うので、この辺のところも留意願いたいと思います。 

  それから次に、健康のところへいきまして、長年の国保病院の懸案事項であります

電子カルテの導入、これらについての業務計画に記載がないわけでして、これらにつ

いても実施計画の中できちんとした検討を進めていただきたいと思います。 

  次に、農林業振興について、基本計画は基本計画でいいのですけども、今年になり

ましたらＴＰＰが交渉妥決しているわけでございまして、これに対する対応というの

が、この基本計画の中では出てきておりません。ですからこの辺のところも実施計画

の中で一つ取り組んでいただければと思いますけどもいかがでしょうか。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） まちづくり総合戦略室長、山田君。 

〇まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） 改めて貴重なご意見ありがとうございます。 

  いま３点ほど具体的な意見を出していただきました。それぞれ基本計画上で、医療

内容には個々の事業内容は載っておりませんので、今後、実施計画を作成する際に関

係課といまのご意見もお話しながら、財政当局と相談しながら今後どういうふうに実

施計画を作成していくかということを相談をさせていただきたいというふうに思い

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 課長の答弁はわかるわけですけども、ここの中にも主な事業と

して取り組みべき事業が乗っかってきているものですから、ではここに乗っかってい

ないものはどうなるのだということがやはり心配としてあるわけですから、その辺の

ところも踏まえてきちんとした対応を取っていただきたいと思います。 
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  当然、この基本計画に基づいて、それぞれ実施計画に充てられ、それに伴ってロー

リングをして見直しもかけていくでしょうから、なるべく時代に合ったような計画に

なっていくように、つくったから終わりでないよということにならないように、一つ

ご注意願いたいと思いますけども、いかがですか。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 総合計画、多くの方々の努力と知恵をいただきまして、策定を

させていただいて、答申をいただいたわけであります。町長といたしましては、今金

町の、町長が本部長となる行革の推進本部会議、そしてもう一つ、まち・ひと・しご

と創生本部を町内に設立しておりますので、そちらの中でもきちんと伝えまして、こ

のことを受けて今金町の総合計画としましょうという決断をさせていただいて、議会

に報告をさせていただいているわけであります。その中では具体的な事案等々につき

ましては、今後の詰めになるわけでありますけども、本当にいま委員が仰る通り、私

も目を通しておりますがここに行政の行うべき取り組み、事業名で挙げているのは１

９２しかないのですよ。それは項目の下に書いてある取り組むべき事業なのです。た

ったそれだけしかないのです。行政はそれだけかということには決してなっていかな

い。文言の中にも、様々な、一つの分掌の中にもたくさんの業務が含まっている。こ

ういう認識を取るとすれば、普通どこの自治体でも大体２，０００から３，０００の

事業を行っているでしょうという話があるわけでありますが、特化したことというこ

とでご理解をいただければと思っております。 

  ちなみに、いまご質問をいただいている、ご質問・提言、これからの取り組みにつ

いて期待をする声をいただきました。消防団員の処遇改善等々につきましても、実は

きのう、おととい２日間続けて、消防署長・次長を呼びまして、役場の場内、財政も

入れまして協議をいたしまして、何よりもいま消防力強化の動きをしているわけであ

りますけども、それ以上に重要なのは、いま委員の仰る通り消防団員の確保、消防団

員の処遇改善、これに目を向けていきませんかと。是非、新年度からでもいいからで

きる範囲内で取り組んでいきましょうという話をさせていただいて、全体の合議を進

めてきているわけであります。 

  ２つ目の医療を含めた部分の中では、電子カルテは、これは時代の背景であるわけ

でありまして、これにつきましても３日前に医師、院長、事務長とも協議をいたしま

して、その方向に向けた取り組みに向けて検討しましょうと。非常に大きな予算もか

かります。４，０００万円から５，０００万円かかる要素もありますし、先生に言わ

せますと、そこまでいかないのではないかという話もありながらも、いずれにいたし

ましても検討につく時代背景にあると。ただこれは医師が電子カルテ等々を含めて、

事務だけの問題で済まされる問題ではない。皆さんも大きい病院に行ったらわかりま

すように、注射１本打つのにも、全部その端末でもって誰々さんですねとコンピュー

ターで全部やるのですよ。そのくらい統一感を図っていかなければならない事業であ

るわけでありますから、私の方も院長、事務長に指示しまして、是非、それに向けた

取り組みを検討しましょうということで指示を出させていただいたところでござい
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ます。 

  ちなみに挙げていただいたＴＰＰにつきましても、これは既に早くから今金町には

農林業振興会議の中にプロジェクトという組織がありますので、それぞれの機関にお

ける様々な提出されているＴＰＰ対策、その要求を様々にひも解きながら、今金町と

してどういう声を上げていくのか、今金町としてどういう対策を取るのかということ

いうことについて、具体的な町政を図っていこうと。そういう調整を図っていきなが

ら、プロジェクトで整理したものを農林業振興会議にお諮りしながら、まち全体の動

きとして進めて行きましょうということで、既に指示をしておりまして、それぞれの

組織の部分の中では少し、まだ具体的にわからない部分も当然あるわけでありますの

で、是非、その辺の取り組みなんかも今後していくことになるとすれば、具体的な実

施計画の中で活かされるだとか、あるいは項目にはありませんけども、特化した形の

中で呼びかけていくような位置付けをしていくことが必要ではないかなと考えてお

ります。 

  先ほど、上村委員さんが仰ったような部分の住宅整備についてもそうであります。

取り分け、非常に今金町は住宅体制が悪いわけでありますから、これについては住宅

整備の計画もあるわけでありますけども、改めて見直しをすることも考えていかなけ

ればいけませんねと。委員が仰る通り、公営住宅というのは低所得者対策なわけです

から。住宅整備ではないわけですから。町が行なうのは、低所得者対策という住宅と

いうことが第１にあるわけでありますので、その辺の視点を考えた場合に、私は民間

に対する支援と推進、あわせてそのことを思っていかなければいけないという認識を

もっていますので、これらにつきましても今後きちんとした方向性を見出して参りた

いと考えております。よろしくお願いいたします。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  ないようですので、質疑を終わります。 

  議件４、報告事項、今金町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン、総合戦略の策定

についてを議題といたします。 

  理事者の説明を求めます。 

  まちづくり総合戦略室長、山田君。 

〇まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） それでは、人口ビジョン、総合戦略の説明

に入りたいと思います。 

  これも常任委員会に提出しております資料に基づいて説明をさせていただきます

ので、お手元にご用意をお願いいたします。 

  始めに人口ビジョンの方を説明させていただきますが、９月に開催された合同委員

会にも素案としてご説明いたしましたが、人口ビジョンにつきましては前回と同様の

内容となっておりますので、再度説明はいたしますが、ポイントのみの説明というこ

とにさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、前段の１ページからは、国や北海道の人口の現状ですとか、人口減少状

況だったり人口の動向であります。 
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  今金町の関係では８ページです。 

  今金町の人口ビジョンの位置付けとして掲げております。人口問題に関する町民の

認識を共有し、目指すべき将来の方向と人口の展望を示すことを目的として、今金町

人口ビジョンを策定するものであります。計画期間は２０６０年までの長い計画であ

りますが、中間目標として２０４０年で評価をさせていただきます。 

  ９ページは、町の人口の推移。 

  １０ページについては町の人口構造、これは年少人口、生産年齢人口、老年人口の

折れ線グラフであります。 

  １１ページが、人口の男女別の年齢別人口のピラミッド。 

  １２ページが町の人口動態、これは出生、死亡、転入、転出の推移をグラフ化して

おります。 

  １３ページは、町の人口の増減の推移を示しております。 

  １４ページについては、まちの合計特殊出生率と出生数の推移でございます。 

  飛びますが、１８ページは、産業別の就業者数の状況でございます。 

  ２０ページについては、町の将来人口の推計の分析でございます。国立社会保障・

人口問題研究所、いわゆる社人研というところの人口推計によりますと、本町におい

てはこのまま人口が減少していくと、２０６０年、平成７２年には２０１０年の平成

２２年と比較して５３．５％の減少が予測されています。人数にいたしましては３，

３１０人というふうな減少となっております。 

  それを踏まえて２２ページは、全国の人口減少段階のグラフ。 

  ２３ページは今金町の人口減少段階の折れ線グラフとなっております。 

  そういった推計を踏まえて、２４ページおいては総人口の推計とシミュレーション

の分析をしております。先ほどシミュレーションいたしました社人研の推計をベース

に、シミュレーション１とシミュレーション２と仮定しまして推計いたしますと、最

終的に２０６０年には社人研とシミュレーション２の差で１，０００人ほどの差が生

まれることと分析をしています。 

  飛びますけども、最終的には２８ページ、目指すべき将来の方向ということで、前

段整理をさせていただいておりまして、将来の方向性としては、転出抑制、転入促進

などの社会増対策だけではなく、出生率の上昇や子育て支援対策など、自然増につな

がる施策に取り組むことが特に重要であると考えられると課題を整理しております。 

  ２９ページが、目指すべき将来の方向と。それに基づき基本方針を４つほど掲げて

おります。 

  それに基づきまして３０ページ、人口の将来展望という形で、国の長期ビジョン及

び本町の人口に関する推計や分析、調査などを考慮し、本町が目指すべき人口規模を

展望しますということで、合計特殊出生率の上昇や、社会増を図る施策を展開し、今

金町の人口の長期的展望を平成７２年、２０６０年に人口規模３，８００人の維持を

目指すこととして整理をさせていただいています。 

  以上が人口ビジョンでございます。 
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  この人口ビジョンに基づきまして、今後どういうふうに施策を打っていくのかとい

うものが総合戦略というものでございます。これも９月の合同委員会に素案のときに

説明しておりますので、詳しくは説明いたしませんが、ポイントのみの説明をさせて

いただきます。 

  １ページをお開きください。 

  １ページにおいては、総合戦略の目的と背景であります。前回なかったものが右下

のイメージ図を追加しております。これは第５次総合計画と総合戦略の関係を表して

おりまして、総合計画の基本構想、基本計画、実施計画がありますが、その中の人口

減少克服や地方創生に特化するものを総合戦略として実施していくというイメージ

図でございます。 

  ２ページにおいては、総合戦略の政策５原則です。この趣旨を踏まえて、効果的に

施策を推進することとしております。 

  ３ページについては、効果と検証の改善、計画・実施・評価・改善のＰＤＣＡサイ

クルを一連のプロセスとして実行していくこととしております。 

  ４ページは、人口構造及び産業人口。 

  ５ページからは、今金町の特性と施策展開の視点を整理させていただいております。 

  ７ページについては、まちづくりの課題。 

  ８ページから１２ページまでは、人口ビジョンの分析を改めてこちらの方で掲載し

ております。 

  １３ページをお開きください。今回のこの総合戦略の基本コンセプトとして、福祉

と地域産業を調和させる仕組み構築など、人口減少対策に直結するアイディアを絞り

込んで、重点的に施策を進めていくとしております。 

  １４ページをお願いします。人口ビジョンを達成するための基本目標を４つ掲げて

おります。これは国の総合戦略、北海道の総合戦略との整合性を取った４項目でござ

います。 

  １５ページが、総合戦略の全体像のイメージでございます。 

  １７ページからが基本目標別の施策を掲げておりますが、基本目標１としては今金

町における安定した雇用を創出するということで、基本とする目標、基本とする方向、

施策事の項目でございます。具体的な施策については、１９ページまで９項目とし、

それぞれ主な取り組みなどを掲げ、重要業績評価指標いわゆるＫＰＩを掲げておりま

す。例でご紹介いたしますと、１７ページ一番上の、障がい者が地域産業の担い手と

しての活躍の場づくりという政策に対しまして、主な取り組みについては今金高等養

護学校卒業生の雇用の促進、各機関と連携した産業支援体制の強化、新ビジネス創出

となる交流機会の提供ということで、目標のＫＰＩは養護学校卒業生の雇用、５年間

で７人というふうにＫＰＩを設定しております。以下８項目については、それぞれ施

策事にＫＰＩを設定しておりますので、のちほどお目通しをいただきたいと思います。 

  次、２１ページについては、基本目標２、今金町へ新しい人の流れをつくるという

ことで、基本とする目標、基本的方向、具体的な施策といたしまして、２３ページま
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で８項目とし、それぞれ主な取り組み及びＫＰＩを掲げております。まちの拠点施設

の整備によるまちの顔づくりに対して、主な取り組みとして公共的トイレの整備の推

進、物産販売拠点の整備の推進ということで、観光入込客数、特産品販売客数をそれ

ぞれＫＰＩとして設定しております。 

  ２５ページお願いします。基本目標３、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をか

なえるということで、基本とする目標、基本的方向、具体的な施策については２６ペ

ージまで４項目とし、それぞれ主な取り組み及びＫＰＩを掲げております。積極的な

結婚支援や社会気運の醸成ということで、結婚希望者への相談支援、婚活交流事業の

取り組みの助成ということで、婚活参加人数５年間で１００人ということで目標数値

を設定しています。 

  ２９ページお願いします。基本目標４、地域をつくり、安心な暮らしを守るととも

に地域と地域を連携するということで、基本とする目標、基本的方向、具体的な政策

について３１ページまで８項目とし、それぞれ主な取り組み及びＫＰＩを掲げており

ます。独自の自然・歴史資源の発信による地域の魅力向上ということで、自然環境な

どを利用した事業展開、地域資源を活用したＰＲ推進、新幹線開業の魅力発信と体制

整備ということで、宿泊客数の設定を掲げております。以下のＫＰＩはのちほどご覧

いただければと思います。 

  ３３ページからは、資料編ということで策定に関する経過、３４ページには有識者

会議の委員名簿、３５、３６ページはそれぞれの設置要項等を掲載しておりまして、

策定をしておりましたのでよろしくお願いいたします。 

  また、情報提供といいますか、報告、資料はありませんけども、全国的な地方版総

合戦略の策定状況について、お知らせしたいと思います。内閣府から１１月に報告が

ありましたので、その情報提供をしたいと思います。 

  全国の市町村が、まず１，７４１団体。そのうち１０月３０日まで策定済みの団体

が７２８団体。率にしまして４１．８％。その残りの市町村数で１２月末まで策定を

予定する団体が３０８団体。３月末までに策定する７０２団体あります。２８年度の

４月以降という町村もありまして、全国で３団体があります。 

  続いて北海道の市町村の状況であります。北海道の市町村が１７９団体あります。

そのうち１０月３０日までの策定団体が７２団体。率にしまして４０．２％。１２月

末まで策定する団体が５３団体。３月末までに策定する団体が５４団体ということで、

内閣府から報告がありましたので、あわせて報告をさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 総合戦略の３０ページ。 

  これは後期計画の中にもあるし、この中にも何箇所かあるので、おたずねをしてお

きます。 
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  この中で、広域連携による経済の活性化、いわゆる広域連携。北渡島・北部檜山４

町とはどこを指すのですか。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） まちづくり総合戦略室長、山田君。 

〇まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） これは、北渡島については長万部町と八雲

町、北部檜山はせたな町と今金町の４町です。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） 北部檜山という言い方に疑問を感じるのですよ。これ北渡島・

檜山という表現で４町連携は図られてきたというふうに思っています。北部檜山の

「部」を取ったら北檜山になると、これは何年も前に言った話ですよ。今金町という

ことを意識して、檜山の北部にある今金町ということを意識しながらやっていきまし

ょうねというのは本会議で何回も言った話です。ちょっと意識をもって。いわゆる渡

島と檜山に、北渡島・檜山。こういう使い方だったと思うのですけども、いかがです

か。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） ご指摘がございました。 

  はっきり言って、いろいろと使い分けていますし、分けられているという部分もあ

るわけであります。衛生センターを端を発しまして、そういうご意見をいただいた部

分もありまして、なかなか難しいという要件もあった中では、なんとか理解をしてい

ただくような流れをもってきていますけども、この言葉は２次医療圏の中ではこうい

う言葉を使っています。委員が仰る通り、私どもは北渡島・檜山でも当然通じますし、

そういうことでは以前からは、単独でやる場合は檜山北部という言葉を使わせていた

だいている経過がありますので、そういう意味では私どもを含めて、いただいた部分

の中でのチェックの中では見落としがあったという部分がありますので、十分この辺

の配慮をしながら、使い方を考えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

  現存するものについては、相手方があるものについてはなかなか難しい部分もあり

ますけども、私どもが主導して主体的に使える形が取れるとすれば、是非そういう文

言を使いながら進めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  上村君。 

〇１１番（上村義雄君） 人口ビジョンの部分で、目指す人口、これが要するにいま国

をあげて言われている地方創生のメンタル部分だということだろうということに思

いますけども、基本となるところの人口減少の推計で出ている統計調査の２０１０年

からずっと始まってあれしていますけども、ページでいうと２０ページの部分ですね

人口ビジョンの冊子の。ここの推計で２７年、今年ですけども、５，８２４という形

になっていますが、先日のいまかねだよりの人口で見ますと、もう既にこの時点で１

８９人の減少になっているという現実ですね。これは推計ではなくて現実ですね。そ

うということは、なんとかして人口を減らさないような方向にいこうというそのもと

で、これは国をあげて、また北海道もすべてそういう形で進んでいるわけですけれど
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も、本当に本腰を入れてこれに取り組んでいかなければ、ただこの文章をつくりその

人口、地方創生戦略だという形で、５年間のあれで作ればいいのだというこの考えで

はますますだんだん減っていきますと私は思うのです。 

  その中でもって、もう１ページの方の総合戦略のところでは、私も常々申し上げて

いるところの、今金というところは農業と福祉のまちだと町長が言われて進めていき

ている。光の里があり、高等養護学校があり、また高等養護学校については来年度、

２８年には１学級増設になるという話も。それは単年度ですから。しかしそういう部

分での、高等養護学校がここに、この総合戦略の１７ページにあるように、計画的に

今金町としてどう本腰を入れて取り組んでいくのかというところの、それはお互いに、

皆さん意識を高めていくことが大事ですし、それに向けて受け皿づくりの、農業分野

においても、商工業の分野においても、受け皿づくりのための、やはりシステムがつ

くってできていかなければ、これに向けての総合戦略の中では考えて進めようとされ

ていることとは思いますが、総合計画の農業分野、農林水産業の中で私は見させても

らって、また今年の新たな、４月から遡ってのそういう新たな町長の政策的なものが

進められているということは承知しておりますけども、これからの部分において、こ

の要するに、同僚議員にも何回も、また農業委員会の方からも提案のありました、セ

ンター構想的な、また名称は農業センターという形ではないにしても、それを受け皿

作りをできるような仕組みを、機構作りが私はこの中に入っているのかなと思ったら、

残念ながらそこの字句が見えなかったわけですけれども、私はこの高等養護学校の卒

業生、そして光の里の新たな分野では、この就労支援に向けた新たな光の里はそうい

う進み方をしようということで、それも今金町として支援していくという表明をされ

ているわけですから、そういう部分でもう一歩踏み込み、そして本腰を入れて人口減

少に歯止めをかけ、本当に今金元気出るというそういう意識改革に向けた取り組みの

中で、この総合戦略が画竜点睛をかかないように、やはり目玉をきちんと入れるとい

う意気込みでお願いしたいと思いますが、町長のそこら辺りの意気込みが、この総合

戦略の中での意気込みがあればお知らせいただきたいと思います。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） お答えいたします。 

  本当にありがたいお言葉であるわけであります。これからスタートをしようという

ことで、多くの方々のご意見をいただいて成案となって、町といたしましてこれをこ

れからの戦略にしましょうということで確認を取って議会に提出しながら、今後は町

民を含めていろいろな団体にこれを周知しながら共有して、一緒に取り組むという姿

勢になるものだという認識をもっております。その中で町長の役割、行政の役割とい

うものが果たさなければいけないわけでありますけども、これは以前から申し上げて

おりますとおり、まち・ひと・しごと創生の今金町の総合戦略プラス総合計画。本来

であれば総合計画が全ての上位計画でありますから、それ一本でいいのでないでしょ

うかという議論には当然なるわけでありますけども、国を含めた様々な戦略にしっか

りと乗っかって、そのことについてなおいっそう強力な戦略を持とうということであ
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るわけでありますが、以前から申し上げておりますように、このまち・ひと・しごと

総合戦略も総合計画の下にあるという認識を私は持っています。あわせもってやって

いかなければいけない。いま委員がおっしゃるように様々な役割が当然あるわけであ

りまして、この総合戦略の中にも、先ほども見ていますように、２７年度の取り組み

の事業も出ています。約３１項目くらい出ていますし、新たにやりましょうという主

な取り組みの項目が約８０項目くらい列記しているわけであります。そのほとんどは、

どちらかというとソフト事業なのですよ。これは私も国に、いろいろな機関の方々に

事あるごとに申し述べておりますけども、地方、地域、いろいろな自治体は、ハード

があって、例えば例を挙げると、施設があって初めてソフトが成り立つ要素がありま

す。ソフトだけではだめなのです。ソフトだけではだめなのです。そのことを力説し

ていますけども、国の方はあくまでも、私も地方創生本部、東京の方の本部に知り合

いがおりますので、本部の方に顔を出して、その上の方、トップの方も知り合いなの

ですけども、その日はいなかったものですから、そこなのですよと。町長さんそれは

わかりますけども、ハードの部分については様々な省庁で補助金をやります、それを

使ってください。ちょっと待ってくれと。そのつなぎをするのがこの日本創生本部の

あなた方の役割ではないでしょうか。どういうふうにしたらそれがつないでいけるか。

我々がいろいろな提案をしますので、それを応援していただくのはありがたいのです

けども、プラスハードがあって、例えばいま農業センター構想ではないですけども、

高等養護学校のフォローも含めてそうですけども、ハードがあって初めて成り立つ部

分についてはそれはどこかにいきなさいという話ではないでしょうと。そういうこと

をきちんと私もいろいろな場面で提案をしながら話をしてきているわけであります

けども、実情としてはそういう形になると。そうすると、先ほどの住宅政策ではない

ですけども、これも私も北大のセミナーでパネラーになりまして、発表者になって発

言した経過がありますが、そこにはいろいろな関係者、全道からきたたくさんの関係

者がおられたわけでありますけども、アパート支援、町が住宅政策をするとすればそ

れはハードなのです。それは町が独自で置かなければいけない。ところが民間の方で

アパートをつくっていただいた場合に、町でいくばくかの応援をする、それはソフト

事業ですよね。そういう切替の中でいろいろな支援体制が取れるだろうという提案を、

そのセミナーだとかいろいろなところで私は発言・提案をしているわけでありますけ

ども、そういう様々な視点が当然あるわけでありますから、そういうことを上手にく

み取りながら進めていかなければいけないという認識を持っています。 

  ですから、委員の仰る通り、そのことについては、十分承知しておりますし、その

ことと総合計画とを兼ね合わせて、今回も兼ね合わせて説明させていただいている、

そこに私は意味があるのかなと。いま言ったような発言と総合計画と合わせて、これ

からスタートするわけですから。徳田委員ではないですけど、これから実施計画をつ

くるとすれば、そこにきちんと折り込んで、どう取り組んでいくかということが重要

ではないかなと思っています。 

  ちょっと休憩お願いします。 
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〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １１時３７分 

開議 １１時３９分 

 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  他にありませんか。 

  質疑を終わります。 

  議件５、報告事項、せたな大里風力発電事業の今金町送電線計画の経過についてを

議題とします。 

  理事者の説明を求めます。 

  まちづくり推進課長、寺崎君。 

〇まちづくり推進課長（寺崎康史君） 議件５、報告事項、せたな大里風力発電事業の

今金町送電線計画の経過について説明させていただきます。 

  資料は、本日配布いたしました２枚ものがございますのでご覧ください。 

  この件につきましては、１０月１３日の全員協議会において町長の意向が報告され

ましたが、それを受けまして１０月２７日に町民センターにおいてまちづくりタウン

ミーティングを開催いたしました。１１０名の参加を得ております。 

  ここでは、町長より今金町の送電線計画に伴う町有地の使用の許可について、まち

の方針が報告されました。 

  会場では、たくさんの意見をいただきました。１点は電磁波に関する不安の意見で

す。特に小さいお子さんへの影響が大きいということで、意見がありました。もう１

点はルートの件なのですが、南通りの沿線住民のことは、この計画自体のことを知ら

ないという方が会場にもいらっしゃいまして、そこの点からいうと、住民の理解が得

られているとは考えにくいということで、もう一度仕切り直しをするべきではないか

というような意見がありました。 

  これを受けまして、翌日、事業者への要請を町長から行っております。電磁波への

不安を払拭できるよう最大限の努力をしていただくよう、町長から事業者へ再度の要

請がありました。それと現状では、町有地使用の契約はできないということをはっき

りここで事業者に伝えました。 

  その後、事業者は、安全祈願祭を延期しまして、１１月１３日から２７日までの期

間ですが、沿線住民、神丘７号線から南通線の個別訪問を行いまして、特に電磁波に

対する不安の払拭について説明を行っております。 

  １１月２６日には、高等養護学校の職員住宅がございますので、その住宅にお住い

の方々を対象として説明会を開きました。 

  翌々日の２８日ですが、電磁波影響に関する住民説明会を事業者が主催者となりま

して、町民センターで行いました。７０名以上の参加がございました。ここでは電磁

界情報センターの大久保先生から、専門的な見地から電磁波の健康影響について説明
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をいただきました。 

  このことによりまして、電磁波に関する理解というのは、ある一定程度深まったの

ですが、送電線ルートへの質疑が多く出されまして、ルートの変更は困難とする事業

者との話し合いは平行線のまま終了しております。それで、この事態は町長にも報告

いたしまして、今月に入ってからの動きもございますので、そのことにつきましては、

町長より報告がございます。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 前段、経過報告を寺崎課長が行ないましたけども、直近の動向

と今後の対応につきまして、私の考え方を述べさせていただきたいと思います。 

  全員協議会におきまして、町有地の借用につきましては許可することで報告をいた

しまして、タウンミーティングにおいても報告をしたところであります。最も懸念さ

れておりました電磁波につきましては質問もなく、地域での質問もないという発言を

されましたが、町有地以外のルートについての変更の意見があったところであります。

その中で、町有地以外の送電ルートの工事地域の方に対する事業説明などが不十分で

あるということを町長としても強く感じたことから、翌日、ジェイウィンドに対して

事業説明と電磁波の安全性についてしっかりと説明ができなければ契約書を交わす

ことができないと伝え、今日に至っているところであります。 

  町有地以外のルート地域における説明の経過は報告を受けてきているところであ

りますが、１１月２８日の住民説明会の報告も職員から受けているところであります。

このことを受けて、１２月１日でありますが、町長として送電ルートの変更の声も出

たということも改めて聞いたことから、せたな町長と相談をし、事業者への更なるル

ート変更について要請するとともに、今金町長、せたな町長として関係機関にルート

変更が何故できないのか、不安を和らげるルートのあり方や工法など考えられないか

などの規制緩和や、事業の再構築について行動しましょうということで、私も出張で

あったわけでありますけども、出張先で電話確認をしたところであります。出張から

帰ってから打合せをしましょうということで、そこは電話を切ったわけであります。 

  その翌々日の１２月３日に、ルート変更についての事業者への申出要請の請願書が

町長宛に届きました。 

  ４日には、電話を確認した具体的な要請行動についての協議をせたな町長と行うと

いうことで予定をしておりましたので、前日にこの請願書が提出されたことをせたな

町長にも伝えまして、改めて町長としても住民の声に応えるために、行なえることが

あるのであればと考え、行動先などの具体的な相談をしたところであります。 

  このことを受けまして、１２月８日にジェイウィンドの社長に対しまして、社長以

下５名来ていただきまして、請願書の件も伝え、改めて事業者としてもルート変更の

検討を強く要請したところであります。席上では、両町長が独自に関係機関に出向く

ことも伝えました。 

  ジェイウィンドにつきましては、親会社の電源開発本社にも、要請に町長方は伺い

ますので、そこについては同席をして両町長の要請の姿勢を見ていただくよう、お願
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いをしたところであります。 

  町長としてはできる限りの自らの情報収集を行い、真摯にこの事案について対処し

て参りたいと考えておりますし、予定外でありましたが、結果的には請願に応える町

長の姿勢が示されることになると私は思っております。 

  調整している要請日程につきましては、道内は１２月２４日、２５日。東京につき

ましては１月１２日、１３日で行う予定で、いまアポを取りながら調整を図っている

ところであります。 

  その後につきましては、結果報告でありますけども、全員協議会をお願い申し上げ

ながら、議会にも報告をさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  岸君。 

〇１番（岸 徹也君） いま、１０月からの時系列にて説明をいただきました。この間、

タウンミーティングがあったり、事業者主催の説明会が開催されたりと、様々な意見

が出ておりました。その意見を踏まえての１２月からの動きになるのかなというふう

に私は考えております。そこで今後の動きということで、２点ほどご質問をいたしま

すが、先ほど町長が請願に応えるということも発しておられましたが、一応確認とい

たしまして、１２月８日の部分で町長のこの文面を見ますと、あらゆる可能性を探る

ということが書かれておりますので、まず１点目としては具体的にどういう可能性が

あるのかなという部分でお考えを、まず１つ聞きたいというところ。 

  ２つ目は、今後の予定としまして、再度、現在まちはこういう考えをしているのだ

と、こういう方向でいま向かっているのだというような、タウンミーティングのよう

な、説明会のようなものが町民に対して情報共有として何か考えていないのかという

部分で、２点ご質問いたします。よろしくお願いいたします。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） １点目でありますけども、あらゆる可能性、当然、私も当初き

たときには、どうしてこのルートですかということで疑問を呈しながら、話を聞きな

がら協議をした経過があるわけでありますから、そのことについては事業者がいろい

ろな様々な法的な問題があって、最善のルートとしてと。最善のルートも１つちょっ

と変わった部分があるわけでありますから、私が変えろと言ったわけではありません

けども、そういうことで、少し変わってきている経過がありますけども、その法的な

根拠とは何なのだろうかということについては、私は町長として、せたな町長と一緒

に１回確認しましょうということが１つの思いであるわけであります。基本はそこに

ベースがあるわけであります。 

  ２つ目は、不安、不安とこれはもうきりがないです。不安な人は不安なわけですか

ら。根拠があるとかないとかそういう問題ではなくて、私はきちんと受け止めており

ますのは、国際基準、国の基準に則ってやるという事業の判断をして、そのためにも
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きちんとチェックをしながら、間違いのないような工事を施工してください。そのと

きにも言った部分がありますけども、それ以上にもっと安全性を確保できる工法とか

手法はないのでしょうか。あくまでの国基準一本でいくのでしょうかということも、

この間のいろいろな話し合いの中で言ってきた経過があるわけでありますから、その

辺についてはきちんと話をさせていただきたいなと思っておりました。そういうこと

で、ジェイウィンドの親会社にもそのことをきちんと伝えながら、どうなのですかと。

より一層不安を和らげるような工法・手法というのは考えることはできないのでしょ

うかという提案をさせてもらいたい。あとは、請願を上げたということを聞いており

ますので、請願を上げた部分の買い取りをする、北電にも伺いたいと思っていました。

北電について様々な、私もこれはずっと以前から関心度を持っていた、この問題が起

きる前から関心度を持ってきて、様々と北電の社長さんなり、函館の支店長さんとは

いろいろとお話をした経過があるわけでありますけども、そもそもここに走っている

今金線の電線の供用がないわけであります。そこが全ての元凶なのです。そして今金

に入ってきて、せたなに入って、せたなから大成の方に行って、熊石行って、江差の

方に行くルート。その供用がないから、せたなでどうして受けられないのですかとい

うことが疑問になっているわけでありますから、その辺の努力というのは北電ではど

うなのでしょうかということは、私としては町長の立場として提案・提言という形に

なるわけでありますけども、そういう様々なその他の知恵もありますので、いまいろ

いろと、どういう項目立てをしながら要請なり、提案なりをしていくかということに

ついては、まだ詰めているわけでありますけども、いま言ったような要素のことで、

私ができる限りの努力をしていきながら住民の不安解消に向けた努力をしていきた

い。スタンス的には何ら変わっているものは何物もございません。要請団体あるいは

説明会等々を含めてこの新エネルギーの問題、あるいは事業の問題、また電磁波につ

いてはそういうことではないのだと、あくまでもそのことは賛同できる要素があると

いう発言をされておりますので、あとはその不安を払拭するためにはどうするかとい

うことでありますから、その辺のも努力していきたいと思っておりました。 

  ２つ目の今後における説明でありますけども、基本的にはいまやる予定はございま

せん。あくまでも私の基本スタンスは決まっておりますし、議会でもこういう形の中

で説明したり報告したり、あるいは終わった段階でも説明・報告するということの姿

勢をもっておりますので、そういうことはいまのところは考えていないということで

ご理解いただきたいと思います。 

  大事なことを忘れました。 

  私は基本的にはもう既に請願がくる前に、町長としてのそういう基本的な考え方を、

ルート変更について是非考えてください、あわせもって請願もきましたので、あわせ

もって更に考えてくださいという基本スタンスを示しています。基本スタンスを示し

たということは、町長が自らそのことを容認する、示したということについては、そ

れなりに新しいルートを考えていただくと、仮に出てきた場合については、それにつ

いてはきちんと受け止めなければいけない。それもだめ、あれもだめという話にはな
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りません。言った以上は、向こうも考えて努力した以上、こういうものを提案してき

ている。それについて私は努力して参りたいと思っております。それは請願者も皆同

じだと思います。あれもだめだ、これもだめだという話には決してなっていかない。

その努力をしていただくための、町長として、せたな町長も精一杯やりましょうと。

最大の見解を出していただきましょうと。その見解について私はきちんと向かい合っ

ていきますよということは、せたな町長と確認しておりますので、是非そういうこと

をこの前段に申し上げておかなければいけない。ただ単に要請して終わりだというこ

とではないことをご理解いただきたいと思います。 

〇総務厚生常任委員長（川上絹子君） 他にありませんか。 

  質疑を終わります。 

  ここで委員長交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 １１時５５分 

開議 １１時５５分 

 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  それでは、産業教育常任委員会所管について進めます。 

  議件６、報告事項、総合体育館・図書館建設に係る進捗状況についてを議題といた

します。 

  理事者の説明を求めます。 

  教育委員会事務局長、杉山君。 

〇教育委員会事務局長（杉山輝希君） ご苦労様です。 

  それでは私の方から、教育委員会所管の部分であります、総合体育館・図書館建設

に係る進捗状況についてご説明を申し上げます。 

  資料につきましては、教育委員会提出の常任委員会資料別冊となっているものでご

説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは１ページ目から順次説明をさせていただきます。 

  今回の進捗状況につきましては、１０月以降、臨時会のあとからいま現在までの状

況についての説明ということでありますので、それ以前の部分につきましては省略を

させていただいておりますので、まずご理解をいただきたいと思います。 

  まず、この間の説明の中で、１つ大きなところとしましては、基本設計業者が決定

をしております。１１月１１日に入札が執行されまして、業者につきましては、株式

会社アトリエブンクということで決定をしております。 

  なお、本事業者につきましては、今金小学校の設計等を手掛けている業者でありま

すので、参考までにお伝えをしておきます。 

  それからこの間に、敷地調査についても同日入札が行われまして、株式会社シビテ

ックが落札をしております。この資料には載せてございませんが報告をさせていただ

きます。 
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  次に、この間、先進地調査の方を実施させていただいております。これにつきまし

ては、議会議員の皆様方にも多くの方にご参加をいただきまして、この場を借りまし

て改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。 

  視察につきましては１１月５日ということで、調査先としては先進的図書館として

函館市の中央図書館、それから北斗市の図書館を見ました。それから体育館・図書館

それから教育委員会事務局事務所、これが併設されている事例ということで、檜山管

内になりましたが厚沢部町の施設を見たというところでございます。参加者、それか

ら視察の風景につきましてはページの中にありますので、のちほどご覧いただきたい

と思います。 

  続きまして、資料の２ページ目をご覧いただきたいと思います。 

  この間の経過の中の１つ大きなポイントとなってございますけども、まず３番目の

ところに書いてあります、施設整備に伴う教育委員会事務所についてということでご

ざいます。 

  教育委員会事務所の所在につきましては、ちょっと前には、平成２１年１１月に、

今金町における生涯学習施設利用促進方策についてということで、社会教育委員等の

答申を受けながら確認をしてきている中でございますけども、その中につきましても、

まずは図書館の建設というものと、加えてそれに合わせた事務所の所在の考え方。こ

れは住民ニーズに則した事務所のあり方を検討すべきということが、その答申の中で

示されております。更にこの構想委員会を立ち上げてからの経過の中で、多くの住民

の方等から体育館・図書館があの場所に建設されるのであれば、周りには児童施設等

も多く配置されている、様々な住民の利便性を考えた場合には、教育委員会の事務所

についてもあわせて検討すべきではないかというようなご意見もいただきました。こ

ういった背景を含めながら、教育委員会の中でこの間検討をさせていただいたところ

でございます。 

  まず１０月２２日に開催されました、第７回目の教育委員会の中で、この事務所の

あり方について提案をさせていただき、その中でメリットであったりデメリットであ

ったり、様々な問題や課題、効果、いろいろなものが出されました。この日は結論に

は至っておりませんでしたけども、そういったものを持ち寄りながら、再度第８回目

の教育委員会１１月１２日に開催しておりますけども、この中で整理をさせていただ

き、多少不安、デメリットと思われるようなところもありますけども、ありますけど

も、やはり総合的に町民の皆様方の利便性やニーズを検討した場合には、教育委員会

事務所が新たな施設に併設されることが最も望ましいのではないかというような結

論に至ったところでございます。 

  この結果から、新制度の中で町部局と教育委員会部局が連動するという仕組みにな

ってございますので、第２回目となりました総合教育会議を教育委員会の方から開催

要請をお願いし、１１月１２日に開催したところでございます。この中で、この教育

委員会事務所が新たな施設に移転するというところを教育委員会の方から打診・相談

をさせていただき、様々な問題についても協議をさせていただきましたが、最終結論
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としましては新たな施設の方に教育委員会事務所を移転する方向で検討するという

ことで、話し合いが了したところでございます。 

  続きまして、３ページ、４番目のところでありますけども、この間の設計業者等々

の打合せの状況でございます。１１月１１日に業者が決定してから、何回か打ち合わ

せ等を行っております。最初の打合せが１１月の１６日に行っております。これは設

計業者の方と体育館・図書館の建設に係る担当部局の担当者レベルでの打合せという

ことでございますけども、打合せを一回行っております。それから１１月２５日には

２回目の打合せということで、いままで構想委員会あるいは視察等を踏まえながら出

ている意見等を業者の方に伝えながら、そのいまイメージできる範囲のものをなんと

か伝えようということで打合せを行っているところでございます。 

  それから記載にはございませんけども、３回目が１２月５日に庁内の検討プロジェ

クトのメンバーと設計業者と入った中で３回目の打合せをしているところでござい

ます。 

  そういった形で何回か協議を進めながら設計についても、１月の中過ぎには１回目

の案といいますか、最初の中間的な設計案が出されるというところまで確認ができて

います。最後のところのスケジュールのところでも再度確認をしていきたいと思って

います。 

  そういった状況を踏まえながら建設事業費等の見込みについても、業者も入れなが

ら検討をしてきたところでございます。いま現在の、あくまでも見込みといいますか、

概算でありますけども、総合体育館についてはまず建設規模を３，２００平米から３，

５００平米のあいだ程度という見込みを一つ立ててございます。体育館に関わります

建設単価につきましては、これは平米になりますけども、５０万円から５５万円程度

の範囲でなんとか納まるのではないかという予測をいましてございます。最低の建設

事業費は約１６億円、建物の規模も３，５００平米、あるいは平米単価も５５万円と

いうマックスの数字をかけた場合には１９億２，５００万円というような見込みの範

囲を示しているところでございます。 

  図書館、それから教育員会の事務所等を含めた部分でございますけども、これにつ

きましては面積の規模を８００平米から１，０００平米、このあいだ程度でいま想定

をして作業を進めているところでございます。建設単価につきましては、平米あたり

４０万円から４４万円程度の範囲で検討しているということで、図書館部分の建築費

につきましては３億２，０００万円から４億４，０００万円程度ということで見込み

を立ててございます。 

  しかしながら、１円でも安く効率よく収めるというところは、今後も努力していく

わけでございますので、この金額を下回るということも努力の中でなんとかやって行

きたい。そういう形でやっておりますが、あくまでも想定でありますので、今後の設

計案の推計をみながらやっていきたいと思っておりますし、折角の施設でありますの

で、町民の皆様の思いを出来る限り反映していきたいと思っておりますので、議会の

皆様方へも今後もお示ししながら検討を重ねていきたいというふうに考えてござい
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ます。 

  次に、６番目のところで、いま現在検討している建設に関わる財源の部分でござい

ます。いま総合体育館の部分につきましては、なかなか多くのメニューが国費の事業

の中ではあるわけではありません。そういった中から今金町がいま目指している状況

等を踏まえながら、最もこれがマッチしているのではないかという選定をしたものが

最初の部分でございます。文科省が所管している事業で、社会体育施設整備事業、こ

れがいま現在の補助のなかでは最もよいのではないかというふうに考えています。 

  補助の基準ですけども、これは事業費は関係ありません。施設の平米辺り１５万８，

０００円というのが補助の基本額になります。これに対して３分の１の補助というこ

とになってきますので、ここの想定の中では先ほどの最も高い金額を参照して弾いて

ございますけども、補助金の額が１億８，４００万円ということで、事業費の１割程

度しか見込めないということでありますけども、この他になかなか適当な補助事業も

ないというところでございます。 

  次に、図書館・事務所等の部分でございますけども、ここの部分につきましては、

いま林野庁が所管しております林業・木材産業構造改革事業、いわゆる木材を使った

建物、この部分が一番構想の中ではマッチしてきているのではないかということで、

頭出しをしてございます。ここの部分につきましてもいろいろな制約がございます。

あくまでも木材を使った部分というところが主体になってきますので、例えば基礎の

ところにコンクリを使ったりすると、その部分は対象から弾かれていくというような

こともありますので、一定程度他のまちで、視察先であれば、例えば寿都等で行った

ときの事例等を見ながら、大体全体の事業費に対して、補助対象となる額がこのくら

いではないかという見込みを立てたものが、４億４，０００万円に対して２億３，１

００万円という数字でいま見込みをしております。補助額につきましては２分の１と

いうことでありますので、いまお示ししている最大限の中で補助金を算定した場合に

は、１億１，５５０万円程度補助金として見込まれるのではないかということで想定

をしております。 

  次に４ページになりますけども、上段のところには多くの補助メニューはないとい

いながらも、いくつか候補として挙げたものがございます。それらについて上げてご

ざいますけども、様々要件等がありますので、なかなか現状では採択を受けるという

見込みが立たない。難しいのではないかということで除外したということで、参考ま

でに載せてございます。 

  次に、７番目の今後のスケジュールというところでございます。 

  まず大きなスケジュールとしましては、いま１２月の中になっておりますので、議

会等への報告につきましては本日の合同委員会ということになってございます。この

あとは必要に応じて年内にもできる限り業者と綿密な打ち合わせをしながら、１月の

中には最初の設計、中間的な設計、たたき台になるような設計が業者の方である程度

組めるというスケジュールを示されておりますので、まずはこれを基にして庁内のプ

ロジェクトを開き、内容の検討をしていきたいと。そのあとに構想委員会、それから
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議会等への報告の機会を設けていきたいというふうに、いまのところ予定をしてござ

います。 

  これらの協議を踏まえた中で、再度内容について２月いっぱいかけて、精査をしな

がら３月上旬には第２回目となる修正された設計案が出されると思っておりますの

で、これを基に構想委員会や議会への報告等を再度行っていき、３月末までには最終

案を確定していきたいというふうに思っています。現状ではおおまかなスケジュール

でありますので、議会等への説明も含めて必要な都度、出来る限り細やかにやってい

きたいというふうに考えておりますので、その点でご理解をいただきたいと思います。 

  説明については以上でございます。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  山崎君。 

〇１０番（山崎 仁君） すごい話が出てきたなと。 

  この話の、よーいドン、スタートは何だったと思い起こせば、体育館の耐震の問題

から始まっている。耐震で改築をしようとしたら、多額の費用がかかるから、それで

あれば建て替えをした方がいいと。こういう話で進んできました。図書館もあればい

いねということで、体育館・図書館という話が。今度は、設計業者も決定した中で、

教育委員会事務局も入るという話。これは分庁舎構想ですよ。本庁はどうなるかとい

う話の前に、分庁舎でもう出て行くという話。これをいま１２月に報告を受けて、３

月にはもう設計決定しているという。その間のスケジュールを見ると、あと議会報告

は２回ですよ。それで、予算をみれば、これは大目に見たとはいいながら、１９億円

から２３億円。これを、これだけの金額がかかるものをあと２回報告してやってしま

うのですか。 

  以前、文化センター構想というのがありました。文化センター構想というのは、具

体的に、ではどうするかというので、課を設置した。２１ＩＭＡＫＡＮＥ建設構想を

もって。基金の積立を１０年間やって、１０億円溜めて、総事業費の半分、約２０億

円で文化センターを建てられると、基金が１０億円溜まったからやろうと言って、実

施段階になってよくよく考えて中断したという経過があるのでしょう。だからその当

時２０億円でやろうとしたときには、特別委員会を設置して、議会もやり取りをして

いたのですよ。今回は一方的な報告を受けて、議決行為を経て約２０億円という大き

なお金が動こうとしている。それでいま報告を受けて質疑をして、これだけで済む話

ではないと私は思う。ですから然るべき議論をする場、議会としてしっかり報告をい

ただける専門的な部分をつくって、そのうえで議会がどこまで関与できるか。こうい

う進め方をしていった方が私はいいと思う。いまここで、この説明に対する説明・質

疑を繰り返すよりも、そういうことを然るべき場所で議論をするということを、私は

考えた方がいいと思うので、議会運営委員会の中でも一部そういう話も出ています。

委員長どうですか。そういう今後の進め方、議会側の進めとして、そういうことも視

野に入れてその場で議論をするという、そういう方向に向かって考えた方がいいと思
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うのですが、いかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 １２時１４分 

 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 議長の方からちょっと説明していただけません

か。特別委員会の絡みもあるので、私の方からはなかなかちょっと言いづらい。まだ

１５日の会議終了後でないと結果がわかりませんので。 

〇１１番（上村義雄君） この場で質疑をするということではなくて、改めてきちんと

した場で協議した方がいいのでないかという同僚議員の説明です。 

  だから、それを委員長が諮ってあれすれば。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） それは私も同じような考えをもっておりますの

で、理事者の皆様にはそういう方向で考えて対応していただきたいと思いますが。 

  休憩中ですが、副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 私共としては、どういう形であろうと議会の皆さんといろい

ろな協議の場があるというのはありがたい話でありますし、それからいま山崎委員か

らお話がありましたけども、まち的にはいろいろな経過があってここまできています

けども、そのことも含めて議員の皆さんとやり取りをしながら、いま構想委員会も立

ち上っているものですから、そういうものもきちんと出して、お互いに意見交換をさ

せていただいて、進めていくということが私としてもありがたいことですので、是非

そういうご配慮をしていただけるのでしたら、よろしくお願いいたします。 

 

開議 １２時１６分 

 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 休憩を打ち切り、開議します。 

  休憩中に、副町長の方から今後の予定についての説明がありましたが、それでよろ

しいですか。 

  他に質疑ありますか。 

  徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） いま、いろいろ説明を受けたわけですけども、補助金のメニュ

ーについては多くあるようですけども、あまり実際に使えるものがない。いま考えて

いるので、学校施設整備環境改善交付金、これらとあるいは林業・木材産業構造改善

事業、これらを加味しているわけですけども、これは林業・木材にしても、道の林業・

木材産業構造改築プログラム、これに載っていなければ採択基準になりませんよね。

ですからいまのところ体育館についてはこれによる採択は無理だというし、図書館に

ついてはこれを使えるのでないかということなのですけども、制約があって単年度施

行であると。その辺の絡みもありますし、事務屋さんが取り組んでいけばこの程度の

ことしか出てこないと思うのですよ。これからは私は町長の政治力だと思うのですよ。
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どういうような補助金のメニューがあって、どれとどれが組み合わせて使えるのか、

そういうことはやはり事務屋では無理ですからね。やはり町長がもっと、常時東京へ

行くわけですから、文科省あるいは林野庁、厚生労働省とかいろいろなところへ顔出

して、このいま建てようとしている体育館と図書館に使える補助メニューが何かない

か、これはやはり政治力でもっと勉強してほしいと思います。これはなかなか担当に

やれと言ったって無理な話ですから。その辺のところはいかがですか。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 委員の仰るとおりで、事業を起こすためには財源確保というの

が、町長の大きな仕事であるわけであります。 

  いまご意見いただきましたように、私もこの事業の立ち上げの部分の構想段階から、

既に様々な補助メニューについて動いております。非常に厳しい情勢で、行くたびに

いろいろな省庁に顔を出して、直接担当者の方が一番わかる、課長補佐クラスが一番

力がありますので、その方が采配をしますので、課長クラスの方に話をしたり、トッ

プに言っても下の方と調整をしながらという話をさせていただきながら、あいさつ等

を行っているわけでありますけども、例えば、総合体育館を１つ例にとりますと、非

常に規模が大きい部分があります。最も補助率がいいのが、この図書館で使おうとし

ているもの。これは以前から木を使いたいと、地元・地域材を使いたいということを

言っておりますので、非常に力を入れてこの度も動いております。先般も東京へ行っ

たときに顔出しをして、いろいろ具体的な話も聞かせていただきました。前段には、

北海道からちゃんと話を通させて、町長が行くからという話もしながら、飛び抜けた

要請は私はしておりませんので、ルールに則った中で具体的な話をさせてもらってい

ました。非常に残念な形の中で、一番期待をしていた木、国も一生懸命奨励しており

ますので、木が２分の１使えるということでは、これが最も望ましいということでは

全庁体制でそういう動きをしておりましたが、単年度で立ち上げなければいけない。

いま徳田委員が言ったように単年度で。単年度でできますかと。設計で発注してから

やるのですよと。町長、アイディアがありますよと。具体的なアイディアを示されま

した。どういうことかといいましたら、工事が始まる前に事前に木を買って、構造材

をつくっておくと。組み立てを１年でやれれば可能でないですかと。冗談を言うなと

いう話を。先ほど言ったように木を使ったところに補助が出るのですよ、木を地元で

町の単費で調達して、それを使ったらどうですかと。本末転倒だという話で。そうい

ういろいろなやり取りをしながら、結果的には単年度施行では非常に難しいと。加え

て、２年にまたがってはどうなのだと、しつこく迫ったのですけども、２年続けて今

金町に補助があたるという保証はありません、そもそも木の小さい希望が多いもので

すから、なかなか国全体の予算が少ない。そういう中で２年連続であたるという可能

性は少ないですと。最終的にはどうしたらいいかといったら、そうであれば、何とし

ても私は木を使いたいのだ、図書館ならどうなのだ、図書館は最終年度の単年度にや

りたい。それならば可能性はあります。いくらでもそれは使う可能性はあるし、町長

の望みもかなえられると思いますと。そういうことで、その話をした中ではいろいろ
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と出張した先には必ずその報告も、道の方の水産林務部長にも報告をしました。非常

に悔しい残念な報告ですと。でも図書館だけは何とかやいたいので部長お願いします

ねという話をしたら、担当の局長クラスを２人呼んでいただきまして、その話を、私

は諦めていないよという話をしました。そういう話から、副町長が副町長会議のとき

に、ある１人の局長とお会いしていろいろと懇親を深めて、その話をもう少し深めま

しょうということで、今金町に２０日に招へいをしまして、局長に来ていただくこと

になりました。いろいろとその中でも、今金の実情・窮状を訴えながら、何とか採択

できるような形の努力をしていきたい。いま仰ったように枠がありますので、早くに

この枠を確保するためにも、いまから動いていかなければいけないなと思っていまし

た。 

  裏の方には、いろいろとこれまで検討して、取り組んだ部分があるわけであります

けども、農政の補助なんかも非常にいいのですよ。農業水産。何かと言ったら、今金

町は国営農地をやっていますので、同じ所管の部なのです。農業振興部なのです。部

長から、次長から、今金町も毎度行っているところですから。だけども、大変なのは

体育館は１，５００平米以下でないとだめなのですよ。それを一気に３，０００平米

を今金なら認めてくれるということは、ハードルが非常にきついのですけども、これ

辺りをクリアできれば補助率は非常にいいです。そこについても、ここにあるように、

プロジェクト活性化事業ですから、それなりの一定程度の国営を含めた、様々なもの

を含めた農業振興、農林業振興の計画をつくらなければいけません。それは何として

も努力して作れる可能性もありますけども、そういう努力の可能性も探らなければい

けないと思っていました。所管は文部科学省ですけども、私も北海道の文科省サイド

の全道の副会長をやっていますので、要請なんかも全国の会長と私と、去年なんかも

一緒に予算獲得の要請をしているという経過もあって、十分承知してそういう人材な

んかもきちんと確認しているわけでありますけども、非常に、文科省そのものの全て

の事業予算がそうでありますけども、少ないです。非常に難しいものであります。あ

とは、政治力といいますから非常に力のある文科省の先生の方にお邪魔して、その話

も。これからも具体的にまた相談しますよという話を、先生にはしていますけども、

秘書の方が財務省から来られている秘書の方のおりました。この話をしたら、町長、

非常にハードルが高いねと。まさか今金町だけとは。今金町だけでもいいのだと、普

段はオール北海道、オールジャパンで私はやっているのだから、せめていざというと

きには今金町だけでも頼むよ、なんとか是非検討してくださいという話をしておりま

すけども、財務省出身の方でありますから、その辺の詳しい情報をもっているわけで

ありますけども、その辺もこれからしっかりとあたる必要があるかなと。最後の最後

まで、きちんと財源確保に向けては努力していきたい。何故補助金かといいますと、

補助金の額よりも、起債を充当するためには補助を少しでもいいからいただかなけれ

ばいけないとうのが原則にあるわけであります。起債事業でもできるわけであります

けども、そこに少しでも補助金があると薄めることができますので、その辺の努力は

町長としても、政治力も目いっぱい使いながら、この間あたっていきたい。ただ、そ
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のためにも早くに設計、概要みたいな、こういうものをつくるというのもを、姿で見

せなければなかなか話しはのってきません。言葉だけかという話になりますので、早

くに基本的なレイアウトをしたこういう建物、こういうものを目指しているのですと

いうことを訴えていくことによって、この部分を気にしたいのですよという話をする

と、少しは目を向けてくれる可能性がありますので、是非、先ほど副町長からも答弁

しましたけども、議会との協議・調整というのは、いろいろな形の中でどんどん綿密

に詰めていかなければいけない。私もこのように様々な情報を適時提供しながら、議

会からの指導を仰ぎながら進めて参りたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） もうあまり時間もないから、簡単にしますけども、我々が当初

考えていたのは、当然、体育館の中でも木を使う部分があればそれはできるのだとい

うような感じでいたものですから、そうしたら単年度でなければだめだという決まり

があるというのであれば、ここはなんとかできないかというのは政治力ですから。 

  それから、先ほど町長が言ったように、構造材あるいは母斑、これは作るだけのメ

ニューというのもありますよね。だからその辺のところもいろいろと考えれば、方法

はあると思うので、まだこれから来年度の予算要求まで、８月まで時間があるわけで

すから、政治力を使って、ただ補助金をもらえば、起債が付く、起債が付けば交付が

付くという措置があるからいいよということではなくて、やはりつくるときにきちん

とあらゆる可能性というものを探って動いてほしいと思いますけども。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） ありがとうございます。 

  先ほど申しましたように、私は諦めておりません。補助メニューにはちゃんとある

のですね。躯体が難しければ、壁だとか様々なところも木は使えるのですよ。部屋に

使うだとか。それはＯＫなのですよ。でも町長、それもいいのですけども、町長が言

うように採択はできるのですけども、２年続けて今金町に、１年目は体育館の方に付

けて、２年目の方に図書館という可能性というのは厳しいですよと。まだ私は何とも

言えませんけどもと。私も心配なのが、１年目は大きい側をつくりますよね。２年目

に内壁だとか様々なものを作りますよね。それなら木を使うのは２年目なのですよね。

そうすると、それこそこれから議会とも相談なのですけども、１年目に図書館を先に

作ってしまえば、図書館があたる可能性がある。２年目に体育館内壁を。そういう工

夫もあります。補助金をいただくための手法としては、これはまちにプラスになるわ

けですからいろいろな知恵の使い方。そのためにも、我々は知恵をもって進めますけ

ども、受ける方が本当にそうだねということで、なんとか今金がそこまで思ってくれ

ているのならば努力しましょうという環境を皆でつくっていくことが必要ではない

かなと、そうなった場合には議会を上げて、私と一緒に要請行動なんかも時にはして

いただくことも、是非考えていきながら努力して参りたいと考えております。 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 



- 40 - 

 

  ないようですので、質疑を終わります。 

  次に、その他を議題といたします。 

  委員の皆さんから、何かございませんか。 

    ◎閉会の宣告 

〇産業教育常任委員長（向井孝一君） ないようですので、以上で、本日の合同委員会

を閉会いたします。 

  ご苦労様でした。 

 

閉会 １２時３０分 
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