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平成２７年 今金町産業教育常任委員会 

 

期 日 平成２７年１２月９日（水） 

時 間 午後１時３０分から  

場 所 議   場      

 

〇議事日程 

１．委員長あいさつ 

 

２．町長あいさつ 

 

３．定例会提案案件の説明 

 

４．各課説明事項について 

 

 （１）産業振興課 

 

 （２）国営農地再編推進室 

 

 （３）農業委員会 

 

 （４）公営施設課 

 

 （５）教育委員会 

 

５．平成２７年度 所管事務調査について 

 

６．その他 

 

〇出席委員（６名） 
 委員長 ４番 向 井 孝 一 君  副委員長  ８番 村 上 忠 弘 君 
     ２番 小 川 ひとみ 君        ３番 加 藤 三 明 君 
     ６番 徳 田 栄 邦 君       １１番 上 村 義 雄 君 
    （議長）村 瀬   廣 君 
 

〇欠席委員（０名） 
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○出席説明員 
町       長            外 崎 秀 人 君 
副   町   長            中 島 光 弘 君 
産 業 振 興 課 長 兼 
結 婚 相 談 所 長            川 平 秀 明 君 
産業振興課長補佐 
兼結婚相談所次長            津 山 康 彦 君 
国営農地再編推進室長            宮 本   彰 君 
国営農地再編推進室次長            住 吉   淳 君 
農業委員会事務局長            勝 山 英 敏 君 
公 営 施 設 課 長            安 達 雄 一 君 
公営施設課長補佐            小 西 康 友 君 
教   育   長            田 中 俊 一 君 
教育委員会事務局長            杉 山 輝 希 君 
教育委員会事務局次長            伊 藤 靖 徳 君 
学校給食センター長            松 村 康 弘 君 
 

〇出席事務局職員 
議 会 事 務 局 長            成 田 光 康 君 
議 会 事 務 局 係 長            中 川 真 希 君 
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開議 １３時２６分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（向井孝一君） こんにちは。 

  定刻の時刻までまだ若干ありますけども、皆さんそろっているようでございますの

で、若干早いようですが始めさせていただきます。 

  始めるにあたりまして、私の方からごあいさつを申し上げたいと思います。 

  委員の皆様におかれましては、１２月、今年も残すところわずかという時期に大変

忙し中、常任委員会に出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

  本日の常任委員会につきましては、１２月定例会の案件についての議案でございま

す。それぞれ皆様方のご意見を賜りながら、定例会に臨んでいただければというふう

に思います。 

  また、今金町の農業情勢につきましては、各作物すべてが平年を確保したというこ

とで、ホッとしている状況でございます。 

  また、行政の進捗率も計画どおりに進捗しているというような状況でございまして、

これも議会並びに理事者側の努力の賜りというふうに評価をしている次第でござい

ます。 

  また、きょうは終わったあとに理事者側との懇談、担当職員との懇談もございます

ので、その中でも一つ忌憚のないご意見を交わしながら、親交を深めていただければ

というふうに思います。 

  きょうの常任委員会よろしくお願いいたします。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇委員長（向井孝一君） 町長が出席されておりますので、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） こんにちは。 

  私の方から一言ごあいさつをさせていただきたいと思います。 

  いまは、非常に天気のいい状況であるわけでありますけども、本来は冬がきちんと

くるわけでありますが、この数年間の中でのいろいろな道南の農業の心配な要素があ

ります。それは何かといいましたら、確実に凍土になった状態の中で雪が積もること

によって、それなりの農地を確保できるあるいは、様々なものがなくなったりという

ことで、非常にベースとして作り上げていく気候のあり方というものが当然あるわけ

でありますけども、軟弱な状況の中で雪が積もることによって非常に農業に大きな影

響を与えるということが、ずいぶんと言われているわけであります。 

  逆に、そのことが十勝の方では逆の傾向があるということの話をしておりまして、

くるのであればきちんとした体制を取らなければならないかなと。今金町といたしま

しても、行政報告の方にも書かせていただいておりますが、冬期間の除雪体制も２１
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２路線、総延長１４５キロメートル、そして各公共施設等々含めた除雪体制の整えに

万全を期して参りたいと考えているわけであります。特に、まだ懸念される部分があ

るわけでありますが、それは今金橋の通行止めによる影響がどのように及ぶかという

ことが予測できず、これを注視しながらそれについてもきちんと対応して参りたいと

考えております。 

  何点かお話をさせていただきたいと思います。 

  まず、９月定例会後の行政報告でありますが、懸案事項の報告を内容としました、

タウンミーティングを開催いたしました。総合体育館・図書館建設の経過や、マイナ

ンバー制度の説明と、せたな町の風力発電事業の町有地部分に関する報告を行ったと

ころであります。送電線事業につきましては、その後の経過につきましてもいろいろ

とありますので、合同委員会の開催をお願いしまして、その中で報告をいたしたいと

考えているところでございます。 

  １１月８日に開催しました、防災の集いでありますが、この機会にということで会

場周辺の５町内会・自治会を対象に避難訓練を行いました。１２１名の参加がありま

して、５町内会・自治会対象の２５．４％の方々の参加をいただきました。初めての

試みでありましたが、非常に関心の高さが伺われました。このことから、今後も各町

内会・自治会の協力をいただきながら、実施して参りたいと考えております。 

  朗報でありますが、今金町に農場があるということから、講演会を立ち上げ北海道

日本ハムファイターズの応援をしてきているところでありますが、このたび待望の市

町村応援大使の抽選で、吉川光夫、瀬川隼郎選手が今金町の応援大使に決まりました。

２０１６年の１年間、選手が町民と交流を図りながら、まちづくり、まちおこしに寄

与していくという趣旨であります。応援大使とは、まちのポスター、広報誌、ホーム

ページ、ブログ掲載ができたり、互いにアイディアを持ち寄りながら特産品等のプロ

モーションやイベント、行事に選手が協力するといったことが可能となります。また、

球団が認可するものに限りまして、期間限定でありますが肖像権を無償で使用するこ

ともできるようであります。今後、講演会と相談・協働しまして、まちづくりに活か

して参りたいと考えております。 

  今金町まち・ひと・しごと創生有識者会議でご審議をいただいておりました、今金

町人口ビジョンと総合戦略案を１１月１０日に小川委員長からいただきました。第５

次総合計画の後期計画につきましては、１１月２４日に策定審議会、林会長より答申

をいただいたところであります。このことを受けて、今金町まち・ひと・しごと創生

本部、今金町行政改革推進本部において精査をし、策定として議会報告を行わせてい

ただきたいと考えております。策定審議会におきましては、絵に描いた餅とならない

ようにとのご意見もいただいたところであります。このことから、計画の具現は何よ

りも財源が必要であり、実行性を確保するためにも速やかに財政計画の策定を行うこ

とで事務を進めて参りたいと考えております。 

  産業基盤整備促進支援事業の運用開始となりましたが、農業分野で５４件、林業分

野で１件、商工業分野で６件の申請状況であります。予想以上の申請であることから、
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追加補正を提案しておりますが、何よりも雇用確保対策の最優先政策として現存する

産業・事業者・雇用の継続を目指すものであるという事業趣旨の実行性が高まること

を期待するところであります。 

  国営農地再編整備事業の更なる推進に向け、国主体の事業アピールの会合に土地改

良区理事長と出席し、しっかりと事業の必要性と効果期待について発言をしてきたと

ころであります。先には、農業４団体長の要請活動を行い、２月頃を目途に受益青年

層・婦人層による要請行動を行い事業の進捗度を高めて参りたいと計画をしていると

ころであります。 

  先の９月定例会での平成２６年度決算審査において、監査委員より検討を要する事

項としてご指摘がありました、旅費の見直し及び臨時職員等の通勤手当支給について

でありますが、旅費の見直しについては特に札幌市近郊や国内主要都市において来訪

者の増加による宿泊ニーズの高まりにより、宿泊先の確保が困難なばかりではなく宿

泊料金が高めに推移している実情にあることから、ご指摘をいただいたものでありま

す。また、臨時職員の通勤手当の支給につきましては、職員間の平等性と待遇改善の

観点から要請されたものでありますし、人材確保の面からも充実を求められたものと

受け止めております。両案件とも主に部内の処遇に関わるものでありますが、適正な

事務執行の面からも改善の必要性を感じますので、３月定例会への提案を視野に検討

しておりますことをご報告いたします。 

  この後に、提案議案の説明を所管から行なわせますので、ご審議賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（向井孝一君） ただ今の出席委員は６名で、定足数に達しておりますので、

産業教育常任委員会を開会いたします。 

  １２月定例会に提案予定の案件について、副町長より説明があります。 

  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） こんにちは、ご苦労様です。 

  それではご説明を申し上げます。 

    平成２７年第４回今金町議会定例会に提案を予定しております案件につきま

しては１５件であります。 

  その内訳については、同意案件が２件で、第１号、今金町固定資産評価審査委員会

委員の選任について。第２号、今金町教育委員会委員の任命についてであります。 

  新たに条例を制定しようとするものが１件で、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であります。 

  条例の一部を改正しようとするものが４件で、議案第２号、今金町税条例等の一部

を改正する条例の一部を改正する条例制定について。議案第３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。議案第４号、今金町介護保険条例の一

部を改正する条例制定について。議案第５号、今金町重度心身障がい者及びひとり親
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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であります。 

  平成２７年度の一般会計を始め、各特別会計での補正が８件であります。議案第６

号、一般会計補正予算第６号。議案第７号、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

第３号。議案第８号、後期高齢者医療特別会計補正予算第３号。議案第９号、介護保

険特別会計補正予算第３号。議案第１０号、介護老人保健施設特別会計補正予算第３

号。議案第１１号、国民健康保険特別会計施設勘定補正予算第３号。議案第１２号、

簡易水道事業特別会計補正予算第３号。議案第１３号、公共下水道事業特別会計補正

予算第３号であります。 

  それでは、各会計の補正予算を除きまして、地方自治法の規定により、議会の同意

を求めるもの、新条例の制定、条例の一部改正について提案理由を申し上げます。 

  同意第１号、今金町固定資産評価審査委員会委員の選任については、平成２８年１

月２５日をもって任期満了となる同委員の後任の選任について地方税法第４２３条

第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

  同意第２号、今金町教育委員会委員の任命について。平成２７年１２月２４日をも

って任期満了となる同委員の後任の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第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。今金町乳幼児

医療費の助成に関する条例により規定されていた満１２歳までの医療費助成を拡大

し、今金町まち・ひと・しごと総合戦略に基づく子育て支援及び定住の促進を図るこ

とを目的とし、満１８歳に達した最初の年度末までの医療費を平成２８年４月１日か

ら無料化するため、本条例の全部を改正するものであります。 

  議案第２号、今金町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定につ

いて。社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）導入に向けての「地方税分野にお

ける個人番号及び法人番号の利用について」の内容が改正され、この度、その改正に

係る地方税施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年総務省令第８５号）が、平

成２７年９月３０日に公布され、原則平成２８年１月１日から施行されることとなっ

たため、本条例の一部を改正するものであります。 

  議案第３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。「行

政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政

手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する

省令（平成２７年厚生労働省令第１５０号）」が公布され、平成２８年１月１日以降、

国民健康保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加することとなったた

め、「保険税の減免」に伴う申請の記載内容に「個人番号」を追加するため、本条例

の一部を改正するものであります。 

  議案第４号、今金町介護保険条例の一部を改正する条例制定について。「行政手続

きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続き

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係
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法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平

成２７年厚生労働省令第１５０号）」が公布され、平成２８年１月１日以降、介護保

険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加することとなったため、「保険料

の徴収猶予」及び「保険料の減免」に伴う申請の記載内容に「個人番号」を追加する

ため、本条例の一部を改正するものであります。 

  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。今金町子ども医療費の助成に関する条例の

制定による、子ども（満１８歳に達した最初の年度末まで）の医療費の無料化に伴い、

「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」の適用

を受ける者の中にも対象となる子どもがいることから制度の整合性を図るため、同条

例の適用者についても医療費の無料化をすることを規定するため、本条例の一部を改

正するものであります。 

  以上、提案理由を申し上げました。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（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。 

 

  これより各課説明事項についてを議題といたします。 

  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 前段でございますが、ご配慮の方をお願いしたいと思います

が、こののち本所管委員会の関係部分で、合同委員会のお願いをしようとするものが、

教育委員会所管の報告事項の、今金町総合体育館・図書館建設に係る進捗状況につき

ましては、合同委員会での報告とお願いを申し上げたく、説明を省略させていただく

ようご配慮方お願い申し上げます。 

〇委員長（向井孝一君） ただ今、副町長より申し出がありました事項については、合

同委員会での説明を予定していますので、本常任委員会での説明は省略いたします。 

  始めに、産業振興課より説明願います。 

  産業振興課長、川平君。 

〇産業振興課長（川平秀明君） こんにちは。 

  産業振興課では説明事項について１件、報告事項について５件説明させていただき

ます。 

  説明につきましては、課長補佐の方から説明いたします。 

〇委員長（向井孝一君） 産業振興課長補佐、津山君。 

〇産業振興課長補佐（津山泰彦君） お疲れ様でございます。 

  私から、お手元の資料に沿ってご説明を申し上げたいと思います。 

  まず始めに説明事項の１、平成２７年度一般会計補正予算第６号の概要についてご

説明を申し上げます。 

  資料の１ページをお開き願います。 

  歳入からです。 
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  １１款、分担金及び負担金、１項負担金、３目農林水産業費負担金で２３万１，０

００円の減額は、主に農業基盤整備促進事業負担金が主なものでございます。これに

つきましては、のちほど報告事項にてご説明を申し上げたいと思います。１４款道支

出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金において３９万９，０００円の減額

は、１節農業費補助金で２２４万６，０００円の減額は、中山間地域等直接支払交付

金で２５５万６，０００円が主なものでございます。これにつきましても歳出のとき

にご説明を申し上げたいと思います。２節林業費補助金で１８４万７，０００円の追

加は、未来につなぐ森づくり推進事業補助金で２１１万１，０００円が主なものでご

ざいます。これにつきましてものちほど報告事項においてご説明を申し上げます。 

  ２ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費において２，５９８万９，０００

円の追加は、１９節負担金補助及び交付金で、主なものとしては水稲直播栽培面積拡

大推進事業補助金で６８万９，０００円、これは面積が確定したことによる追加でご

ざいます。産業基盤整備促進支援事業補助金で２，５００万円の追加でございます。

これはのちほど報告事項においてご説明を申し上げたいと思います。３目地域農政推

進費で３４０万６，０００円の減額は、１９節負担金補助及び交付金で中山間地域等

直接支払交付金でございます。これも面積の確定によるものでございます。６目土地

改良費において、１３節委託料で１２７万円、１５節工事請負費で５１万８，０００

円のそれぞれ減額については執行残でございます。 

  次に３ページをお開き願います。 

  ２項林業費、１目林業振興費で４５９万３，０００円の追加は、８節報償費におい

て２３万７，０００円の追加、これものちほど報告事項においてご説明を申し上げた

いと思います。１９節負担金補助及び交付金において４３５万６，０００円の追加は、

未来につなぐ森づくり推進事業補助金で３４３万３，０００円の追加、産業基盤整備

促進支援事業補助金で１００万円の追加でございます。これものちほど報告事項にお

いてご説明を申し上げたいと思います。２目造林事業費３７万円の追加でございます。

３目林道費において１５８万７，０００円の減額は、１３節委託料で森林管理道住吉

支線開設測量設計委託料で、これは執行残によるものでございます。 

  説明事項は以上でございます。 

  次に、報告事項に移らせていただきたいと思います。 

  報告事項１、平成２７年度農産物作付面積及び実績収量等についてご説明を申し上

げます。 

  資料は４ページになります。 

  これは１１月３０日の農協調べでございます。 

  それぞれ作付実績と実績収量等々が記載されております。 

  また、資料の下段のところには、稲作品種別作付実績等々を記載しております。こ

れにつきましては、のちほどお目通しをお願いしたいと思います。 
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  続きまして、報告事項２、産業基盤整備促進支援事業進捗状況についてご説明を申

し上げます。 

  これは１１月２０日現在の取りまとめ状況でございまして、まず始めに農政関係、

設備投資助成事業につきましては４４件の申請がありました。事業費にいたりまして

は７，６８０万円程度。助成額として２，１２９万円の助成があります。その助成の

主な内訳といたしましては、施設ハウス、乾燥機、は種機などが主な助成の内訳とな

っております。 

  また、施設改装助成事業におきましては１０件の申請がありまして、事業費といた

しましては２，２４０万円程度となっております。助成額が６２５万５，０００円の

助成となっております。助成の主な内訳といたしましては、倉庫の内装工事あるいは

屋根の修繕などが主なものとなっております。 

  計５４件の申請がございまして、事業費といたしましては９，９２０万円程度。助

成額として２，７５４万５，０００円が助成の対象となっているところでございます。 

  次に、林務関係でございます。 

  設備投資助成事業につきましては１件の申請がありまして、事業費といたしまして

は４５０万円、助成額は１００万円でございます。助成の内訳といたしましてはバー

ク粉砕機でございます。 

  林務については施設の改装助成はいまのところ申請はございません。 

  次に告事項の３、農業基盤整備促進事業の実績についてをご説明いたします。 

  資料は６ページになります。 

  既に農業基盤整備事業につきましては２工区発注をしておりまして、すべて完了と

いうことになってございます。 

  まず区画拡大は４．２ヘクタール、受益戸数としては２戸、事業費が４２８万２０

６円、補助金が４２０万円、受益者負担金にいたっては８万２０６円となってござい

ます。 

  また暗渠排水につきましては畑のみで３０．２ヘクタール、受益戸数としては２０

戸、事業費が４，６９８万３，０７４円、補助金が４，５３０万円の補助金が入って

おります。受益者負担金といたしましては１６８万３，０７４円という結果となって

おります。 

  受益者負担金を見てみますと、これは戸数で割った平均でございますので、１戸、

１戸は当然地形等々によって事業費が変わってきますので、受益者負担金は変わって

くるかと思いますけども、平均としては区画拡大でヘクタール当たり１万９，０００

円の農家さんの持ち出しということになってございます。 

  また、暗渠につきましてはヘクタール当たり５万５，７００円が農家の持ち出しと

いうことになってございます。 

  次に報告事項の４、有害鳥獣駆除実績についてご説明を申し上げます。 

  資料は７ページになります。 

  前回の９月の常任委員会においてもご説明を申し上げましたけども、それからみて
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ヒグマについては１０月末をもって１２頭が捕獲をされております。その内訳として

は罠が４頭、銃が８頭という内訳になってございます。 

  前回もご報告を申し上げましたけども、巡回時間においては７月が突出しておりま

す。これは７月４日の放牧牛の被害があったことによるパトロール巡回時間が増えた

という結果となっております。 

  次に５、未来につなぐ森づくり推進事業実績についてご説明申し上げます。 

  資料は７ページになります。 

  これは民有林の所有者に対しまして、山林の健全な育成を推進することが目的で、

新植に係る経費の一部を助成するものでございます。 

  当初、予算計上をさせていただいたときには、面積としては１５ヘクタールを予定

しておりましたけども、取りまとめた結果が１６．０６ヘクタールの申し込みがあっ

たということでございます。これに対しまして、６８％以内と書いておりますけども、

これが国の補助でございます。この国の補助に対しまして、道と町でもって上乗せ補

助をしております。道が１６％の補助、町が１０％の補助で残る６％程度が所有者の

負担ということになっております。１６．０６ヘクタールに対しまして、国の補助金

といたしましては１，４７５万２，０００円程度、道の補助金としては３６８万円程

度、町の補助金としては２３０万円程度というような結果となりました。 

  以上で、私からの説明は終わらせていただきます。 

〇委員長（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。 

  村上君。 

〇８番（村上忠弘君） ２ページの中山間の部分のことなのですけども、中山間につい

ては昨年度で一応事業は全体の事業は取り組まないということで、今年はその希望者

のみでやるということでしたのですけども、今年の部分についての希望地域の数だと

かそういうものをお知らせください。 

〇委員長（向井孝一君） 産業振興課長、川平君。 

〇産業振興課長（川平秀明君） 中山間直接支払のやる地区につきましては、今年から

きちんとやりましょうということで、新しい制度がこれから５年間始まるわけであり

ますが、集落としましては３地区やってございます。面積につきましては、合計面積

しか手元にないのですが、水田で３０．７ヘクタール、草地で９．４ヘクタールが対

象ということになってございます。 

〇委員長（向井孝一君） 村上君。 

〇８番（村上忠弘君） 当初予算でその５６０万円ほど見込んでいて、今回大幅に減額

になったということは、当初見込みより希望者が減ったという判断でよろしいのでし

ょうか。 

〇委員長（向井孝一君） 産業振興課長、川平君。 

〇産業振興課長（川平秀明君） 昨年度末からの、人・農地プランですとかいろいろな

話し合いの中で、この中山間直接支払につきましても何回か話し合いを持ちました。
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当初はもうちょっとやりたいというところが多かったので、当初は７０ヘクタールほ

ど見込んでおりましたが、実際にやれるというのがなくなってしまったということで

あります。 

〇委員長（向井孝一君） 他にありませんか。 

  ないようですので、以上で産業振興課の質疑を終わります。 

  次に、国営農地再編推進室より説明願います。 

  国営農地再編推進室長、宮本君。 

〇国営農地再編推進室長（宮本 彰君） ご苦労様です。 

  国営農地再編推進室からは説明事項１件、報告事項１件、以上２件でございますが、

説明にあたりましては、推進室住吉次長よりご説明申し上げます。 

〇委員長（向井孝一君） 国営農地再編推進室次長、住吉君。 

〇国営農地再編推進室次長（住吉 淳君） お疲れ様です。 

  それでは、私の方から説明させていただきます。 

  まず説明事項、平成２７年度一般会計補正予算第６号の概要について説明させてい

ただきます。 

  １ページをお開きください。 

  まず歳入です。 

  １４款道支出金、３項委託金、３目農林水産業費委託金で２４４万４，０００円の

減額は換地事業委託金の減額になります。これにつきましては業務量の変更による減

額となっております。 

  次に、歳出です。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、７目国営農地再編整備事業推進費１８５万２，０

００円の減額は、７節賃金で３０万８，０００円の減額、臨時事務員賃金の減額で６

月、７月の２ヶ月間において退職により１名減となっていたものが原因となっており

ます。１３節委託料で１５４万４，０００円の減額は、換地計画原案等作成業務委託

金で、換地原案等に係る面積の減によって執行残という形で入札も終わっている状況

となっております。 

  次に報告事項、国営緊急農地再編整備事業の進捗状況についてということで２ペー

ジをお開きください。 

  ２７年１１月３０日現在の建設工事、それと３ページには各委託業務の進捗状況を

記載しております。 

  建設工事につきましては、早期発注とともに９月以降も天気に恵まれたこともあり

まして、４工区とも順調に進んでいる状況です。 

  また、３ページ目の中段以降に記載されています委託業務等につきましては今金北

地区に係る業務で、９月以降に６本発注されております。 

  各業務に係る進捗率等につきましては、のちほどご覧いただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  次のページをお開きください。 
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  平成２７年度の今金北地区に係る設計業務の発注状況となっております。 

  ①が豊受工区３７ヘクタールで、株式会社アルト技研。隣の③ですが、田代北工区

ということで２６ヘクタール、アルスマエヤ株式会社。その下にありますが②で田代

東工区３１ヘクタールでサンスイコンサルタント株式会社。最後に田代工区というこ

とで３０ヘクタール、株式会社アルト技研の方で落札がされております。 

  また、豊受工区につきましては、１０月２１日と１１月２５日に２回、地域受益者

との打合せを実施しております。残りの３工区につきましては１１月１０日に１回目

を実施し、あす１２月１０日及び１５日に２回目の地域打合せを実施する予定となっ

ております。 

  なお、地域打合せにつきましては、今後あと３回ほど予定しているところでありま

す。 

  次のページをご覧ください。 

  今金北地区における田代・稲穂工区に係る換地業務ですが、９月開催の委員会にお

いて説明いたしましたとおり、青い枠で囲まれたエリアが対象地域となっております。

本年度の業務は従前図調整、従前地再調査等の６項目を予定しており、１０月１３日

に第１回目の換地委員会を開催し、次のページになりますが１１名の委員に委嘱をし、

委員長・副委員長を決定し、現在まで３回の委員会を開催しているところです。 

  また１２月４日には、札幌市で開催されました委員の研修会に全委員に参加いただ

き実施しております。 

  以上で、報告事項の説明を終わらせていただきます。 

〇委員長（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。 

  ないようですので、以上で国営農地再編推進室の質疑を終わります。 

  次に、農業委員会より説明願います。 

  農業委員会事務局長、勝山君。 

〇農業委員会事務局長（勝山英敏君） よろしくお願いいたします。 

  それでは私の方から説明事項１件、報告事項２件について説明をさせていただきた

いと思います。 

  １ページをご覧いただきたいと思います。 

  平成２７年度一般会計第６号の概要についてでございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費で２７万９，０００円の追加は、

１節報酬で１６万４，０００円の追加でございます。右側に説明を書いております、

農地利用状況調査員報酬ということでございまして、実は９月の定例会のときにこの

部分については農業委員会交付金の対象になるということで、歳入の方の増額の提出

をいたしまして承認をいただいたところですが、同時に歳出の方もこの分を報酬とし

て盛らなければなかった部分につきまして失念をしておりまして、今回改めて提出を

させていただきました。今後このようなことのないよう気を付けたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。４節共済費におきまして１１万５，０００円の追
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加につきましては、共済組合負担金でございまして、制度改正による追加でございま

す。 

  次のページをお願いいたします。 

  報告事項でございます。 

  贈与税納税猶予（生前一括贈与）の実態についてということで、１１月末現在につ

いてご報告をさせていただきたいと思います。 

  左側でございますが、１．対象者関係ということで、対象者数が２７名です。前回

の同時期に比べますと、４名の減となっております。受贈者の最高齢が７２歳、最低

が５２歳、贈与者の最高年齢で１０２歳、最低で８１歳という状況になってございま

す。 

  ２の金額関係につきましては、納税猶予額の総額で４，７４１万５，０００円、最

高額で５８５万５，０００円、最低で６万８，０００円となっております。 

  ３の面積関係につきましては、納税猶予総面積で２２８ヘクタール、最大の部分で

１７．３ヘクタール、平均で８．４ヘクタールとなっております。 

  ４の経過年数でございますが、最大経過年数で３７年、最少で１５年ということで、

平均で２５年４ヶ月というふうになります。 

  この制度につきましては昭和５２年から平成１４年までということで、主に農家の

方々に利用していただいたものでございます。 

  右側の部分につきましては納税猶予の税額の金額ごとの件数、面積、年齢というこ

とで区分けして載せておりますので、のちほどご覧いただきたいと思います。 

  続きまして２の相続時精算課税制度の実態についてでございます。 

  これも１１月末現在ということで、先ほどの生前一括贈与のあと、平成１５年から

こちらの方の制度を活用していただいているものでございます。 

  平成２７年の一番下段につきましてはゼロということで、１１月末ではこの制度を

使っている方はまだおりませんが、現在のところ１２月に１件申し出があるというこ

とで、そういう状況になってございます。トータルでは２７件ということで、田・畑

のトータルで面積を載せております。 

  この制度の要件につきましては、一番下に平成２７年１月からの一部制度改正がご

ざいまして、この相続時精算課税の対象の要件が若干変わっています。要件等の２つ

目でアンダーラインを引いておりますが、贈与者が６０歳以上の者というふうになっ

ておりますが、以前は６５歳ということでした。これが６０歳に引き下げられたとい

うことになります。また３つ目でございますが、受贈者が２０歳以上の者、推定相続

人ということでいままでありましたが、それに新たに孫ということが追加されたとい

うことで、拡大されたところであります。その下の贈与財産の価格から控除される額

につきましては同じで２，５００万円でございます。 

  直接これの部分とは関係ありませんが、状況としてたまたま後継者移譲の関係も１

２月をもってやる関係を受け付けております。今年の部分につきましてはたまたま対

象者が多く、いま現在８件の方々のすべて後継者への経営移譲ということで、現在進



- 14 - 

 

めている状況でございます。 

  以上、農業委員会からの説明と報告を終わらせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

〇委員長（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。 

  ないようですので、以上で農業委員会の説明を終わります。 

  次に、公営施設課より説明願います。 

  公営施設課長、安達君。 

〇公営施設課長（安達雄一君） お疲れ様です。 

  公営施設課所管は説明事項３件と報告事項１件についてであります。 

  説明は小西補佐の方からさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） 公営施設課長補佐、小西君。 

〇公営施設課長補佐（小西康友君） お疲れ様です。 

  それでは私の方から資料に基づいてご説明いたします。 

  １ページをお開きください。 

  説明事項１、平成２７年度一般会計補正予算第６号の概要についてご説明いたしま

す。 

  浄化槽対策についてであります。 

  歳出において、４款衛生費、７目浄化槽対策推進費は財源補正であります。 

  次に、し尿処理についてであります。 

  歳出において、４款衛生費、１目し尿じん芥処理費３０万円の減額は委託料で、１

０月末までの実績精査と今後の見込みにより、し尿収集運搬業務委託料を減額するも

のであります。 

  ２ページをお開きください。 

  肥培用水施設についてであります。 

  歳出において、６款農林水産業費、５目肥培用水施設管理費で２０万円の減額は需

用費で、１０月末までの実績精査と今後の見込みにより、光熱水費を減額するもので

あります。 

  次に、土木費についてであります。 

  歳入において、１３款国庫支出金、３目土木費国庫補助金で４，９６６万４，００

０円の減額は道路橋りょう費補助金で、国費要望額が確定したことによる社会資本整

備総合交付金の減額であります。 

  ３ページをご覧ください。 

  同じく土木費についてでありますが、歳出において、８款土木費、１目道路維持費

で４３６万円の減額は、需用費で今金橋架替工事に伴い車両通行量が増加した田代通

線外のカーブミラー及び注意喚起看板設置修繕のため修繕料２００万円の追加、委託

料で執行残により１７２万２，０００円の減額、工事請負費で町道防塵処理工事外３

工事の執行残と増額設計変更により５７万８，０００円の減額、備品購入費で雪寒機
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械及び維持車両購入の執行残により４０６万円の減額によるものであります。２目道

路新設改良費で７，２９５万９，０００円の減額は使用料及び賃借料で、執行残によ

り電算システム使用料１１万７，０００円の減額、工事請負費で額の確定により中央

通線交付金工事で２，８５０万円、神丘１０号線交付金工事で４，４８０万３，００

０円のそれぞれ減額、増額設計変更により中央通線防犯灯交付金工事で４６万１，０

００円の追加によるものであります。 

  ４ページをお開きください。 

  ３目橋りょう維持費で１２万円の追加は需用費で、１０月末までの実績精査と今後

の見込みにより、光熱水費を追加するものであります。５項住宅費、２目住宅建設費

で１３万円の減額は委託料で、執行残による公営住宅等長寿命化計画作成業務委託料

の減額であります。 

  ５ページをご覧ください。 

  ３ページの道路維持費で説明いたしました、田代通線外のカーブミラー及び注意喚

起看板等の設置修繕箇所図であります。 

  図の①と⑧は仮歩道橋手前に「速度落せ走行注意」の看板を設置。②と⑦には田代

通線との交差点の安全対策のため、手前から「速度落せ走行注意」、「交差点注意」の

看板を設置し、既存の「止まれ」の標識の取替とカーブミラーをそれぞれ設置。③と

⑥には手前から「交差点注意」の看板を設置して、③には「止まれ」の標識が現在な

いため、「止まれ」の看板を設置。⑥につきましては既存の「止まれ」の標識を取替

しカーブミラーをそれぞれ設置。④と⑤につきましては坂道のスリップ対策のため砂

箱の設置と、田代橋での対向車との交差注意喚起のため、「幅員減少走行注意」の看

板の設置を予定しております。 

  また、カーブミラーは築堤線側から田代線の通行車両確認のため設置するものであ

ります。 

  また迂回路となる田代通線と利別大橋線の冬期間につきましては、降雪や気温変化

など天候状況による除雪や融雪剤の散布など、対応の強化に努めて参ります。 

  ６ページをお開きください。 

  説明事項の２、平成２７年度簡易水道事業特別会計補正予算第３号の概要について

ご説明いたします。 

  歳出において、１款総務費、１目一般管理費で５８万２，０００円の追加は、共済

費で１８万２，０００円の追加、公債費で税率の上昇により消費税４０万円の追加に

よるものであります。２款維持費、１目簡易水道施設維持管理費で５７万２，０００

円の減額は需用費で、１０月末までの実績と今後の見込みにより、光熱水費８０万円、

財源調整により修繕費１７万３，０００円のそれぞれ追加、委託料で今後の見込みに

より清掃業務委託料４０万円、執行残でメーター器取替業務委託料３４万５，０００

円のそれぞれ減額、原材料費で実績と今後の見込みによりメーター器外で８０万円の

減額によるものであります。 

  ７ページをご覧ください。 
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  説明事項の３、平成２７年度公共下水道事業特別会計補正予算第３号の概要につい

てご説明いたします。 

  歳入において、１款分担金及び負担金、１目下水道事業受益者負担金で９万円の追

加は公共下水道事業受益者負担金で、実績によるものであります。２款使用料及び手

数料、１項使用料、１目下水道使用料で１５０万円の追加は、実績と今後の見込みに

よる下水道使用料の追加であります。３款国庫支出金、１目国庫補助金で３５万１，

０００円の減額は額の確定によるものであります。 

  ８ページをお開きください。 

  歳出において、１款総務費、１目一般管理費で２８１万４，０００円の追加は公債

費で、税率の上昇による消費税２８０万円の追加が主なものであります。２款維持費、

２目処理場維持管理費で８６万６，０００円の減額は需用費で、１０月末までの実績

と今後の見込みにより、光熱水費を減額するものであります。３款建設費、１目公共

下水道事業費で７０万１，０００円の減額は委託料で、執行残による今金浄化センタ

ー外長寿命化計画策定業務委託料の減額であります。 

  ９ページをご覧ください。 

  報告事項の１、建設工事等の進捗状況についてご説明いたします。 

  建設工事についてであります。 

  資料上段の中央通線交付金工事から仮設資材庫設置工事までは予定通り工事を完

了しております。 

  豊田橋長寿命化修繕交付金工事（その２）につきましては、１０月２３日に入札が

執行され外山建設株式会社が落札。１０月２８日に着手して資材製作等の手配を行っ

ており、１１月３０日現在の進捗率は１０％となっております。 

  取水口水位調整ブロック設置撤去工事につきましては、１２月１日からの流雪溝運

用開始に備えた水位調整ブロック設置が完了したため、進捗率５０％となっておりま

す。 

  青木線・金又線外防雪柵設置撤去工事外４工事の仮設型防雪柵設置工事は、１１月

３０日現在の進捗率は１０％となっておりますが、来週末には設置完了いたしたく作

業を進めております。 

  なお、現在施行中の工事につきましては、引き続き安全管理・工程管理・品質管理

等を徹底し、無事故・無災害で工期内に完成するよう努めて参ります。 

  １０ページをお開きください。 

  委託業務の１１月３０日現在の進捗状況は、資料のとおりとなっております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（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。 

  ないようですので、以上で公営施設課の質疑を終わります。 

  この時計で３０分まで休憩いたします。 
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休憩 １４時２０分 

開議 １４時３０分 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  次に、教育委員会より説明願います。 

  始めに田中教育長からお願いいたします。 

  教育長、田中君。 

〇教育長（田中俊一君） ご苦労様でございます。 

  それでは、教育長報告をさせていただきます。 

  まずレジメの方でミスがございましたので、大変申し訳ありませんけども、６のと

ころでミスと書いてありますが、これはミセスです。若くはありませんでしたので、

大変申し訳ございません。 

  もう一つはウエディングのエを小さくしていただけないでしょうか。大変申し訳あ

りません。ずっと大きなエでやっていたのですが、局長から指摘がありました。そう

いうことで、申し訳ありません、訂正をいただきました。 

  それでは、まず１点目、インフルエンザ等の予防対策についてお話をさせていただ

きたいと思います。 

  今金中学校がスクールＩＣＴ、感染症対策に取り組んでいるところでございますけ

ども、５月から八雲総合病院吉田ドクターや、保健師の指導の下、生徒は感染症への

理解や手洗い実習と、先生方はまた感染症に関する研修を６回受けて参ってございま

す。本年度はインフルエンザ等流行の兆しはまだ報告がございませんが、これから本

会的な流行期を迎えて参りますので、手洗いうがいが一番の防御策と聞いております

ので、学校等には指導の徹底をお願いしているところでございます。 

  なお、９月から配置していただきました、健康教育推進アドバイザーについては、

学校・学童・子ども園等々の連絡を密にするよう指示しているところでございます。 

  また、学校の教職員のインフルエンザ予防接種対応につきましては、吉田先生の指

導もございましたので、校長会等を通じて接種のお願いをしてきたところでございま

す。 

  ２点目です。 

  小規模特認校の応募状況についてお話をいたします。 

  種川小学校は来年３月、６年生２名が卒業いたします。現在１３名の児童が１１名

になりますが、地元からの入学生が２名、学校地域ＰＴＡの皆さんの声掛けによりい

まのところ校区外から２名の児童の入学希望があります。 

  更に、ほぼ確定なのですが、もう１名が入学予定となり、計１６名でのスタートが

切れそうな状況であることをご報告申し上げます。 

  ３点目でございます。 

  平成２７年度学力学習状況調査の結果と公表についてでございます。 

  新聞の報道等でご存知のところとは思いますが、結果についての公表が全国・道と
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の比較の形でなされております。 

  町内の結果の公表につきましては、１１月の始め各学校の様式を統一いたしまして、

保護者へ送付をいたしたところでございます。 

  また、町内全体の傾向につきましては、別紙内容、１枚ものでお渡しさせていただ

いているかと思いますけども、町内の広報紙の中で紹介した次第でございます。あと

でまた読んでいただければと思います。 

  それから総合教育会議についてです。 

  総合教育会議が１１月１２日に開催されておりまして、次の２点について承認をい

ただいたところでございます。 

  新しい教育委員会制度に伴う町長部局との連携の一環でありますけども、まず１点

目です。 

  １点目は教育委員会事務所の所在地についてでございます。 

  新たなる総合体育館・図書館に併設移転する方向で建設計画を進めることについて

承認をいただいたことをご報告させていただきます。 

  もう１点は、種川小学校の小規模特認校制度についてでございますけども、更なる

推進について理解と承認をいただいたところです。 

  以上、ここまで総合教育会議について、ご報告をさせていただいております。 

  なお、５番目の体育館・図書館建設に関わっては先ほど副町長からもお話がござい

ましたけども、詳しくは合同委員会の中でお話をさせていただこうと思っております。 

  なお、１１月５日議会の皆様にも参加いただき、先進地、特に教育委員会が併設さ

れている施設の視察に行っていただき、貴重なご意見をいただきましたことに、心か

ら感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

  それから６点目です。 

  ミセスウェディングプロジェクトのその後ということでお話をいたしますが、１１

月１８日盛大にファッションショーが開催され、３００名近い皆さんにお越しいただ

き、感動を共有することができたわけでございますけども、その後というところで、

１２月１２日の土曜日１５時より、北翔大学で学生の作品発表会が行なわれます。も

ちろんこれはファッションショーの形になるのでございますけども、その発表の場に

今金町の出身者が招待を受け、８名の皆さんが参加することになりました。昨日最終

の打合せが行なわれたところです。せっかくの機会をいただいたものですから、楽し

んできていただきたいものと思っております。 

  ７点目、その他ですが、その他の項目はないのですけども、その他といたしまして、

報告とお礼を申し上げます。 

  まず１点目、給食センターボイラーの故障による給食の停止についてでございます。 

  １１月３０日、ボイラーの電源が入らず着火しない状況が発生いたしました。職員

が対応にあたったのですが、原因がわからず函館の業者の方に連絡をいたしました。

３０日当日はなんとか給食対応はできたのですが、業者到着が３時を越したというこ

とで、翌日分、１日分の対応が難しくなったため、１日の給食を停止したというもの
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でございます。 

  なお、学校には１日の給食停止の案内を配信してもらったところですし、また学校

からは１日の日は特段問題はなかったとの報告を受けてございます。 

  もう１点、これはお礼であります。 

  １１月２０日、今金小学校で公開研究会があり、議長様始め、議員の皆様４名の参

加をいただきました。また、教育委員の３名にも参加していただき、教育機器タブレ

ットを使った授業を見ていただくとともに、その後の研究討議にも参加をいただきま

した。誠にありがとうございました。 

  以上を申し上げて、教育長報告といたします。 

  失礼しました、表紙の方のとんでもない間違いが、いま副町長から指摘がありまし

た。２０１７は２０１５ですね。平成と西暦とがごっちゃになっていました。訂正し

てお詫びを申し上げます。 

〇委員長（向井孝一君） 次に、事務局より説明願います。 

  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） それでは、教育委員会から所管事項について申

し上げます。 

  教育委員会からは説明事項が１点。それから報告事項が９点となってございます。

それぞれ教育委員会事務局の所管に関する部分につきましては伊藤次長から、給食セ

ンターに関わる部分につきましては松村所長よりご説明を申し上げます。 

  なお、報告事項の補正予算の概要についての歳入でございますけども、目のところ

の金額が全体額が入ってございます。教育委員会所管以外の歳入予算も含まさって、

予算書に掲載されている額となっておりますので、説明にあたりましては、教育委員

会所管の金額を補足しながらご説明をしたいと思っておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） 教育委員会事務局次長、伊藤君。 

〇教育委員会事務局次長（伊藤靖徳君） よろしくお願いいたします。 

  それでは説明事項の、平成２７年度一般会計補正予算第６号の概要についてご説明

を申し上げます。 

  歳入の補正につきましては、制度改正に伴うものが多くなってございますので、始

めにそのご説明をさせていただきたいと思いますので、資料の６ページをご覧いただ

きたいと思います。 

  今年度から施行されました、子ども・子育て支援制度によりまして、補助金等につ

きましても名称及び内容等について一覧のとおりでございますが、改正されたところ

でございます。補助金の要項等が国・道におきまして、１０月に入りましてから補助

要綱が示されたということで、今回補正をしようとするものでございますのでご理解

を賜りたいと思います。大きく変わった部分では、へき地保育所の運営に係る補助金

の部分で、これまでへき地保育所の運営に係る経費に対して、国費で４００万円、道

費で２００万円を限度にということで補助金ということでいただいていたところで
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ございますが、これが新制度によりまして認定こども園などと同様に子ども一人ひと

り、児童一人ひとりの法定価格の積み上げに対し、国が２分の１、道が４分の１とい

うことで、給付費ということで受けることに変更されております。補助金の総額では、

改正前とほぼ同額になるというような、現在の見込みでおります。 

  制度改正に係る部分での説明ということで以上でございます。 

  ２ページにお戻りをいただきたいと思います。 

  改めまして歳入になります。 

  １１款、分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、２節児童福祉費負担

金で６１万４，０００円の減額は学童保育所保育料で、入所児童の減少によるもので

ございます。１３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２節児童

福祉費負担金で４４１万５，０００円の追加は、入所児童の増加に伴います、認定こ

ども園いまかね施設給付費負担金２４３万５，０００円、制度改正に伴うへき地保育

所特例給付費負担金１９８万円のそれぞれ追加でございます。１３款、２項国庫補助

金、１目民生費国庫補助金、２節児童福祉費補助金で９５万７，０００円の減額は、

子育て支援対策事業費補助金５万円の減額、保育緊急確保事業補助金６７９万４，０

００円の減額、子ども・子育て支援体制整備事業費補助金１万円の追加、子ども・子

育て支援交付金５８７万７，０００円の追加で、それぞれ制度改正に伴うものでござ

います。１４款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、２節児童福祉費負担

金で２２０万８，０００円の追加は、入所児童の増加に伴う、認定こども園いまかね

施設給付費負担金１２１万８，０００円、制度改正に伴うへき地保育所特例給付費負

担金で９９万円それぞれ追加でございます。 

  ３ページをご覧願います。 

  １４款、２項道補助金、２目民生費道補助金、２節児童福祉費補助金で２４万３，

０００円の減額は、放課後児童対策事業補助金１８５万６，０００円の減額、保育緊

急確保事業補助金２７９万４，０００円の減額、子どものための教育・保育給付費補

助金４４０万７，０００円の追加で、こちらもそれぞれ制度改正に伴うものでござい

ます。１５款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金、１節利子及び配当

金で１，０００円の減額は、今金町文庫基金利子で見込みによる減額でございます。 

  続きまして歳出になります。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費で６万円の減額は給料で５万１，

０００円、退職手当等で９，０００円それぞれ減額で、へき地保育所の準職員の分の

実績によります減額でございます。２目学童保育所費で２０万９，０００円の追加は、

役務費の手数料で７，０００円、備品購入費で２０万２，０００円それぞれ追加で、

こちらは学童保育所の冷凍・冷蔵庫が老朽化によりまして、機能が低下し食品の保存

等にも支障をきたしているということで、この度更新をしようとするものでございま

す。５目就学前子育て支援施設支援費で５７３万５，０００円の追加は、認定こども

園いまかね施設給付費扶助費で、入所児童の増加によるものでございます。 

  資料７ページをご覧いただきたいと思います。 
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  認定こども園いまかね施設給付費の現時点でのこれまでの実績と、今後の見込みと

いうことで、大変細かい数字で見にくくて恐縮でございますが、表の下の方になりま

すが、小さい四角で囲まれている部分で、①認定こども園いまかね運営費計（Ａ）と

なっているところで、こちらがいま現在の見込みで、年間の運営費の見込みでござい

ます。１億４，６９９万５，０００円ということで、これからその下の②の国基準の

保育料の計４，５８９万４，０００円を差し引いた、１億１１０万１，０００円。こ

れに対しまして、国の負担２分の１で４，４８８万２，０００円、道の負担が４分の

１で２，２４４万１，０００円で、残りの町負担が３，３７７万８，０００円という

ことで見込んでおります。これに国基準の保育料の合計から実際に保護者にお支払い

をいただきます保育料の合計２，２９４万８，０００円を差し引いた分が、町の保育

料の軽減分となりまして、これが２，２９４万６，０００円、これをあわせた５，６

７２万４，０００円が町の負担の現在の見込みというふうになってございます。 

  ４ページにお戻り願いたいと思います。 

  １０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費で１８２万５，０００円の追加は、

職員手当等で１１７万１，０００円、共済費で６５万４，０００円それぞれ追加で、

実績と見込みによるものでございます。１０款、２項小学校費、１目学校管理費で２

万９，０００円の追加は、需用費で燃料費の単価値下げによります６５万の減額、修

繕料の種川小学校暖房機及び今金小学校の非常灯バッテリーの修繕によります４５

万７，０００円の追加、備品購入費で種川小学校暖房機の更新によります２２万２，

０００円の追加でございます。種川小学校の暖房機につきましては、今回の修繕更新

するものにつきましては、現在体育館に設置されているもので、体育館に６台設置さ

れておりますが、その内の２台に不具合が生じたということで、１台につきましては

まだ比較的新しい機種で修理が可能なのですが、もう１台につきましては設置から３

０年ほど経過しているということで、部品の供給がもうされないということでござい

ますので、今回更新をしようとしているものでございます。２目教育振興費で３９万

円の減額は、扶助費の要準用保護児童就学援助費２０万４，０００円、準用保護児童

給食費で１８万６，０００円のそれぞれ減額で、実績と見込みによるものでございま

す。１０款、３項中学校費、１目学校管理費で１８５万２，０００円の減額は、需用

費で燃料費の単価値下げによる２１０万円の減額、中学校ボイラーの修繕料２４万８，

０００円の追加でございます。 

  ５ページをご覧願います。 

  １０款、４項社会教育費、１目社会教育総務費で２７万円の減額は、報償費の成人

祭記念講演講師謝金で執行残の減額、備品購入費で管理用備品購入費でワイヤレスマ

イクシステムの入札による執行残２４万円の減額でございます。１０款、５項保健体

育費、２目体育施設費で１７１万７，０００円の追加は、需用費で総合体育館燃料費

の単価値下げに伴います９６万３，０００円の減額と、総合体育館トイレの改修によ

ります修繕料２６８万円の追加でございます。総合体育館のトイレにおきましては、

以前にもご指摘もあったところでございますが、トイレのにおいが館内に流れている
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と、以後これまで水の流れる回数ですとか、換気の仕方など管理上で工夫できるとこ

ろはいろいろと工夫をしまして、以前よりは幾分解消されているかなというふうに思

っておりますが、根本的な解消には至っておりませんので、利用される方々には不快

感をまだ与えているのではないかということで、においの発生源となっております１

階の男子トイレを主に改修しようというふうに考えております。また更に女子トイレ

におきましても一部ではございますが、洋式化も図りながら利用者の方々が少しでも

快適に使っていただけるようにということで、現在改修の方を考えているところでご

ざいます。 

  ３目学校給食費につきましては、のちほど給食センター所長より説明をいたします。 

  続いて報告事項になります。 

  ８ページをお願いいたします。 

  平成２７年度の学校別児童生徒数、学童保育所・子ども発達支援センター利用者数

でございます。 

  小学校・中学校につきましては９月の報告から移動等ございません。 

  学童保育所につきましては、９月の報告以降４名退所しておりまして、現在６２名

で運営をしているところでございます。 

  子ども発達支援センターにつきましては、発達支援センター事業で１７名ほど前回

の報告から増えておりますが、せたな町で１５名ということで、主にせたな町の利用

者が増えている状況になってございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  認定こども園の入園状況（１２月１日現在）ということです。 

  前回の報告から、合計で１５名増ということで、１２月１日現在で１５０名の入所

ということになっております。定員１２５名に対して現在１２０％ということで、非

常に多い利用というふうになってございます。 

  １０ページをお願いいたします。 

  へき地保育所の状況でございますが、１１月３０日現在となってございますが、今

年度の運営につきましても１１月３０日、種川へき地保育所、鈴金へき地保育所共に

１１月３０日をもちまして閉所ということで、無事運営を終了しているところでござ

います。 

  １１ページをお願いいたします。 

  世代間交流事業ということで、ミセスウェディングドレスプロジェクトの報告でご

ざいます。 

  先ほど、教育長の方からのご報告にもありましたとおりでございますが、こちらは

当日の部分の報告になります。参加者ということでは、約３００名ということで、当

日会場には立ち見も入れまして会場の方は満員というような状況で、多くの方々にご

来場いただいたということになってございます。 

  １２ページをお願いいたします。 

  土曜日の教育活動推進プランモデル事業ということで、今年度の予定一覧となって



- 23 - 

 

おります。これまで６番目のいまかね図書まつりまでが終了していることとなってご

ざいます。今後１２月のクリスマスお話会以降、あと４回のプログラムが予定されて

いるところでございます。 

  １３ページには図書まつりの報告書ということで付けております。 

  第１２回を今年度迎えた図書まつりでございますが、今年はいまかね絵本の誕生か

ら５周年ということで、普及委員会の皆様とも協力をいたしまして、イラストレータ

ーをゲストとして招いた絵本の原画展もあわせて開催されております。 

  １４ページをお願いいたします。 

  今金ふるさと塾の年間計画ということでございます。 

  こちらもまだ１月以降プログラムの方が予定されております。こちらの方はお目通

しをいただければと思います。 

  １５ページをお願いいたします。 

  秋のヘルシーウォーキングということで、今金町の教育週間の関連事業と位置付け

もされて、例年行っている事業でございます。 

  近年、参加者が減少傾向にあったところでございますが、今年度は新たに今金町人

流創生プロジェクト、札幌国際大学の協力もいただきながら、新しい取り組みなども

行いまして、参加者について前年の２倍以上ということで、今回は渡島の方から、特

に八雲町からの参加者も非常に多かったというふうになっております。 

  また、八雲町の団体と今金町の団体の交流ですとか、新しいつながりができたとい

う機会になったというふうに思っております。 

  １６ページには、秋の体力テスト会、スポーツ研修会ということで報告書を付けて

おりますが、体力テストにつきましても春と秋の年２回例年開催しております。 

  秋につきましては春の実施から団員の体力がどのくらい向上したかと測定する機

会となっているところでございます。 

  また、秋には例年でございますが、講師を招いたスポーツ研修会ということで開催

をしておりますが、今年度につきましてはダンストレーナーを招いた研修会というこ

とで開催をしております。 

  私の方からは以上になります。 

〇委員長（向井孝一君） 給食センター所長、松村君。 

〇給食センター所長（松村康弘君） ５ページをご覧ください。 

  １０款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費３８万６，０００円の減額は、賃

金で２７万９，０００円の追加は、４月から１名減の６人体制になり、パート職員を

常勤にしたことにより賃金が増えたものです。需用費の燃料費は単価の値下げによる

ものです。 

  続きまして報告事項の方になりますが、１７ページをご覧ください。 

  平成２７年度ふるさとの恵みとほほえみに感謝する日事業報告となっております。 

  今回は１１月１９日に開催しまして、昨年と違うのは下の方に写真がありますが、

種小と種川へき地保育所が合同で給食をとっております。 
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  以上、私からの報告を終わります。 

〇委員長（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。 

  上村君。 

〇１１番（上村義雄君） 図書まつり、親子映画鑑賞事業等で毎年映画鑑賞もやってお

られるようでございますけれども、これは１つの提案でございます。 

  先日、山田洋二監督の戦争の部分の素晴らしい、戦争の体験を次の世代に、また次

の世代に、要するに戦争を起こさないという意識の、戦争を知らない子ども達にどう

伝えるかということでの、山田洋二監督の母と暮らせばという映画が公開されて、今

度はあることになると思うのですけども、ただそういう映画を、こういう親子映画鑑

賞とかそういうのに、そういう映画を招致できる部分があれば、やはり若い小学校・

中学校そういう子ども達に本当に、私は戦前といっても、戦中の１８年生まれですか

ら、本当の戦争の体験というのはわかりませんし、その戦後の苦しい時代というのは

わかりますけども、そういう状況がありますので、やはり本当の戦争の恐ろしさ、ま

た戦争をしてはならないということを、今回、山田洋二監督にしては最後とはいわな

いけども、最後に近いこの戦争の部分をなんとか後世に伝えたいという思いで、母と

暮らせばという映画をつくったようでございます。ですから、そういう平和を本当に

愛すると、平和を絶対、戦争を起こしてはならないというその意識を植え付けるのに

は、小さい時からのそういう映画によって植えつけていけれるそういう部分があるの

ではないかなという感じが受けます。 

  テレビ等でみた高校生、大学生なんかのあれでいくと、試写会でやっているようで

ございますけども、その大学生は、自分たちが何ができるかということをその学校の

中でもって研究しあうということも、実際に今度は自分たちの行動に移す姿が見えら

れてきているのかなというふうに受けますので、もしこういう親子映画鑑賞等でのそ

ういういい映画を招致できる部分があれば、検討していただきたいと思いますがいか

がですか。 

〇委員長（向井孝一君） 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） それではお答えをいたします。 

  いま委員の方から提案されたものにつきましては、非常に大切なことというふうに

我々も認識しております。いままでも社会教育事業やあるいは学校の中等で、いろい

ろな子ども達への教育というところには十分に配慮してきているつもりでございま

す。来年度以降も様々な形で子ども達へ勉強の機会を提供する事業も予定しておりま

すので、そういった戦争と言いますか、平和に対する意識付けだとか、そういった教

育ができる場面についても、映画という形がいいのかはわかりませんけども、幅広く

検討をしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

〇委員長（向井孝一君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） いま上村委員さんから非常にありがたい発言があったわけであ
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りますけども、まだ町内あるいは教育委員会、学校を含めたりして具体的な話をまだ

しておりませんけども、副町長と私の中では、毎年私も戦没者慰霊祭に参加させてい

ただきまして、その後に遺族会との様々な会議にも参加するわけであります。 

  私もいつもあいさつの中で、戦争を知らない世代でありますし、その辺の悲惨さ、

厳しさ、そして将来にどうつないでいくかというようなことについての課題を持って

いますという話をさせていただいております。 

  私自身は何度も身近に感じる、勉強・学習できるという機会の中では長崎なり広島

の原爆の施設等々を見学している経過があるわけでありますけども、できましたらい

まの平和教育ではありませんけども、そういうことを本当に身近に感じる、そして多

くの子ども達がこれからの後世に伝えていくという場面では考える必要があるねと

いう話をさせてもらっています。 

  具体的にどういうあり方かといいますと、ある自治体でやっておりますけども、私

はまだ小学生は早いのかなと思うのですけども、中学生レベルの中で、隔年ごとに長

崎がいいのか、広島がいいのか、私は隔年ごとがいいのかと思っているのですけども、

そういうところに派遣をしながら、子ども達が目の当たりにしてそのことの感想を多

くの子ども達に伝えながら、戦争のあり方、あるいは平和教育のあり方について考え

る機会を持ちたいねという話はしておりまして、いまありがたくお言葉をいただきま

したので、いまみたいな構想なんかも含めて、映画も含めてでありますけども、平和

教育についての様々な方向性についてこれから全庁体制で教育委員会含めて、考えて

いきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 先ほど教育長よりミセスウェディングの話がございました。 

  当日、私もちょうど町民センターの方にいたものだから、のぞかせていただいたわ

けですけども、非常に盛大でそして１１月３０日でしたか、ＮＨＫのテレビで取り上

げられて、大いに他のまちからも非常に注目をされたところでございますけども、打

合せ、仮縫い、本番と相当長い時間かかったわけでございまして、関係した方々に敬

意を表する次第でございます。 

  そこで、この趣旨からいきますと、いわゆるつくる喜び、受け取ると書いています

けども、このモデルさんが着たドレスというのは、どういうふうになるのか、わかっ

ていたらお知らせ願いたいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 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） いまご質問の部分でございますけども、ウェデ

ィングドレス自体は学校の方で保管しているということで、ご本人には寄贈されてお

りません。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） なかなか結構高価なものだと思うのですけども、できれば学校

側と交渉して１着でもいいから町民センターの方でも寄贈してもらうようなふうに
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していただければなと思いますけども、その辺は相手があることですから、これから

一つ交渉してみていただきたいと思います。 

  それから、非常に盛大に終わったわけですけども、参加した方あるいは見た方も相

当お喜びになったわけですので、なんとかこの事業そのものが一過性で終わることな

く、せめて毎年というわけにいかないでしょうけども、何年かにいっぺんにまたこの

地でやっていただければと思うのですけども、その辺はいかがですか。 

〇委員長（向井孝一君） 教育長、田中君。 

〇教育長（田中俊一君） 私どももその辺につきましては、いろいろと話を進めている

といいますか、どうしたものかということで、皆で協議しているところでございます

けども、いま委員さんがお話しましたとおり、毎年というわけにはちょっと大変なこ

とかと思います。それと大学の事情もございます。そういうことでこれからにつきま

してはまた大学の先生方とも協議させていただきながら、今後どうするかについてま

た相談をして、また皆さんの知恵を借りながら、そういうものも含めて今後また考え

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） 次に、この学力テストの公表結果についてお訊ねしておきたい

と思います。 

  なかなかあまり詳しい中身までは公表されていないものですから、どうしても我々

は推測で話をするよりしかたないわけですけども、その年、その年によって子ども達

の平均の点数というのは変動があるのでしょうけども、いつも出てくる答えからいく

と毎年同じような指摘がされているにも関わらず、あまり伸びていかないということ

が見受けられるわけでございまして、これは秋田県辺りは相当点数が全国よりも上な

わけでして、これはもうどこの町村も、秋田県内の町村の小中学校というのは競い合

って伸ばしていっているようなのでね、北海道の場合は全道の点数がそんなに高くな

いわけですから、そこまで悲観的にみる必要もないかもわからないけども、やはりこ

の辺で今金も新たな視点に立ってもう一度取り組んでいく必要があるのでないかと

思うのですよね。これはなかなか学校だけでできる問題でない、家庭の教育そのもの

もやはり大きく影響してくるわけですから、ＰＴＡ辺りもその辺のところは十分に理

解し、それなりの研修会等を開いて勉強しているのでしょうけども、ちょっとやはり

ここに出てきた数字なんかをみても、勉強している時間だとか、ゲームをしている時

間だとかというのを、どうも我々の受け止めているあれとは若干違うような数字が出

てきているものですから、その点なんかも含めてやはりもうちょっと今度は家庭の学

力向上に対する研修等についても、もう一度見直していく必要があるのでないかと思

いますけども、その辺はいかがですか。 

〇委員長（向井孝一君） 教育長、田中君。 

〇教育長（田中俊一君） ご指摘ありましたことについてお答えをしたいと思います。 

  まず１点は、そこには表れてこないのですけども、中学校の状況について、ちょっ

とお話をしたいと思います。 
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  まず、檜山管内は全国レベルであります。全道ではなくて、全国レベルであります。

それから今金中学校も今回は非常に成績が良かったです。理科も今年は入ったのです

けども、理科も入れて５つの項目があるのですが、国語のＡ・Ｂ、数学のＡ・Ｂ、理

科と５つあるのですけども、その内の４つまでが全国を超したということで非常に高

い点数を上げてございました。そういうことで、委員さん指摘のように波があります。

その年によって波があります。例えばですけども、小さい学校でしたら、点数の高い

子どもが休んでしまうとがっぱり平均点が低くなるという悲しいような状況がある

のですけども、それはさておいてもできるだけ、そういう波がないような、毎年の差

がないような、そういう指導を心掛けていただきたいということで、例えばいま今金

小学校さんの方では、学習のスタンダードというものを設けております。全校の先生

方が子ども達に対して、どの学年もこういうことを指導の中に含めましょう。そして

そういう波がないような指導を続けませんか。ノート指導もそうです、黒板の板書の

仕方もそうですというふうに、そういうスタンダードを設けながら指導をしましょう

と、１つの例を挙げながらやっているところがあります。ご指摘のとおりいろいろな

形で先生方研修しているのですけども、その研修の中で特に小学校さんは今年公開し

たのは、機器を使った、ＩＣＴを使ったということで、それを使うことでどう効果が

上がるか。ただし、これはＩＣＴを使ったから効果はたしかにあるのかもしれないが、

それ以前に先生方の授業技術が改善されなければ、そのＩＣＴを使ったとしても本来

の子ども達の成績にはつながっていかないという状況がありますので、その辺につき

ましても今後に向けて、先生方の研修の活発化、それから先生たちの技量の底上げを

図って参りたい、そんなふうに思ってございます。 

  それと秋田の指摘がございました。秋田が高いというのは、これは何月でしょうか。

１０月だったかと思うのですけども、秋田の学校の先生が南ヶ丘小学校に講師で参り

ました。これは新聞を使った関係の授業の紹介も含めてのことでございましたけども、

秋田は非常に新聞を使った教育をやっております。つまり読むということ、使うとい

うこと、それによって効果的な子ども達への指導の積み重ねがずっと続いているとい

う報告をして参った先生がございます。そういうことで、私も今後に向けては町内の

先生方にもそういうことを紹介しながら、先ほども申し上げましたように先生方の力

量の底上げをして参りたい、そんなふうに考えておりますので、よろしくお願いをし

たいと思います。 

〇委員長（向井孝一君） 徳田君。 

〇６番（徳田栄邦君） いま仰ったように、中学校はいいのですよね。小学校が低い。

いまあちこちの地域で小中一貫校ということが非常に話題になって、実際に取り組ん

でいるところもあるのですけども、この小学校が低くて中学校が平均より上だという、

ここのギャップというのですかね。学年が書いてありませんから、中学校１年生あた

りは、小学校から上がって慣れないせいもあるものだから一時的に下がるというよう

なことも言われているのでね、そういうことを含めて小中一貫校という話し合いも出

てきていると思うのですけども、この小中一貫校に関しては教育長はどのようなお考
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えをお持ちかおたずねします。 

〇委員長（向井孝一君） 教育長、田中君。 

〇教育長（田中俊一君） ありがとうございます。 

  それではお答えをいたしたいと思いますが、まず１点目、いまの中学生なのですけ

ども、いまの中学１年生は、去年はそれこそ全国をオーバーしていた年の小学校時代

です。先ほど言いましたように波があるということでお話をさせていただいたのです

が、やはり先生の力量もあるかと思うのですね。若い先生が担任した場合というのは

どうしても低くなる傾向がございます。ですから、なおのことその辺を全校的な体制

の中で指導していかなければならないということもありますけども、単に全部小学校

が成績が低いというわけではございませんので、その辺はご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

  それからもう１点、小中一貫ですけども、実は私は江差にいたときは小中一貫の、

江差町内でそれを立ち上げに参画したと言いますか、指導してきた者の一人ですけど

も、実は小中一貫はあくまでもこれは小中一貫を続けるのが狙いではなくて、最終的

には成績向上・学力向上です。一貫をすることで学力が高まる。これは間違いありま

せん。いま江差北小中の学力は高いです。全国レベル以上、小も中も全国レベル以上

です。でもこれをやるには非常に時間がかかります。小学校の先生と中学校の先生の

温度差があるとそれはなかなかできないような状況にありますけども、今すぐという

わけにはいかないかもしれませんけれども、私の中では小中一貫がどこかの時点で必

要ではないかと。先ほども申し上げましたように、中１ギャップというのがあります。

中１ギャップは中学校に小学生が行ったときに、ギャップを感じてなかなか中学校に

馴染めないという子ども達も出てくるわけですので、その辺も含めてそのギャップを

できるだけなくすような指導も含めて、学びの連続、それから生徒指導の連続も含め

たことを、今後は考えていかなくてはいけないと思うのですが、現にもうやっている

ことも今金の場合はあります。中学校の先生が小学校に来る。小学校の先生が中学校

の授業に行く。こういう交流なんかもありますし、町教研の中ではそういうことも話

題にしながらやっていることもありますので、それをどう束ねながら、先生方の理解

を得ながらそれを進めていくかというのは今後の課題かなというふうに思っていま

す。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（向井孝一君） 他にございませんか。 

  ないようですので、以上で教育委員会の質疑を終わります。 

  以上で、各課からの説明が終わりました。 

  全体を通して委員の皆さんから何かございませんか。 

  それでは、次に合同委員会での説明が必要な案件について確認いたします。 

  委員から何かございませんか。 

  次に、理事者から。 

  副町長、中島君。 

〇副町長（中島光弘君） 冒頭お願いをいたしましたけれども、教育委員会が所管をい
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たします報告事項ということで、総合体育館・図書館建設に係る進捗状況について、

合同委員会の中で報告事項としてご配慮を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いたします。 

〇委員長（向井孝一君） ただいま、副町長から説明がありました、合同委員会で説明

が必要な案件につきましては、本常任委員会所管では報告事項の今金町総合体育館・

図書館建設についての進捗状況についての１件となります。この件について、議会運

営委員会に合同委員会開催の申入れをすること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） 

〇委員長（向井孝一君） ご異議がないので、そのようにいたします。 

  他にありませんか。 

  以上で、各課説明事項についてを終わります。 

  理事者の皆さんには、ご出席をありがとうございました。 

  ３時半まで休憩いたします。 

 

休憩 １５時１９分 

開議 １５時３１分 

 

〇委員長（向井孝一君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  これより平成２７年度所管事務調査についてを議題といたします。 

  ないようについては、局長より説明いたさせます。 

  局長、成田君。 

〇議会事務局長（成田光康君） 所管事務調査につきましては、１１月２６日に第３回

目のまとめを行ったところであります。 

  委員会調査報告の最終案として、一部修正したものをお手元に配布しております。 

  朱書き部分が修正した部分となりますが、前回特に修正等のご意見がございません

でしたので、３ページ目後段の学童保育所の児童数のみ１２月１日現在の６２名に修

正しております。修正箇所は以上です。 

〇委員長（向井孝一君） 説明が終わりました。 

  何かご意見ございますか。 

  ないようですので、以上の内容で委員会報告を提出したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇委員長（向井孝一君） ご異議がないので、そのようにいたします。 

  その他で何かございませんか。 

  それでは、私から議会運営委員会で協議を進めている内容について、委員の皆様に

ご報告いたします。 

  実は、総合体育館・図書館建設について、本定例会におきまして特別委員会を設置
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し調査を行うということで、議長発議での特別委員会設置をするということになって

おります。 

  内容については私の方から申し上げることもないのですけども、要するに、いま建

設委員会がどういう議論をして、最終的にどの程度の予算になるかというものはまだ

何も説明はないままきていますので、議会としてそれに対するチェック機能を持つべ

きだという議運の中での意見もありましたので、議長発議の方で特別委員会の設置を

ということであります。これは、可否をするべきことではございませんので、内容の

方だけ報告をさせていただきます。 

  それから、１７日の農業委員の皆さんとの懇談会なのですが、目的は農業センター

構想で、先月北陸３県のセンター、法人３つとセンター２つ行政視察をして参りまし

た。その中で、今金町として類似してやるということはかなり課題が多すぎるのだけ

ども、委員会としては、例えば農業センター事務局なるものを土地改良区だとか、そ

ういう総合的な施設が欲しいというような思いもあって、議員の皆さんにもその思い

を伝えたいということからの発想です。 

  一部、向こうに行った場合には、そこに従事している職員というのは、行政からと

農協から派遣されて運営しているのですね。ですからそのことも踏まえながら、理事

者に対してどう提言していくかということで、所管である我々の委員の皆さんに説明

と意見をお聞かせいただきたいという目的で始まった内容でございますので、１つご

理解をいただきたいと思います。 

  加藤君。 

〇４番（加藤三明君） その件について、ちょっと確認したいのですけども、いま委員

長の話からいったら、要請はあくまでも農業委員会の方でというような捉え方をいた

のですけども、それでいいのですね。 

  それで、いま農協というのも入れましたら、農協の団体の代表は誰かというのは別

にしまして。 

〇委員長（向井孝一君） 農業委員の中には専務も入っていますので。 

〇４番（加藤三明君） 専務。わかりました。 

〇６番（徳田栄邦君） いまのセンター構想については、前に一度前期の委員会で提言

という形で町長の方に、農業センター構想というものについて提言書を出しているの

ですよ。だから、この辺のところのときには、農協の役員との話し合いもしたし、そ

れから農業委員会とも話し合いを持っていますのでね、その延長でやるのであれば何

もならないので、その辺のところを気を付けて、前の提言の後押しをするような形の

ものでなければ、同じような形のものを出したってしょうがないと思いますのでね、

委員長１回前の出したやつがあると思いますから、それをよく読んであれしておいて

くれませんか。 

〇委員長（向井孝一君） わかりました。 

  それからもう１点、教育委員の方からも我々の所管に対して懇談会の申入れがござ

います。その目的というのはまだはっきりしないのだけども、委員長代理の田中さん
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の方からやってほしいという要請がありました。日程的にもう１２月は無理ですよと

いうことでお断りをしていますが、年明け３月までのあいだにできれば、先ほど徳田

さんが質問していた教育関係の内容だとか、いろいろなものがあると思うのですよね。

それらを踏まえて１回懇談会をしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

〇４番（加藤三明君） それはあれですか。我々のいまの産業の委員だけですか。議員

全員ですか。 

〇委員長（向井孝一君） 所管ですから。 

〇４番（加藤三明君） 所管の。そしたらこのあれですね。 

〇委員長（向井孝一君）その他で委員の皆さんからはありませんか。 

  なければ本日の委員会はこれをもちまして閉会といたします。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

閉会 １５時４５分 
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