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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２７年第２回今金町議会定例会を開会いたし

ます。

◎開議の宣告

〇議長（村瀬 広君） これより、本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（村瀬 広君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の署名議員には、加藤君、向井君を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から１６日までの２日間といたしたいのでありますが、

これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、以上のとおりと決定いたします。

◎日程第３ 諸般の報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、諸般の報告を行います。

会務報告及び監査委員の検査報告並びに繰越明許費繰越計算書は、別紙のとおりで

あります。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、福祉法人今金福祉会・社会福祉

法人光の里・株式会社クアプラザピリカから平成２６年度事業報告書が提出されて

おりますので、別紙のとおり報告いたします。

さらに、平成２６年度今金町情報公開条例及び平成２６年度今金町個人情報保護

条例の運用並びに請願の例により処理する必要がないと認める陳情については、別

紙配布のとおりであります。

以上で、諸般の報告を終わります。

◎日程第４ 行政報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、行政報告を行います。

町長より行政報告があります。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政報告朗読、記載省略）
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〇議長（村瀬 広君） 以上で、行政報告を終わります。

◎日程第５ 一般質問

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、これより一般質問を行います。

向井君の発言を許します。

向井君。

○４番（向井孝一君） 今回総務省が行った地方税法の改正によりまして、ふるさと

納税の拡充を図る政策そのものが、国の指針として示されました。そこで、今回私

は、ふるさと納税の拡充政策を進める上で質問をしたいと思います。

平成２０年に、地方税法改正によりふるさと納税が始まりました。全国の自治体

が、しのぎを削っている現状であります。

返礼品についても、各市町村の特産品の中身により納税額に差がありますが、２

６年度の道内１０位までのふるさと納税額を見たときに、その額の多さに驚きまし

た。町によっては、徴収税額の２倍のふるさと納税額をしていただいた町もありま

した。

今金町の２０年から２６年までの７年間で２０１件のふるさと納税額は１，３７

， 。 、 、１万８ ４００円であります また 納税者の大半は町内出身者で占められており

全国民が対象でありますので、拡充の可能性は十分にあると考えられます。

今金町は、特産として日本一の男爵馬鈴薯があり、おいしいお米があります。ま

た、黒毛和種牛は、全道、全国の競品会において高い評価を得ております。肥育を

手がけている生産者も４件あり、年間２５頭から３０頭の出荷を目標に頑張ってい

る状況であります。

私は、この３品目の特産品を組み合わせることにより、ふるさと納税の拡充政策

を積極的に進めるべきと考え、町長の所見をお伺いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 向井君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 向井議員の一般質問にお答えをいたします。

ふるさと納税は、寄附金税制の仕組みを活用し、自らの納める個人住民税の一部

について、住所地団体から他の地方団体へ移すような効果を持つ制度であり、平成

２０年度の税制改正により導入された制度であります。

都道府県、市町村に対して寄附をすると、寄附金のうち２，０００円を超える部

分について、一定の上限まで原則として所得税、個人住民税から全額が控除されま

す。

また、人によって「ふるさと」に対して持つイメージはさまざまであることや、

納税者の意思を尊重する観点から、対象となる都道府県、市町村は限定されておら

ず、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県、市町村など、どの地方団体に対する

寄附でも対象となるものであります。

本町においても、平成２０年度に「ふるさと夢づくり応援寄附条例」を制定し、
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目的、寄附金の使途等を定め対応してきております。

平成２０年から平成２６年度の７年間で、延べ２０１件、総額１，３７１万８，

４００円の寄附をいただき、平成２１年度に幼少年芸術劇場事業に５０万円、平成

、 、 、２２年度に これは指定でありますが 種川地区カラオケ機器購入事業に５０万円

平成２４年度には学童保育所建設事業に３２４万１，８８８円、合計４２４万１，

８８８円を事業費に充当し、寄附者の意向に沿い活用しているところであります。

道内の市町村においては、特産品を贈答品として、その知名度を生かして、相当

な額がふるさと納税として行われている市町村があることも承知しております。

本町の対応としては、５，０００円以上の寄附者に２，５００円相当の贈答品を

贈ることを基本としており、今金産米、今金男爵、紫蘇ジュース、無添加みそ、銘

菓などを、単品あるいは詰め合わせとして贈答してきているところであります。

平成２７年度税制改正においても、ふるさと納税を促進し、地方創生を推進する

ため、個人住民税の特例控除額の上限の引き上げを行うとともに、確定申告が不要

な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続で行える、ふるさと納税ワンストップ

特例制度を創設したところでありますが、これに合わせて、地方公共団体に対し、

返礼品等の送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請された

ところであります。

質問にあります今金産米、男爵いもは、既に活用しており、黒毛和牛につきまし

ても種々検討が必要でありますが、クアプラザピリカにおいて取り扱いしている部

分もありますので、対応について協議検討してまいりたいと存じます。

いずれにいたしましても、ふるさと納税という制度を有効に活用するためには、

本町の持つ魅力を発信し、関心を持っていただくとともに、応援していただけるよ

うなまちづくりを進めてまいりたいと考えております。

以上申し上げ、答弁とさせていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） いま、町長のご回答をいただいた中身については、十分その

とおりなんです。しかしながら、ふるさと納税の、これ北海道内でナンバー１の上

士幌町は、９億７，０００万円という驚異的な金額を応援していただいているんで

すよね。これはもう全国的に注目を集めているわけなんですが、その中で私が注目

したのは、第９位に檜山管内から上ノ国町が９番目に位置していると。それでいろ

いろとホームページを開けて調べてみますと、その前年の年までは、たったの１５

万円しかなかったんですね。それが平成２６年度、２０１４年度で３，６００万円

という驚異的な数字まで持っていったという中については、これは今金町としても

勉強しながらやれる事業じゃないかなというふうに思っております。

また、この事業については、例えばかける費用が５０％であっても、費用対効果

がすばらしい事業だなというふうに感じております。

、 、 、 、そんな中で 上ノ国町が いま 現況どうあるのかということを調べてみますと

納税したいという希望件数が１８９万１，７５３件あるんです。今金町は、先ほど
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町長から申し上げましたように２０１件ですよ。この差は何なのかということを考

、 、 、 、えたときに 特産品の種類の多さ あそこは海の幸もありますので 農業の農産物

いろんな農産物と海産物とを組み合わせしながらやっていくという手法を使ってお

ります。

そして、その取り組みの前段で、このふるさと納税の目的と、それから、あるい

はそれに使う予算配分、このことについては、参加する事業者を募って説明会を何

回か開いて、そして具現化していくというプロセスを持っています。今金町におい

ては、いま総務課で対応しているだろうと思うんですが、やはりそれらも含めなが

ら、いろんな課を巻き込んで、将来的には今金町の農業の振興にもつながるという

ものがありますので、そこにつなげるような施策をひとつとっていただきたいとい

うことが一つです。

それからもう一つは、今金町の場合は、地元で来たものですから、例えば条件つ

きの、納税の使用について条件をつける人というのは少ないんです、上ノ国町につ

いては、七つの項目を設けております。七つ、例えば具体的に言うと、産業の振興

だとか地域づくりだとか、医療や福祉の増進、そして最後に町長がその目的達成に

必要と認めた場合というふうになっているのですが、やはりやるということと、そ

れから返礼品の取り扱い、それらも、もっともっと職員を派遣するなりして勉強し

てもいいんじゃないかなというような気がするんですね。

やはりそういう一つの固定した所の中で、課の中で、きちっとした事業推進をで

きるシステムもあわせて考えてはいかがですかということを踏まえて、再度質問を

したいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 質問にもありましたように、他の町では組み合わせ等々を行

っているという事例があるということでありますし、議員もいろいろと調べておら

れるかと思います。

基本的には、根本的に何が違うかというと、大変大きな違いがあります。いま、

全国で１，７１８くらいの自治体があります。とりわけ、いま、議員がおっしゃっ

たように、非常に多額な納税をいただいているというベースの特色は何かといいま

したら、そのうち、この５月までは３１０自治体があったのですが、この６月には

４７０自治体に広がったと。なぜ広がったかといいましたら、上ノ国町もそうであ

。 、 ， 、 、 、ります 今金町 そのほかの１ ７００のうちのほとんど 千二 三百の自治体は

ただふるさと納税をお願いしますという部分なんです。そこにはプログラムが幾つ

かありますけれども。そして、来た金額に応じて、大体半額ぐらいの返礼品を差し

上げている。これは今金町も同じパターンでありますけれども、そこにやはりちゃ

、 『 』んと上手な営業をやるところがありまして 業者が入りまして ふるさとチョイス

と。チョイスというのは選ぶ、選択するというポータルサイトが出ました。そこが

仲介しますよと。そういう業者、身近で言えば、ヤフーなんかも一生懸命取り組ん

でいる。
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私も東京のある業者から、町長もやりませんかということで、日本で有名な旅行

会社の担当者といろいろ相談を受けてきた経過があるわけでありますけれども、何

が違うか。先ほど言ったように、寄附をお願いしますという形は、姿勢はとってい

るわけでありますけれども、上士幌町も特に違うのが、いま言ったように、選ぶと

いいますが、５，０００円口はないんです。１万円口、２万円口、３万円口、５万

円口、１０万円口、５０万円口、１００万円口、だあっと並べるんです。どれがい

いですかと選ばせるんです。これも上ノ国町が始めました。上ノ国町も、最初のこ

、 、 、 、ろは 今金町の方がどちらかと言えば非常に事業費 これは平成２５年 上ノ国町

そのときに１，６００万円ありました。江差町１３０万円、奥尻町３４０万円、厚

沢部町２７万円、乙部町２０万円、せたな町１１０万円、今金町４８０万円、どち

らかというとまだまだ多い方ではあったわけでありますけれども、明らかにまた上

ノ国町方式で、奥尻町も去年の１０月ころに手がけたんですが、そのふるさとチョ

イスの方に登録をしました。経費は結構かかるんです。初期投資だとか、あるいは

さまざまなマージンも取られます。掲載料も取られます。そこで何が違ったかとい

、 、 、 、 、 、ったら たくさんのメニュー １万円口 ２万円口 ３万円口 ５万円口のもので

奥尻町はこういうものを提供しますよと。５，０００円口はワイン１本だとか、そ

ういうものがたくさんあるわけです。

特に大きく変わったのが、先般、奥尻町でワインのあれがテレビで出ました。ワ

インが非常に人気がありまして、テレビに出たおかげでワインの注文がどんどんど

んどん入っていている。ワインをください、ふるさと納税をしますと、こういうパ

ターンでやっている流れが、先ほど議員がおっしゃった大変多額なところ。多いと

、 、ころでは１２億という最大のところもあるわけでありますけれども やるとすれば

そういう工夫を一つ考えなければいけないのかなということがまず一点。手法をこ

れから、議員がおっしゃるように考えるということが一点あります。それについて

は、さまざまな少し勉強をしなければいけないと。

加えて、いまもやっておりますけれども、今金町はどちらかというと、２６年度

は４割、５割ぐらいが５，０００円口です。その前の年は、８割が５，０００円口

。 、 ， 、なんです そうすると ５ ０００円口にどれだけのものを出せるかということで

当然担当者を含めて、我々試算をしているわけでありますけれども、議員がおっし

、 ， 、 ， 。ゃった男爵を仮に１０キロ ２ ３００円 ゆめぴりか２ ０００円をあれすると

プラス、東京に送料とか何かを含めると、やっぱり５，０００円になるんですね。

今金町は、基本的には全部の方々にありがとうございましたということで、町の

広報を送っています。１年間送ることにしています。それあたりの経費も見ていか

なければいけないと。そうすると、なかなか黒毛の方にまで行くということには難

しい状況。黒毛も、いまＡ５ランクのサーロインでもって１００グラム２，０００

円、ヒレステーキでもって１００グラム２，６００円ですから、まさか１００グラ

ムと送るという話にはならないだろうと。そうすると、先ほど言ったように、他の

町でポータルサイトでやっているように、選択してくださいと。１万円であればス
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テーキが２００グラムだと、２万円であればこれとこれですと。３万円ではこれと

これですということと、議員がおっしゃるようなさまざまな詰め合わせとセットを

して、さまざまなプログラムをつくっていくということが、当然相手の方も寄附を

するというよりも、それと兼ね合わせて寄附したいなという思いに駆り立てられる

要素があるのではないかなという認識、私なりに持っています。

ぜひぜひそういう部分の中では、工夫をしなきゃいけないと、町独自で工夫をし

なきゃいけないという要素が一点あります。そのために、町内にどれだけのものが

あるかということをきちっと、踏まえてはおりますけれども、調整もしております

けれども、なおかつ、そういう団体、関係者の方々と相談をしながら、そのポータ

ルサイトの方に上手に乗せれるような形がとれるのであれば、経費はかかりますけ

れども、乗せられるのであれば乗せる努力をしなければいけないと。

ただ、いろんなところもそうですけれども、奥尻なんかの例も挙げて、アワビと

かなんかは人気ありますけれども、とれていないときには、もういまホームページ

を見ても中止になっています。結構中止、中止、ウニも中止だとか、やっぱり数量

を限定をしなければいけない、期間を限定しなければいけないという部分はありま

す。そういうことも含めたことで考えていかなければいけないと。

何よりもそのポータルサイトが何がいいかということは、最大のポイントは何か

といいましたら、これも行政も大きな課題でありますけれども、クレジット決済が

できるんです。カード決済ができるんです。今金町も他の町も、基本的には振り込

みの用紙を、振替用紙を送っていただくというやりとりをするわけでありますけれ

ども、そういう多くの方々が使っているのは、カード決済できる。そのカード決済

は、先ほど言った仲介している業者が中に入っていただいて、今金も以前から課題

になっています。コンビニで町の税金を納めることができないかどうか。できるん

ですけれども、そのためにはコンビニさんとの機械を買ったり、あるいはさまざま

な手続を、契約をすると。当然手数料も取られるわけですから、その辺をどう考え

ながら、加味しながらやっていくかという課題になるわけでありますが、やるとす

れば、そのことを前提にしていかなければいけないという課題があると。これにつ

いても、できないわけではないし、時代背景的には、先ほど言ったように、全国３

１０件から四百数十件になっているわけですから、そういうのを取り上げておりま

すので、私としても、まち全体の納め方の手法もぜひこの機会に考えていきたいと

思っていました。

加えて、この担当でありますけれども、基本的には機構改革含めて、課の規則の

一部改正をしているわけでありますけれども、そういうところの窓口を一本設けて

いきたいなということが、今回のねらい、視点であります。

ただ、他の事務的な要素の中で、それは動かす方の仕組みとしては、議員おっし

ゃるとおり、例を挙げていただきましたけれども、まちづくり推進課の部分の中で

私はやっていきたいと思っていますが、事務そのものは、納税ですから、納税の寄

附行為ですから。奥尻町もそうです。総務課の管財係だとか、今金町も総務課の方
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で担当していました。その辺の流れは上手に、役場の場内の話ですから、その辺は

クリアできるのではないかなと。ぜひ努力してまいりたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 若干具体的な話もしていただきまして、中身は希望が持てる

かなというような気もしておりますが、私はやはりここで町長と私の議論で終わる

のではなくて、きちっとこの政策を推し進めるような、本当に具体的なものを近々

出していただければというように思います。

それで最後の質問なんですが、私はやはり今金町は海がない、本当にそういう意

味では特産品にちょっと見劣りする地域かなというような思っていますが、しかし

ながら、農業やいろんな部分で、例えばアスパラなり地酒の部分もあります。やっ

ぱりそういうある物をきちっと活用しながら、町外に向かって発信していくという

ことが、将来的にはリピーターの増員にもつながるだろうし、特産品を見て、やは

り一度は今金町にも来たいと、そういう人も全国には居ると思いますので、いまい

ろんな意味で、定住だとかいろんなことが叫ばれておりますけれども、町長が掲げ

る集大成の４年間ですばらしいまちをつくるという、そういう考えのもとにも、ぜ

ひこの事業については積極的に取り組みながら、地場産のものを活用して、振興策

にもつなげていただきたいということをお願いしながら、私の質問を終わりたいと

思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 議員もおっしゃっていただきました。私も非常に進む立場の

中でちょっと悩ましい部分が、議員おっしゃったように、さまざまと返礼する物の

数が少ないという認識は私どもとっております。

ただ、少ないながらも、議員がおっしゃったように組み合わせでもって幾らでも

可能なわけでありますから、その組み合わせを上手につくっていくことが必要では

ないかなと思っています。

きょう、手元に私、判こを押して決裁しました、ふるさと納税の給付費の申し出

がありました。東京の方です。公表も何もなしにしていますけれども、３万円いた

。 、 。 、 、だいた決裁をしました この方は 何回もリピーターであります ただ 額的には

今金町にかかわる方の額が非常に多いんですけれども、件数的にはリピーターとい

うのは２０数件しかございません。２７件がリピーターで、町の出身者、私が知っ

、 、 、ている範囲内 名前が変わるとわかりませんけれども 私が知っている範囲内では

町内出身者が約６名、リピーターで毎年のようにいただいている方。それから、そ

のうち今金町内の方が、ふるさと納税という形でもって納めている方が毎年１名お

ります。そう考えると、トータル的には、金額の額で言うと数段に町出身者の方々

の応援があるわけでありますけれども、その辺も含めて、もっともっとリピーター

を増やしていくような、他のまちも話を聞きますとリピーターが増えてきていると

いうことがあります。それは非常にチョイスしやすい、あるいは一回やってしまう

と流れができてくると。あと新しい制度の中で、５回までできると、一つのまちも



- 11 -

含めて、他のまちも含めて５件までできるというような新しい制度ができましたの

で、そういうものもできたということを上手に生かしながら、何とかできる体制づ

くりに努力してまいりたいと思います。

○４番（向井孝一君） どうもありがとうございました。

〇議長（村瀬 広君） ここの時計で１１時５分まで休憩といたします。

休憩 午前１０時５４分

再開 午前１１時０５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

次に、日置君の発言を許します。

日置君。

○７番（日置紳一君） おはようございます。

風邪が悪化して、ちょっと声の調子が悪いので聞きづらいかと思いますけれども

よろしくお願いいたします。

選挙公約に向けての取り組みについて、町長にお伺いいたします。

厳しい選挙に勝ち抜いての４期目に向けて、多くの町民はその具体的な取り組み

に対して、大きな期待を膨らませていることと思います。

町長は、４月２８日付の北海道新聞で、今後の町政のかじ取りについて、おおよ

そ５０項目にわたって掲げた政策に対し、優先順位をつけて一つずつ実行していく

と言われておりましたが、最も力を入れる政策の中から、町民の皆さんの関心が高

いと思われる２点について伺います。

１、保育料引き下げ及び医療費軽減について。

２、国保病院について、どのように改善しようとしているのか。

町長が描く重点政策として、その具体的な内容と実施時期についてお伺いいたし

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。

いま、まさに地方創生戦略や総合計画後期計画策定に際しては、子育て支援は重

要課題となっており、その対策に向けた準備もしているところであります。

子ども・子育て支援に関する質問をいただきましたので、お答えいたします。

１点目の保育料の引き下げということでありますが、この件に関しては、これま

でにも庁内検討と試算をしてきている経過があり、実施したいと考えております。

既に、子ども・子育て支援新制度が４月１日から施行されていますが、本町では

いままで、経過措置で世帯の所得税額を基準として階層を区分して実施してきてい

るところであります。しかし、この９月からは、新制度に基づき市町村民税を基準

として行うこととし、同時に保育料の軽減を実施することで考えております。
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なお、９月からの実施を予定していますが、規則改正が伴うことや、予算措置等

の議会臨時会の開催を視野に、事務を進めてまいりたいと考えております。

少子化対策としての子育て支援につきましては、今金町子ども・子育て支援事業

計画に基づき、福祉や教育などさまざまな分野で施策を展開しております。

医療費負担軽減につきましては、平成２６年３月の一般質問でも答弁いたしまし

たが、全世代共通の喫緊の課題でありますので、医療費増嵩対策や国民健康保険特

別会計運営なども含めた中で、総合的に検討を重ねてまいりました。

少子化対策や人口減少問題を背景に、全国的にも子ども医療費の無料化が拡大傾

向にあります。また、今金町子ども・子育て支援事業計画におけるアンケート調査

の結果や、今金町子ども・子育て会議での委員等の意見を踏まえた上で、子育て支

援への経済的負担を軽減するため、中学生までの医療費無料化に向けて、担当課に

制度設計や事務手続などの検討に着手するよう指示しております。

なお、ご質問にありました実施の時期ですが、制度設計や条例改正及び子育て支

援への周知等の期間を考慮して、来年４月からの助成を予定したいと考えておりま

す。

２点目の国保病院の改善について答弁いたします。

この度の選挙において、最も多く、かつ厳しいご指摘を受けたのが、病院につい

てであります。このことは、町民の関心と願いと不安な気持ちが、言葉としてあら

われているものと理解をしているところであります。

ご質問にあります国保病院の改善についてでありますが、町長就任以来、病院に

限らず、全職員には何よりもあいさつの励行に心がけることを強調し、町民とのコ

ミュニケーションと信頼関係に努めることを基本とするよう指示してまいりまし

た。随分と変わったとの声もいただいていますが、高い評価をいただけるまでには

至っておりません。

特に病院においては、直接町民や患者さんと接する頻度が高いことから、医師も

看護師も窓口職員もその他のスタッフも、説明が十分でない、言葉や対応が悪いと

いった苦情や改善の声が、町長にも届いているところであります。

病んで痛みを抱え苦しんで来られる患者さんへの対応には、十分に気を配ること

をあいさつの機会にお願いをしてきていましたが、十分に生かされていなかったこ

とについては否定できません。改めて、病院の設置者として、接遇改善に厳しく取

り組んでまいりたいと、院長、事務長と確認をしております。

具体的には、本定例会の補正予算にも計上させていただきましたが、病院全スタ

ッフを対象に接遇研修会を実施し、再度あいさつの大切さ、丁寧な説明の大切さ、

患者様の気持ちを考えた接し方についての意識高揚を図ることとしております。

予算の議決をいただき、速やかに調整し、全職員の受講を義務化し、勤務に合わ

せて３回実施の計画で、接遇意識改善への取り組みを行いたいと考えております。

しかし、接遇改善は、あくまでも病院改善の前提取り組みであり、町民の皆様か

ら高い評価をいただけるよう、常に聞く耳を持ち、寄せられたご意見・評価を全ス
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タッフが共有し、直ちに点検・改善・実践できるように、体制づくり・意識づくり

を強固に進めてまいります。

２点目は、改善視点の中期的なビジョンづくりと病院運営の改善についてであり

ます。

地域病院、特に公立病院における医師、看護師など医療スタッフ不足は、運営で

の大きな課題の一つとなっており、規模縮小や民間法人への移管などを余儀なくさ

れる事例も多く見られます。

平成２６年度の診療報酬改定においては、高度急性期病院、地域病院、診療所な

ど、医療機関としてそれぞれが担うべき役割についての方向性が示され、急性期医

療と在宅・介護サービス・かかりつけ医をつなぐ地域包括ケアシステムの一翼を担

う国保病院の存在と役割は、非常に大きなものであり、町民の安心・安全を支えて

いく中では、欠くことのできない存在であります。

また、救急医療体制の確保や医療の高度化対応など、不採算とならざるを得ない

状況もあり、交付税等をもって応分の財政措置を国から受けておりますが、町財政

への負担にならないよう、経営収支について意を配し病院運営を行う必要がありま

す。

なお、新たな公立病院改革プランの策定と、そのガイドラインが国から示され、

策定期限が平成２８年度中とされたことから、関連する道の医療計画との整合性を

図りつつ、実効性のある今金町国保病院のビジョンづくりを進めていくこととして

おります。

以上申し上げ、答弁とさせていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 日置君の再質問を許します。

○７番（日置紳一君） まず、１点目の子育て支援についてですけれども、この度の

２点とも、以前に一般質問をさせていただいた経過があります。そのときは、余り

よい答えをいただけなかったわけですけれども、この度の選挙で公約に掲げて当選

され、実行されるということでありますので、町民の皆さんも喜ばれていると思い

ますし、私も質問した者として大変うれしく思っています。

、 、 、実施時期については 答弁書にも書かれておりますので そこは見ていただいて

保育料の引き下げの方で１点お伺いします。

第２子、第３子以降をどのように考えておられるのか。現在は、たしか第２子は

第１子の半額、第３子以降は無料ということになっていたと思いますけれども、そ

の辺をお伺いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） これまでに医療費の軽減ということについては、少しく考え

を持ってきた経過があるわけでありますけれども、１点目は、この１カ月以上前で

すか、ある新聞社からも「町長さんは、子どもの医療費全額無料ということについ

ては少し考えをお持ちのようですけれども」という取材がありましたけれども、そ

のときにも話をさせてもらいました。
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、 、 、そういう思いは 当然持つものの 親として子どもの健康管理をするというのは

最大の責任者であるわけでありますから、そのことをもってということの踏ん切り

がなかなかつかなかったと。ただ、抑止力というような言葉がよく使われますけれ

ども、抑止効果も、当然無料にすることで失われるのではないかという思いもあっ

たことは確かですという話をさせてもらいました。

もう一点は、何よりも、これも進め方であるわけでありますけれども、これにつ

いては、国民健康保険含めて国からペナルティーがかかるんです。医療費を無料化

することによって、国からの法律でペナルティーがかかるという要素があります。

どちらかというと、そういう部分を含めて、いま一点目の方で話をしておりますけ

れども、そういうことから、支給のあり方についてはきちっと考えていかなければ

いけない要素もありますので、これについては、これから周知しながら協力をお願

いしたいということで、医療費については、まずもって、ただ単に全額そのままと

いうことにはならないということをご理解いただきたい。手法について、いろいろ

お願いしなければいけない状況もあります。

質問の２点目、本題でありますけれども、保育料の無料、第２子、第３子含めて

どうかということでありますが、いまいろいろと以前から申し上げておりますよう

に、保育料については、今金町独自で、単独で国の基準から約１，０００万円近く

の軽減をしているわけでありますけれども、その軽減幅がどのくらいが望ましいか

ということで、いま庁内調整、試算を、いろんな試算をしております。

一度こういうものを決めてしまうと、ずっと行くわけです。２年、３年でやめる

わけにいきませんので、それくらい大変な状況だと。加えて、後年度負担等もかか

るものですから、その辺が町の財政を見計らってどのくらい、目いっぱい応援でき

る形でとれるかということについては、いま議員おっしゃったように、２子、３子

についても、そういう視点を設けて、早くに制度設計をしながら進めていきたい。

そういうこともあるものですから、当然体制、今金町の独自の法の改正という手

続もあったり、予算づけもあったりということから、少しく時間をいただかなけれ

ばいけないなということで、来年のという状況もいろいろ考えたわけでありますけ

れども、これについては、何とか９月に実施したいということで、そのためには８

月中に臨時議会をお願い申し上げながら、規則の改正をし、あるいは予算づけをさ

せてもらいたいなと。速やかにそういう調整をとりながら、提示してまいりたいと

考えております。

〇議長（村瀬 広君） 日置君の再々質問を許します。

○７番（日置紳一君） 何かちょっと聞いたのとは違ったようですけれども、次に入

ります。

病院の改善についてでありますけれども、私は病院の改善については、町長が今

回考えた公約の中で、一番お金のかからない政策だと思っております。院長をはじ

め病院スタッフ全員の接遇に対する意識改革に尽きると思っているからです。いま

病院はサービス産業と言われておりますし、患者さんをいかに増やしていくか、ど
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この病院でも大変苦労をされております。そんな中、毎年町民の血税である一般会

計から繰り入れを受けている病院が、その町民である患者さんを怒らせ、患者数を

減らすということは、私は言語道断だと、そういうふうに思っております。

接遇の意識改革のために、接遇研修会を実施し、全職員に３回の受講を義務づけ

るとありますが、これも一般会計から予算をつけるということでございますので、

ぜひとも効果を上げていただきたいと思います。

また、院長についても、この度の選挙で、町民の皆さんからの病院に対する意見

や苦情を真摯に受けとめていただき、今後に生かしていただくよう、町長からもし

っかりと伝えていただきたいと思いますが、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） 議員がただいまいろいろとおっしゃっていただいた、本当に

。 、 、そのものでございます そういうことから すべてが先ほど私が申し上げるように

あいさつは接遇に係るわけであります。本来はこういうことをやる前にということ

、 、 。が すべての原則になるわけでありますけれども なかなかそうはならなかったと

、 。思いも感覚もそれぞれ違う部分があるわけでありますけれども やっぱり改めてと

ただ、私の方からも改めてという言葉を出しておりますけれども、この接遇につ

いては、院長含めて、医師、そして看護師含めたスタッフがやりたいと、やらなけ

ればいけないという声を上げていただいた。自ら、私が言う前に声を上げていただ

いたということでは、随分少しく姿勢が変わってきたかなということでうれしく思

っています。

そのことを受けて、町長で事務長にもこの研修のあり方について話をさせてもら

いました。講師の問題等々含めて、私もいろんなところで医師確保のために動いて

いるわけでありますけれども、そういう方々の情報、例えば東京のある病院なんか

でも大変なんだと、ある方が言っていました。どういう方を講師にするんですかと

言ったら、やっぱり知名度のある、例えばあそこの病院は大きな百貨店の接遇のプ

ロを呼んで、もう民間の視点でもってどんどんどんどん、町長、やっているんです

よと。そういうところで、どこの町も、今金町も町長はそうやって言っていますけ

れども、どこの病院もやっぱりそこが最優先だという話をされていますという言葉

も、先般いろいろな方と話をして伺って、なるほどなと、うちだけではないんだな

ということについては、改めて感じ、今回の部分については、先ほど申しましたよ

うに、医者、そして看護師等々含めて、自らやらなきゃいけないという意識に立っ

たということでは、随分私は変わる可能性があるし、そこに期待をしながらこれか

らも取り組んでいきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 日置君の質問を許します。

○７番（日置紳一君） 何か院長についてのところ、ちょっと抜けておるような気が

したのですけれども、その辺の思いを聞かせてください。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 当然、いま言いましたように、院長とも直接話をしておりま



- 16 -

すので、院長自らもそういうことに心がけたい、実施したいという思いを持ってい

ますので、その辺に私の方としてはぜひお願い申し上げたいと。

加えて、先ほど一般質問の最初の答弁の中にも書いていますけれども、あいさつ

する機会が何度かありますけれども、そのことについては必ず言っております。病

んで痛んで苦しんで来ているんだから、その方にかかわる思い、心がけというのは

当然のことではないですかと、改めてお願いしますという話をさせてもらっている

部分があります。そこには必ず院長も居て、その後に院長からも一言職員に対する

コメントを出しております。改めて、またこの度の議会の状況なんかも報告をしな

がら、対応をしてまいりたいと考えております。

〇議長（村瀬 広君） 日置君の質問を許します。

○７番（日置紳一君） 最後に、もう一点お伺いします。

町長は、この度の選挙において「未来のために、今やらなければならない」と言っ

ておられました。また、４期目が外崎町政の集大成だとも言われています。そんな

思いから多くの公約になったと理解をするわけですけれども、町民の皆さんとの約

束でございますので、これからの４年間でしっかりと実現してもらわなければなり

ません。このことについて、今後どのように考えておられるのかお聞かせをいただ

いて、私の質問を終わらせていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 基本は、私は今まで自負しています。言ったことは、計画し

。 、たことは行っていきたいと この間の第４次の総合計画もそうでありますけれども

実施率１００％以上、議会にも報告しております。やらせていただいてきている経

過があります。

今回、第５次の総合計画前期が、いまこれから評価なりあるいはチェックをしな

ければいけないわけでありますけれども、ちょっとずれ込む部分がありますが、第

５次総合計画に登載したものについては、完全に行っていきたいと。１００％達成

するということを、目標にしていかなければいけないだろうと。

それは私の思いでありますし、情勢、状況が変わりますと、また違った部分、議

会と相談しながら進まなければいけない部分、新たにまたそこに追加しなければい

けない事業も当然あるわけでありますから、そういうことでは、今回の言葉の中に

も、公約、公約という言葉よりも、いま行わなければならない重点政策、議員おっ

しゃっていただきました。その中で、やっぱり重要課題をピックアップして、優先

度をつけながら進めていくという心構えを持って進めさせてもらいたいし、一気に

あの数十項目ができるかといったら、やっぱり準備がある。何よりも事業について

は、相手が居ると。

加えて、事業を起こすためには受け皿が必要だと。町長はやりたい、町はやりた

いんだけれども、すべてを町でやるわけにはいかない。よく選挙の中でも、ふだん

の中でも私申し上げますけれども、町でやれ、町でやれ、町長やれという言葉をい

ただきますけれども、皆さんそれでいいのでしょうかと。私は違うと思っています
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と。この間、町でやるということについては、町が窓口になる、町の職員が主体で

やるとすれば、町職員が増えるんですよと。定数のやっぱり管理もしなければいけ

ないし、給料が高いとか、そういういろんなお言葉もいただくし、そういうことを

考えましたら、いまこそ、選挙でも言っていますけれども、民の方に投資をして、

投資をすることによって、民の中で仕事ができる。それが雇用につながるというこ

とを、最も私は身近な要素ではないかなという言葉を出させてもらっていますけれ

ども、本当に民の方に目を向けながら、ぜひやっていただくような環境づくりを、

全力をつぎ込んでそちらの方に向かっていきたいと考えております。

質問ありがとうございます。

○７番（日置紳一君） これで質問を終わります。

〇議長（村瀬 広君） 次に、上村君の１件目の発言を許します。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 議長より一般質問の許可を得ましたので、私からは二つ、

一般質問をさせていただきます。

１点目は、地方創生についてという議題で質問させていただきます。

今年、平成２７年度は、地方創生元年と言われているようですが、人口減少、雇

用創出などの課題に対処するため、５カ年計画の施策、地方版総合戦略を策定し、

その努力義務が課せられているようでございます。

いま、今金町としてこの地域を考えるとき、私は高等養護学校、ＪＡ今金、商工

会、そして光の里、森林組合など、各今金にある団体と連携して、行政とのプロジ

ェクトを立ち上げ、若者が、そして障害者が、またシニアの方が、ともに支え合う

地域を創生し、資源循環型社会へお互いに知恵を、そして創意工夫し、地域住民の

将来不安を取り除き、希望の持てる地方創生、私は「地方創生未来塾」という名を

つけましたけれども、人材支援制度等の派遣の要請をしてはいかがかとお伺いしま

す。町長の考えを、まずお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 上村議員の一般質問にお答えをいたします。

地方創生については、昨年最重要法案と位置づけた、まち・ひと・しごと創生法

が成立し、人口の現状と将来の展望を提示する国の長期ビジョン及び今後５カ年の

政府の施策の方向性を提示する総合戦略が、閣議決定されたところであります。

これを受けて、地方公共団体に国の長期ビジョン及び総合戦略を勘案しての地方

人口ビジョンと、地域実情を勘案し実効性のある目標と施策を内容とする地方版総

合戦略の策定が示されました。このことから、雇用創出や若者の定住・移住促進、

結婚・出産支援などの具体的な政策目標を定め、その達成度をはかる指標の設定等

が求められております。

現在、国においては、情報支援、財政支援、人的支援について支援をすることを

掲げております。
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ご質問の人材支援制度での派遣要請ということでありますが、国においては、人

、 、 、 、口が原則５万人以下の市町村を対象に 国家公務員 これは副市長 副町長クラス

大学研究者、民間シンクタンク、これは国の幹部職員クラスを活用し、首長の補佐

役として派遣する地方創生人材支援制度を設けております。

これとは別な支援制度として、市町村の要望に応じ、当該地域に愛着、関心を持

つ意欲ある各省庁の職員が相談窓口となる、地方創生コンシェルジュ制度がありま

す。

しかし、地方創生人材支援制度は、人数制限や派遣先での人件費負担が伴うこと

から、ハードルが非常に高い制度であり、昨年に情報がありましたが、本町での派

遣希望を見送った経過があります。

今回の地方創生に向けた今金町総合戦略の策定に当たっては、広く自由な発想の

反映を考えており、今月発足の有識者会議のメンバーには、産業界、校長会、金融

機関、子育て世代の代表者などから選任した、まち・ひと・しごと創生有識者会議

を設置し、審議していただくため準備を進めているところであります。

、 、 、 、なお 北海道での人材派遣制度としては 現在 今金町に派遣されている職員は

地域振興派遣制度で２年間地域振興支援業務を担っていただいているところであり

ます。

また、各振興局に戦略策定支援担当部長が配置されており、檜山振興局の担当部

長も、今金町で開催する有識者会議に出席していただけることになっております。

、 。質問の趣旨を反映するためにも 何よりも役場の体制を整えなければなりません

そのことから、町長を本部長として、副本部長に副町長、教育長、本部員に各課の

課長職で構成する今金町まち・ひと・しごと創生本部を設置したことに加え、全庁

的な連携体制による総合戦略の策定、事業の推進を図るため、まちづくり総合戦略

室を新たに設置し、体制の強化を図ることとしております。

さらに、速やかな政策立案と事業化に取り組むために、実効性ある課の再編も行

うこととし、課題解決に向け対応をしてまいります。

以上申し上げ、答弁とさせていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の再質問を許します。

○１１番（上村義雄君） 町長から、いまお答えをいただきました。これは国の地方

創生に向けてのマニュアルを述べていただいたというふうに感じております。

町長としては、まち・ひと・しごと創生有識者会議ということで、それぞれの部

分を立ち上げようとして準備しているということでございます。

私も、これは今年度中にこの創生の事業の立案をするという形になるでしょうけ

れども、町長が言われているように、まず国から情報の支援は膨大に入ります。そ

れから、財政的支援も既に２７年度では入っております。やろうとするところに対

しては、１兆円からの財政が入ってきております。

また、人的支援の部分についてでございますけれども、いま現在、２６年度で実

。 、施が行われたところが６９市町村派遣されております これは国家公務員が４２名
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そして大学の部分で１５名、民間の人材が１２名ということに、派遣が２７年度で

もう既に決まっていることでございます。

町長が述べたように、その人材派遣の期間の話で、いろいろ期間が短いと、なか

なか難しいという状況があることも、これは新聞の６月６日で参議院でありました

けれども、この部分では、石破担当大臣が、１６年度の募集に当たってはより長い

募集期間を確保する方向で考えているという新聞報道でもありますので、私はこう

いう人材派遣制度、そうした情報を重視をし、そして資金を活用して、今後の今金

のあり方、これは単に今金町第５期総合計画というよりも、この部分がいま言うよ

うに人を、子育て含めて人を、まずいかに減らさないような方向にしていくかとい

う、それからもう一つは、地方の仕事がないから、なかなかここに人口が増えてい

かない、減少していくという要因にあるということでございます。

また、町長が言われたように、地方創生のコンシェルジュの部分では、８７１人

がもう既に１７省庁からそういう相談窓口になっているという状況になっておりま

す。

これは急ぐ必要はないですけれども、しかし、たゆまず今金町のあり方というの

。 、 、をきちっと方向性を定めていく そのためには 町長が言われた回答にあるように

対策室をきちっとつくる。そして、役場の省庁の中は、きちっとこのまちづくり総

合戦略室でもって準備ができることだというふうに思います。

町長が常に言われている、行政が全部主導で行政がやればいいということではな

いんだと、民間の力が大事なんだと常に町長は言われているわけです。この行政の

総合戦略室の本部をつくって、その中でもって進めていく、省庁の中ではそれはま

ず準備はできたと。しかし、町民の、いま準備を進めているというその部分で、私

、 、 、 、は今金にある 最初に申し上げたように 各団体 その人方の知恵をおかりすると

そういうプロジェクトを組んでいくということが、私は地域の人の町民の知恵を引

き出す、そういうことだというふうに考えるわけでございます。

また、この地方創生の一番の主眼は何かというと、先ほど言いましたように、地

域住民の将来不安を取り除いていく。そして、希望の持てる地域をつくっていくと

いうことが、この地方創生の一番肝心かなめな部分だろうというふうに思います。

そういう面で、地域の各団体のそういう人方とのプロジェクト、行政は情報が入

ってきます。その情報を町民のそういう各団体の、いまこの町長の言われた部分で

のまち・ひと・しごと創生有識者会議ということの中に、いま申し上げた団体と、

それらの部分も大いにプロジェクトを組んで、その中で意見交換をしていただきた

いと思いますが、その点ではいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 再質問ありがとうございます。

基本的な考え方は、議員と変わることはない。目指すところは一緒だという認識

を持っています。その中で、今回の再質問は人に特化しての質問かと思います。

国を含めて、国の職員の生かし方ということであるわけでありますが、先ほど言
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、 、 、ったように 石破さんではないですけれども 視点観点がちょっと違うというのは

その後の法の問題であって、いまこの総合計画、あるいは他の自治体は戦略計画を

今年中につくらなければだめ、そのために応援しますよと。とりあえずは期間限定

で２年間ぐらいの目安で来ているわけであります。

実際、先ほど議員から、全国の６９という数値をいただいたわけでありますけれ

ども、北海道的には７人しか当たりませんでした。檜山でも３町手を挙げました。

２町当たらなくて、江差町が１町、新聞に出ましたので公表しますけれども、江差

町が当たりました。それも民間の方であります。博報堂という民間の方、女性の方

です。

どういう仕組みかといいますと、この１年間に１０回江差町に来ます。アドバイ

スをします。経費も旅費も町で持ってくださいという仕組みなんです。

私ども目指していたのは、他のまちの町長もそうですけれども、国の職員が来て

いただいて、２年間たっぷり使っていただいて、いろいろ策定から補助からさまざ

まなもので学びたかった、応援してほしかったと。その後も、当然省庁に帰るわけ

ですから、つなぎをつけてほしいというような願い、思いがあったわけであります

けれども、残念ながらなかなかそういう状況にならなかったということで、北海道

的には７町の町村。非常勤、常勤さまざま居るわけでありますけれども、民間の方

で、大学関係者の方も居ます。国の役人、うまく国の役人が来られている方もいま

すけれども、それだけ非常にハードルが高いと。

加えて、国の役人の方々にお願いするとすれば、給料は例えば今金町にお呼びし

た場合は、副町長と同じ給料にしてくださいと、それは今金町がきちっと払ってく

ださいという、そういう待遇まで一定程度の基準、目安があるわけであります。そ

れで期間限定ということであるわけでありまして、非常に難しい状況であったとい

うことは、理解いただければなと思っております。

そのことをフォローするのが、先ほど議員もおっしゃったように、コンシェルジ

ュということで、いま８７１人の国の職員の方が協力するよ、応援するよと言って

いただきましたけれども、私の調べている段階では９１８名までもう国の職員も増

えてきています。

これはどういう仕組みかといいますと、来ることはないです。今金町が例えば福

祉の何らかの関係で、ちょっと心配なんですけれどもと創生室の方に電話を入れま

す。はい、わかりました、ちょっと待ってくださいといって、そこに、はい、だれ

かこの専門の人、今金町から来ているよって、ぱっと電話をくれて、はい、だれだ

れです、相談に乗りますという形の流れで、そのやりとりの部分のアドバイスをい

ただける窓口対応の職員を配置していただける。

それは答弁書にも書いたように、北海道のベースの方です。僕は北海道出身です

から、北海道に勤務したことありますから、北海道の方でやりますと。名指しでや

、 。るところもありますけれども そういう職員のコンシェルジュ制度ができています

これは上手に使うことが、議員おっしゃるとおりできるのではないかなと、そうい
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う努力をさせてもらっています。

北海道的にも、いま、うちの職員が来ておりますけれども、こういう制度を上手

に、これからも派遣制度をお願いしながらやっていかなければいけないだろうと思

っています。

あと、まち全体のさまざまなプロジェクト含めて、未来塾含めてそうであります

けれども、そういう認識は私ども持っておりますが、ただ重要なのは、テーマなし

に何でもいいから皆さんまちの将来を考えましょうということには、なかなかなっ

ていかない。この一点は、いま既にやってきておりますし、これからもまた、いま

すぐ取り組まなければいけないんですが、総合計画策定の審議会、これは３０名の

いろいろな各界の方々が参画していただくわけでありますけれども、それもプロジ

ェクトと言えばプロジェクトという認識になります。

もう一点は、大きな農業の関係、これは国営を機会にして、農業関係の全体を考

えていきましょうということで、農業関係団体職員と、そして指導機関を含めたプ

ロジェクトも立ち上げております。そして、功を奏しております。予算的な裏づけ

とか位置づけとか、検討なんかも随分させていただいた、私の方に提案をいただい

ています。

今回質問にあるような形の中の、この大変広い部分の中では、ご存じのように商

工会が地域力再生プロジェクトということで、福祉をベースにして農業関係者、あ

と施設の関係者、高等養護学校は当然でありますけれども、こういうプロジェクト

を立ち上げたと。こういう形の姿が、私は望ましいのではないかなと。これは決し

て議員とは一致しないわけではないと思っていますし、そういう認識を持っていま

す。

今回の機構改革で、戦略を含めて、あと課の商工観光の部署、これについて１階

の方のまちづくりの方と、まちづくりは既にもう努力していますけれども、若い方

々が人流プロジェクトをつくりながら、いろんな各界の若い方々がプロジェクトを

組んでいろいろな事業を取り組んでいます。ましてや、プラス町外の方ともいろい

ろ連携体制をとっています。これに商工と観光を結びつけるということでは、もっ

とより多くの形がとれるのではないかなと。

先般、常任委員会の方で話をさせてもらいましたが、そのことにプラスして、私

は先ほどの日置議員ではございませんけれども、重点政策の中で、若い人方を支援

する窓口を設置、あるいは支援するような支援体制をとりたいということを活字の

。 、 、中に書いております そういうつなげる部分の中では 議員が目指すところの将来

これからどうするんだという部分の若い方々に対する未来塾みたいな構想というの

は、そこに私は結びついていくのではないかなと。この一般質問を契機にして、私

はそのことを上手に生かしていきたいと思っていますし、そういうことを反映する

ようにこれからも努力してまいりたい。

まずは、全体はわかるわけでありますけれども、やっぱりある程度のテーマがな

ければ、あるいは声をかけづらいということを考えますと、いま言ったようなプロ
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ジェクトを上手に活用し、プラス若者支援というものに目を向けた未来塾みたいな

形がとれるかどうかについて、これからも検討、努力してまいりたいと思っていま

す。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の再々質問を許します。

○１１番（上村義雄君） 時間がございませんので、いま目的は同じだと、何をテー

マにするかということでは、基本的にはひと・仕事づくり、これが地方創生の基本

として、まちが今後もあること、それをどうするかということがいまのこの部分だ

ろうということで、そういう部分では、この各団体との連携、そして、国、道のそ

ういうたくさんある情報を、民間の団体にも情報をどんどんどんどん発信して、そ

して、その中でもって考えていくという方向性がいいのかなというふうに思ってお

ります。これはいま始まった、これからの部分でございますので、よく検討され、

いい方向に行くことを期待いたします。

次に私は、二つ目の質問に移りますけれども、議長よろしいですか。

〇議長（村瀬 広君） 次に、上村君の２件目の発言を許します。

○１１番（上村義雄君） ２件目は、グリーンサッカー場をというテーマを掲げさせ

ていただきました。

最近スポーツ少年団の活動が活発に行われているのは、大変うれしいことでござ

います。その裏では、指導員さんや父母の方々の支援があってこそと感謝しており

ます。

毎年５月の連休に、八雲町で少年サッカー大会が開かれ、南は青森から北は札幌

から、今金も参加し、合計で１２チームが出場し、３日間にわたって競技が行われ

たようでございます。

また、今金中学校のサッカー部は、５月９日の檜山春季大会で優勝だったそうで

ございます。すばらしいことだと思っております。

このように活発に行われているサッカーの練習場は、主に学校のグラウンドで行

い、砂で転ぶとケガになるため、転ばないような練習になってしまうということで

ございます。

私は、芝生のサッカー場を子どもたちのためにつくってはと考えますが、町長の

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 上村議員の二つ目の一般質問にお答えをいたします。

グリーンサッカー場の整備の質問をいただきました。

結論から申しますと、教育委員会やサッカー競技関係団体からの整備要望の声を

町長としても聞いていないこともありますが、この間の総合計画審議会等における

位置づけ等もされていないところであり、現段階では整備をする考えがないという

ことで答弁をさせていただきます。

現況のサッカー競技の活動状況でありますが、サッカー少年団のグラウンドでの
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練習は、４月から１０月にかけて毎週火曜日、木曜日、１７時から１９時３０分ま

で今金小学校グラウンドを使用して行っております。

運動会期間は、今金小学校グラウンドを使用できないため、５月中旬から６月中

旬までは今金中学校グラウンドを利用しています。

私は、体育協会とスポーツ少年団の本部事務局を務めていた時代に、サッカー少

年団設立にかかわったことから、これまでに高い関心を持って活動を見守ってきて

いますし、実情を知る一人であります。

この間、質問のように専用グラウンドがなく、砂利・砕石等の混じった活動場所

で、スパイクやユニホームなどの消耗も激しい状態が続いていたことも承知してい

ましたし、保護者からの切実な声も聞いたこともあります。何とか条件のよいグラ

、 、 、ウンドをと望んでいたことから 今金小学校のグラウンド整備には 町長としても

粒子が小さく、水はけがよく、かつ風によりほこりとして巻き上がらないような土

の確保に気を配ったところであります。

当時も芝グラウンドという声はなく、指導者や保護者からは、夜間照明の整備の

要望が強くありましたので、優先して整備をしてきたところであります。

事例として多いパターンは、今金中学校グラウンドに見られるように、トラック

の中に芝生コートを設けることがありますが、今金中学校は野球競技、あるいは陸

上競技とのかかわりから、トラックの部分が土で、そのほか大部分が芝生コートと

なっております。

サッカー競技は、芝生の上の練習、試合ができるのが理想ですが、管内的には芝

グラウンドは２町４カ所であります。管内大会では、芝グラウンドがあるところで

は使用されますが、函館地区のジュニアサッカー大会や中体連を含め、ほとんどの

会場が土のグラウンドで行われているのが現状であります。町長としては、今後も

現状の活動を支障なく行える環境を整えることを優先してまいりたいと考えており

ますので、ご理解願います。

以上申し上げ、答弁とさせていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 上村君の再質問を許します。

○１１番（上村義雄君） 町長から答弁いただきました。町長がサッカー少年団の設

立にかかわっていたということであれば、なおさらその状況というのはつぶさにわ

かっておられることだろうと思います。ただ、現段階では整備する考えはないとい

う答弁をいただきました。

しかし、今金町のこのスポーツにかける、また青少年の活動そのものが、非常に

活発に行われ、町あたりでもサッカーだけでなくていろんなところで優勝されてい

ると。また、今金町ではスキー場も整備されている。そして、いま補正等であれし

て、体育館の改築に向けたコンペに向けて、いま補正予算１５０万円の予定を組ん

でおりますようですけれども、私はそういういろんな競技の中で、そんなに金がか

からなくても、今金橋の上の方には野球場とソフトボール場、いまは橋の架け替え

でもって工事が行われるから一部は使われないのでしょうけれども、私は今金橋の
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下のところのグリーンのあるところ、あずまやというのですか、水飲み場というん

ですか、あれを取り払ってあれすれば、あそこを整備すれば、そんなに金がかから

ないで私はグリーンのサッカー練習場はできるのでないかなと。

特に、町長はこういうスポーツ、またサッカー少年団を設立する準備に最初から

かかわっているということでございますので、ここで答弁書にもあるとおり、保護

者からの切実な声も聞いたこともありますということでございます。ですから、い

、 、ま一度 今後は前向きの形で金をかけないでできる方向性ということを考えながら

サッカーの練習場を設立するような方向で、前向きで検討されてはいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 基本的には、今金町のさまざまな政策、事業というのは、そ

れぞれ所管するところが、それぞれのさまざまな団体から意向を聞いたり、あるい

はそういう会議の中で調整をしながら、それぞれ所管の方でまとめて全体の計画の

中に打ち出していく方法と、もう一つは、議員おっしゃるとおり、町長自ら施策を

打ち出すという方法があるわけであります。

この間、私も長いこと教育委員会にかかわっておりましたが、いまもそうであり

ますけれども、さまざまな施設整備に関しては、教育委員会の中で社会教育の中期

計画を策定したり、あるいは毎年行っていますけれども、体育施設利用団体の利用

者会議なども行って、いろんな要請等を受けながら対応しているのが実情でありま

す。

直近の中では、２６年度の体育施設の利用者団体の中での要望、特にサッカーの

ことから要望があったのは、室内でも、今金町も随分以前から盛んになっています

けれどもフットサルという、室内サッカー用のゴールポストの整備の要請があった

ということを承知しているわけであります。

グラウンドにつきましては、いま言ったように、全くなかったわけではないわけ

でありますけれども、何よりも一つ私がかかわってきている部分の中での大きな要

素は、少年団はやっぱり指導者の確保が最優先なんです。保護者はなかなか難しい

。 、 、と でも 保護者の協力があって行っているところもあるわけでありますけれども

そう考えた場合に、指導者が指導できる体制をとるとすれば、先ほどの今金小学校

のグラウンドを使ってやっている部分についても、５時からだということになりま

すと、どうしてもつきまとうのが夜間照明であるわけであります。そういうことか

ら断ち切れている要素があったし、以前にも取り組みがあったということで承知し

ていると思いますけれども、夜間照明施設、移動式、これは固定しないで移動式と

いうこともあった。断念された経過があるわけであります。

いま、議員がおっしゃったような部分の中でも、サッカー場と言ってもさまざま

あるわけです。ジュニアから、基本的にはグラウンド、横４５メートルから９０メ

。 。ートルの許容範囲があるんです 縦は９０メートルから１２０メートルの許容範囲

、 。その範囲の中では認めるよという基準があるわけです コートをつくるための基準

当てはまればいいわけでありますけれども、なかなか当てはまる部分がないと。２
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００メートル、今金小学校を含めて、あそこに芝生を張っても２００メートルトラ

ックの中では、今金中学校も無理であります。

ですから、４００メートルコート、オリンピックとかいろんなサッカーの大会を

やっていますけれども、世界大会あるいは国立競技場みたいなところは、４００メ

ートルトラックの中にすぽっと上手に国際規格が入るからできると。大会は別にし

ても、いざ練習ということになると、ハードルが高いというのは夜間照明の問題で

はないかなと思っています。その夜間照明も、河川敷という動きの話があった部分

につきましても、河川敷で固定の夜間照明は当時はつけられないということから、

移動式にしようという動きがあって、それも多額なのでということで断念したとい

う経過があります。

いま、議員がおっしゃるとおり、私はサッカー場とは言いませんけれども、多目

的に使える芝のコートというのは、確保することは私は可能だと思っています。そ

れは相手がありますから、国の方にお願いして河川敷の利用の許可を受ければ済む

わけであります。そういう動きがこれからとれるのであれば、ぜひ利用団体の方と

も相談をしながら進むことは可能だと思っています。

ただ単に、ゲームではなくて練習するのであれば、高等養護学校も、規格はあり

ませんけれども、いま、今金中学校の芝生の方でも使わせてやっておりますけれど

も、そういうふうに上手に工夫しながら進めていきたいと。

ただ、昨日の運動会、議員も見ておられましたけれども、本当に雨が降ってもす

ぐに練習ができる状況だとか、夜間照明もきちっと整備されている。ああいうすば

らしい環境、あの土も追分からわざわざいい土を探そうと、とりわけサッカーを含

めた声がありましたので、優先してすばらしい土を確保しようということで整備し

た経過があるわけでありますので、その辺の環境なんかもこれからもきちっと守っ

てまいりたいと。

いずれにいたしましても、利用団体、声は声として伺わせていただいて、その声

を私の方でも伝えながらも、利用団体が果たしてどういうことを望んでいるかとい

うことについては、教育委員会を中心にいろいろと話をさせていただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○１１番（上村義雄君） どうもありがとうございました。

〇議長（村瀬 広君） 一般質問中でありますが、昼食のため午後１時まで休憩いた

します。

休憩 午前１１時５９分

再開 午後 １時００分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

次に、小川君の発言を許します。

小川君。
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○２番（小川ひとみ君） 新人で未熟ですが、一生懸命頑張ろうと思いますのでよろ

しくお願いいたします。

では、今金町の商工業振興対策についてお伺いいたします。

昨年４月の消費税引き上げ、原材料価格の高騰、さらには人口減少問題から連鎖

する顧客ニーズの変化、消費低迷、経営者の高齢化による廃業など、町内商工業者

にとっては、先行きに多くの不安材料を抱えている状況にあります。

今金町がいつまでも活気にあふれて元気なまちとして形成していくためには、町

内の消費を拡大することはもちろんですが、商店には、お客様の買い物を通じ、店

先でのおしゃべり、配達時の声かけなど、町民とのコミュニティーの場として果た

す役割も重要であると考えております。

そのためにも、後継者、担い手不足、施設・設備等の老朽化による経営面からの

廃業の抑制、さらに新規創業者への創業支援等の充実が早急に必要と考えます。

当然、商工会員個々の経営努力や商工会事業を通じた努力も必要なことと思って

おりますが、４期目を迎えた町長として、商工業振興にどのような対策、お考えを

お持ちなのかをお伺いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 小川君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 小川議員の一般質問にお答えをいたします。

これまでに国が打ち出した経済政策によって、都市部や一部の企業においては、

景気の浮揚感が見出されつつあるものの、地方においてはその実感に乏しく、議員

ご指摘のように、景気動向の不透明さからくる消費低迷や先行きの不安感が、地方

の社会経済全般に蔓延しており、今金町も同様の状況にあると私自身も感じており

ます。

当然として、今金町としての大きな行政課題であり、商工業をはじめ産業振興を

図る上では、多様な角度から解決を図っていかなければならない課題であると認識

しております。

さて、議員からは、商工業振興を趣旨としての質問をいただきました。これから

述べる私の基本的な考え方から、商工業振興を含め産業全体の振興という視点を持

ち合わせて答弁させていただきます。

私は町長就任以来、地域内で一定程度の経済が循環するという仕組みづくりを志

。 。 、 、 、 、向してきました いわゆる地域産業というとらえ方です 農業 商業 工業 観光

福祉などあらゆる産業がそれぞれに関連し合い、相互の補完し高め合うという考え

方を持ち、議員の質問にあるように経済活動を維持拡大し、雇用対策や就労支援、

創業支援、人口減少対策などにつなげてまいるべく、今任期も引き続き施策を展開

していきたいと考えております。

議員の質問にかかわる、直近の具体的な取り組みを申し上げます。

１点目は、行政報告でも申し上げたとおり、まちづくり総合戦略室の設置であり

ます。いわゆる地方創生総合戦略プラン策定や、総合計画後期計画策定を専掌する
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部署であり、経済対策や人口減少対策が重要な要素になることから、その充実を図

るために設置するものであります。

あわせて、商工観光部門を産業振興課からまちづくり推進課へ移管しますが、ま

ちづくり推進課が所管する人流創生プロジェクトなどとの連動性や、商工会を中心

に取り組んでいます地域力再生プロジェクトの推進を含め、総合戦略プランの取り

組み強化を図り、観光・交流人口対策と産業振興施策の連動と充実を目指すもので

あります。

２点目は、雇用の場確保という視点も含めて、最優先は、現存している、いまあ

る個人商店や会社、事業所などの経営や事業継続と事業継承を重視し、経営の根幹

を支える施設設備への投資や経営向上に対する意欲を喚起し、経済の底上げを図る

ことを目的とする作業基盤整備に対する支援施策の検討であります。

現段階での概要は、産業振興課から提出の常任委員会資料にありますので、ここ

では詳細は割愛しますが、当面は、企業立地支援、店舗等施設改装支援、設備投資

支援、空き地・空き家・空き店舗活用支援、サテライトオフィス・ワークインレジ

デンス受け入れの五つのパッケージメニューによって、多角的な支援を展開するべ

く検討を進めてまいります。

この支援制度構築に当たっては、さらに詳細を詰めてまいりますが、関係団体等

のコンセンサスを得るための意見交換の機会を取り入れるなどにより、精度を高め

ていくことも必要と考えております。このため、予算等関連議案につきましては、

９月定例会での提案をめどとするスケジュール感を持っておりますので申し添えま

す。

なお、雇用創出、雇用確保の支援政策につきましては、関係機関との十分な協議

を踏まえて対策を講じてまいりたいと考えております。

以上の取り組みによって、質問にあります後継者・担い手不足の解消、施設・設

備等の老朽化による経営面からの廃業の抑制・新規創業者への創業支援等の充実と

いった課題を解決するための一つの足がかりになるものと考えております。

事業者においては、こうした施策を積極的に活用いただき、創意工夫によって経

営意欲の向上につなげ、足腰の強い経営基盤を築かれるよう願うものであります。

こうした景気の回復感が、地方へもいち早く到達し、本町がこれから打ち出す施

策と相まって、経済の底上げや産業振興に好影響がもたらされるよう期待するとこ

ろであります。

産業振興の取り組みの基本姿勢は、地域産業を支える個人・法人・事業者個々の

競争力を高め、町内経済循環を図り、さらに町外へ向けた経済循環を目指していく

ことにより、全体の底上げにつながることを共通認識したいと願っております。

改めて申しますが、いま、まさに経済活動を行っている事業者をいかに応援して

いくかという観点を、最重点として取り組んでまいります。

以上申し上げ、答弁とさせていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 小川君の再質問を許します。
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○２番（小川ひとみ君） 町長の基本的なお考えをお聞きし、さらにはまちづくり総

合戦略室の設置、商工部門の移管、産業基盤整備に対する支援など、具体的に取り

組みを始めていただいていること、関係団体等との意見交換の機会を取り入れるお

考えなど、実現に向けて大いに期待を持っています。よろしくお願いします。

商工会も事業者も自ら努力が必要と、質問の中で触れさせていただきました。ま

た、町長にも答弁で取り上げていただきましたので、平成２６年度から商工会が取

り組んでいる地域力再生プロジェクトに関連して再質問させていただきます。

このプロジェクトは、中小企業庁の補助採択を受け実施しているもので、高等養

護学校の卒業生の就労環境整備を一つの切り口として、いろいろな角度から定住促

進や人口減少対策につながる取り組みの調査を行い、本年度から可能なものから実

践していく運びとなっています。

また、プロジェクトの情報を得たある企業からは、この春に障害者雇用による植

物工場を今金で開設したいという思いがけない打診も受けております。

さらに、地域力再生プロジェクトでは、農業、福祉、教育、観光との連携も視野

に入れて取り進めることとしています。

、 、今年度の実施では 既に高等養護学校生徒の農業体験実習を受け入れていただき

就職先としての農業の可能性について調査しています。これは農協や受入先の農家

の方のご理解で実現しています。

答弁にあるように、企業立地、経済活動の活性化、雇用対策、就労支援などを通

じて定住促進や人口減少対策を図ろうとする、町長の姿勢とリンクするところが大

きいと思います。そして、町長が唱える地域産業というとらえ方からも、重なると

ころがあると思います。

プロジェクトの一連の動きは、ご存じのところもあると思いますが、プロジェク

トが進んでくると、さまざまな方面の協力が必要になると考えます。特に、行政と

は目的を同じくするところも多いと感じており、さらに相互関係を深め進めていく

ことが望ましいと考えますが、このプロジェクトの共同についてのお考えがあれば

お伺いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 再質問いただきました。何点かあるかと思います。

何よりも、今回の質問の中で、私も答弁申し上げましたけれども、とにかくいろ

いろなことを手がけていかなければいけないという思いは一致することかと思いま

す。

あわせて、地域課題もあるわけであります。地域課題の中に、いち早く高等養護

学校の卒業生のフォローということを取り上げていただいているということでは、

この地域力再生プロジェクト、非常にありがたく思っているわけであります。これ

は今金町が高等養護学校を誘致する前提、誘致してからも取り組まなければならな

い最大の課題なわけであります。

、 、少しく時間がかかりましたが 以前にも議会の方にも話をしておりますけれども
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昨年高等養護学校を持っている町村の町長、教育長、アドバイザーに学校長含めた

中での勉強会、連携会議を設立いたしました。会長に私、おさまったわけでありま

すけれども、事務局長にうちの教育長が事務局長になりまして、まず発信していこ

うと。そのベースは何かといいましたら、さまざまな取り組みが当然あるわけであ

りますけれども、最優先の課題、テーマは、就労に向けて卒業生をいかにして地元

の就労していくかということの設置町村の役割を果たしていこうということを最大

のテーマとして、この勉強会も既に進めているわけであります。

そういうことから、そのことをピックアップしながら、この度のまちづくり、あ

るいは雇用の場、そして人口減少対策に取り組んでいるということでは、非常にう

れしくありがたく思っているわけであります。

せっかくのこういうありがたい学校があるわけでありますから、生かしていくと

いうことでは、この間、町長は職員時代からもそうでありますけれども、町を挙げ

て、議会を挙げていろいろな要請運動に取り組んできている経過があるわけであり

ます。

私が町長になってからも、何とか間口増ということの地元としてのお願いもして

きているわけでありますが、その前段で、この前、合同委員会で報告しましたよう

に、１学級増、特定の学級でありますけれども、３年間１学級が増されるという情

報をいただいたわけであります。

まだ、願わくば間口増に向かってどうするかと。私は、この間訴えておりますの

、 、 、は さまざまな今金高等養護学校の卒業生の就労状況を考えますと 加工場だとか

あるいはあすなろだとかと、どちらかというと食品加工に向けたところに就労して

いる状況があるわけでありまして、今金町の皆さんが、多くの方々が声を出してい

るように、福祉と農業と連動したような形の雇用ということから、高等養護学校の

卒業生のフォローに向けているわけでありますから、そう考えた場合に、町長とし

て目指している今金町の間口増のテーマは、食品加工科をお願いしたいという言葉

はあちこちで話題提供をさせていただいている部分であります。

そう考えた場合に、これからどんどんどんどんそういう方向に持っていかなけれ

ばいけないと。その節は、いろんな運動を展開していかなければいけないわけであ

りますけれども、ぜひ努力してまいりたいなと思っていました。

連携体制含めてそうでありますけれども、先ほど上村議員の質問にも答えました

けれども、いずれにいたしましても、いろんなところの連携体制を組んでいかなけ

ればいけません。とりわけテーマごとに、一つのテーマにしても、これだけ多くの

ところが参入して行う地域再生プロジェクトもないのではないかなと思っていまし

た。

この生かし方を十分にやることによって、先ほど来申し上げているように、今金

町における、まず、課題はたくさんありますけれども、就労あるいは雇用等を含め

、 、た場合の今金の農業を生かして 福祉を生かしてどうするかというようなことにも

テーマにも結びついてくるだろうと。
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今回はあくまでも高等養護学校の卒業生ということに特化しているわけでありま

すけれども、障害者も当然いるわけでありますから、その辺の広がりもできていく

だろうと。ここに賛同された、農業団体含めてさまざまな団体、福祉団体、あるい

は多くのプロジェクトを組んだ今回の地域再生プロジェクトについては、非常に評

価をしているわけであります。

いま、今金が、あるいは国が、北海道が、全体で取り上げている課題にマッチす

る要素でありますし、今金町としても特に最重点として取り上げていかなければい

けないものに合致しているわけでありますから、町長としても全力を尽くして取り

組んでいかなければいけないかなと。

具体的な雇用の場の話も出てきました。個々の農家への参入ということがベース

にあるわけでありますけれども、あわせて町外からのそういう声も、ＴＴＮの社長

さん等もわざわざ来ていただきまして、私もお会いし、その熱意を感じたところで

ありますし、社長さんもこの事業に障害者を取り込んだ形の中で会社を起こしてい

きたいんだというような話もされておりました。

非常に有数な、有名な会社であるわけでありますから、その辺の知名度も当然あ

るわけでありますけれども、何よりも社長もおっしゃっていました。うちのプロジ

ェクトには、大きなネットワークがありますと、それを生かすことができますとい

うことを考えた場合に、私どもが考える一つ一つのプロジェクトも、そのネットワ

ークをどう生かすかということが、すべてに結びつくきっかけになると思いますの

、 、 、 、で ぜひぜひ町長といたしましても 最優先課題として そのためにも地域戦略室

加えて商工観光、若い人方がかかわっている人流プロジェクト、この辺を一致させ

ながら、この辺の支援に全面的に取り組んでいくやっぱり仕組みを、庁内仕組みを

とるために、それからプラスして、そのことを事を起こすための若い方々に刺激を

与えて、若い方々が取り組むような体制づくりに、今回の機構改革、あわせて他の

一部の所掌事務の移行ということも考えております。そのことを含めて、ぜひこれ

からも議会含めてのご理解を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願い申し

上げます。

〇議長（村瀬 広君） 小川君の再々質問を許します。

○２番（小川ひとみ君） プロジェクトに対する町長の真摯な思いが伝わりました。

大変具体的なわかりやすい答弁をいただき、ありがとうございます。

これはどこが欠けても実現できないプロジェクトです。町の明るい未来に通じる

事業だと思いますので、きめ細やかなご配慮をお願いいたします。

最後に、養護学校の卒業生を雇用している者としてお願いがございます。

目に見える施設、設備、仕組み等だけでなく、卒業生や雇用先の心のケアにも目

を向けていただきたいと思います。数日前の養護学校の評議委員会で、福祉課の課

長さんからも、既存の組織があるのでそこでやってくださるといううれしいお言葉

もいただきました。既存の組織も十分に活用しながら、今やれることからスピーデ

ィに手をつけてやっていただきたいと思います。
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町民の皆さんの理解、協力をいただき、まちぐるみで進んでいってほしいと願っ

ています。これからの取り組みに期待しております。

以上で、一般質問を終わらせていただきます。

〇議長（村瀬 広君） 答弁要りますね。

○２番（小川ひとみ君） お願いします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 貴重な意見をいただきました。今後プロジェクトで生かすた

めにも、加えて実現するためにも、実現した暁にも、大きな課題があるという認識

を受けております。

詳しくは申しませんでしたが、この後のフォロー含めて、重要なのは、以前から

申し上げておりますように、以前からいろんな声をいただいておりますように、居

住環境、やっぱり住宅の確保というものも最大の課題であります。どちらが先かと

いうことでは、いろいろ私も相談を受けておりますけれども、まずそちらがなけれ

ばという声もあります。まず働くのが先だという方もいます。

いずれにいたしましても、同時並行で物事を考えていかなければいけないかなと

思っていました。そう考えた場合に、会社の立地、働いているうちはさまざまな会

社そのものの中でフォローもできるし、ケアもできるわけでありますけれども、や

はり会社から離れますとなかなか難しい状況だということも考えなければいけない

と。当然居住環境につきましても、いま本当にその辺で一生懸命やっていただいて

おります。主管の佐藤理事長含めた職員の方々には、この間随分いろんな話をさせ

てもらっております。

ただ、これからは、この卒業生のフォローにつきましても、住環境も福祉サイド

のグループホームという視点ではなくて、やっぱり働いている方、勤労者の住宅環

境、住宅整備というような視点を持っていかなければいけないと思っていました。

あわせ持って、そこにはケアホーム的な要素、いま議員がおっしゃるようなこと

もきちっとできるような、生活指導なり、あるいは生活管理なり、あるいは金銭管

理なり、等々含めて、幾ら自立と言ってもなかなかすぐにはできない状況もありま

すので、その辺を上手に組み合った形の中でやるとすれば、先ほど言ったプロジェ

、 、クトの構成メンバーが 一つでも欠ければ成り立たない要素もあると思いますので

ぜひぜひその辺も踏まえた中での全体の受け皿づくりなり、あるいは推進体制につ

いて、町長としも、町としても努力してまいりたいと考えております。

○２番（小川ひとみ君） 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。

暫時休憩いたします。

（中島教育長退席）

休憩 午後 １時２３分

再開 午後 １時２３分
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〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

◎日程第６ 同意第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、同意第１号を議題とします。

今金町副町長の選任について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） ご説明いたします。

同意第１号 今金町副町長の選任について、提案理由を申し上げます。

本年６月３０日をもって、副町長職が任期満了となることから、地方自治法第１

６２条の規定によって中島光弘氏を新たな副町長として選任することについて、議

会の同意をお願いするものであります。

同意案につきましては、総務財政課長に朗読説明をいたさせます。

ご審議いただき同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） （同意第１号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、本案は原案同意と決定します。

暫時休憩いたします。

（中島教育長入場）

休憩 午後 １時２６分

再開 午後 １時２６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７ 同意第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、同意第２号を議題とします。

今金町教育委員会教育長の選任について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 同意第２号 今金町教育委員会教育長の選任について、提

案理由を申し上げます。
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中島光弘教育長が６月３０日をもって辞職することに伴い、田中俊一氏を新たな

教育長として任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律第４条第１項の規定により議会の同意をお願いするものであり

ます。

同意案につきましては、総務財政課長に朗読説明いたさせます。

ご審議いただき同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） （同意第２号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、本案は原案同意と決定します。

◎日程第８ 同意第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、同意第３号を議題とします。

今金町教育委員会委員の任命について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 同意第３号 今金町教育委員会委員の任命について、提案

理由を申し上げます。

橘宣雄教育委員が６月３０日をもって辞職することに伴い、新たな教育委員とし

て永井章氏を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意をお願いするもので

あります。

同意案につきましては、総務財政課長に朗読説明いたさせます。

ご審議いただき同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） （同意第３号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し採決を行います。

本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「
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〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、本案は原案同意と決定します。

◎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。

まちづくり総合戦略室設置条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

（ ） 、○副町長 清水 寛君 議案第１号 まちづくり総合戦略室設置条例制定について

提案理由を申し上げます。

昨年度末に国で閣議決定をされました、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づ

き、人口減少の克服、地方創生の推進など、喫緊の課題を抱える中にあって、全力

でこの課題に取り組み、その実現に向けた町の重点施策を強力に推し進める体制と

するため、本町行政組織に新たに室を設置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、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑ありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 今回の機構改革でありますけれども、平成１９年に大規模

な機構改革が行われました。それまで小課制であったものが大課制、それからグル

ープ制の導入、当時の社会環境情勢、いろいろある中で、これは議会の基本条例の

改正もあったわけですけれども、大きく変わりました。８年が経過したと。

町長は集大成の４年間という位置づけをする中で、実際その集大成を実行に移す

べく、体制づくり、この中で、グループ制の評価だとか、それから大課制の課題だ

とかといろいろあると思うんですけれども、それらはどのような評価になっている

か、お知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） いま議員がおっしゃったとおり、平成１９年の４月に大が

かりな機構改革を行っております。そのときに、かつての小課制であったものを大

課制に移行したと。そして、あわせてグループ制を導入し８年ということでは、ま

さしく議員のおっしゃるとおりであります。

この間、そのグループ制、そして大課制がいまになじんでいるかという部分もご

ざいましょうし、それらの評価という部分でもありますが、いま私どもとしては、

一定の成果を上げているものと認識をしております。

加えて、平成１７年から平成２３年まででしたか、総務省の方から通知が入りま

した定員適正化計画というものが、これは全国一律に推し進められました。私ども

の町では、それ以前から職員の定数の削減という部分、これは取り組んでおりまし

たが、平成１７年の分母を基準として、その当時で、申しわけございません、明確

な数字ではございませんので１１．７であったと思いますが、それだけの削減を平
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成２１年までやられている。そのあと２年延長がされました。さらに、数値も加算

もされたわけであります。

私どもとしては、それらの基準に沿っていかなければ、当然ペナルティーがかか

るというような当時の風潮でございましたので、それらに合わせて粛々と定員の削

減をいたしております。

もともと手をかけていた定員削減に、さらに削減をかける。加えて、現業職につ

いては、削減の対象にはできません。病院の看護職、介護老人保健施設の介護職等

々は削減の対象にはできません。これは基準定数をもって施設を運営しています。

しかし、削減の対象とする分母にはこれが加算されるわけですから、勢い事務職が

削減の対象になっています。

そのような経過を踏まえた中で、現況ある体制としましては、非常に体力的に落

ちたというのが現実であります。ただ、この間、昭和２０年から２４～５年までの

間に生まれた、今金町の団塊の世代は当然その中にあるわけですから、その方々が

大量に退職をし、一部補充という形の中で定員削減も行ってまいりました。

そういうことで、いま定員の部分については、非常に苦しい状況の中にあって、

今後はいま進めている総合戦略、その他総合計画等との事業等が固まり次第、新た

な体制づくりも模索をしなければならないものというふうに認識をしております。

いまの現段階においては、この大課制を進めてきた、このことが適切な方法であ

ったと。しかし、中には一部大変な部分もあったかとは思っておりますが、特別問

題はなかったかなという認識を持っているということでご理解を賜りたいと思って

います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 大変な努力をされたというのは、私も議会の立場で見てい

るとよくわかります。それまでの自分たちの努力にさらに上乗せをするような定員

適正化計画が出たときには、本当にびっくりしました。

しかし、それとてもクリアしなければならないということでは、これ現実問題で

す。ですから、それを越えてここまで努力をされてきたというのは、非常に意義の

あることだと思うし、このことが将来につながっていくのだろうなというふうには

思います。

評価としては、よくやっているとは言いながら、これはまだ努力をしなさいとい

うのは、これ当然言われる話です。特に小課制から大課制に移行したときには、非

常に守備範囲が広くなるということでは、議会の説明、答弁においても、課長だけ

ではなく主幹、補佐、いわゆるより政策に精通したものの説明と答弁を求めるとい

うことは、これ議会側からもお願いをして、いま実行しているものであります。

これから、当然その評価と検証、この繰り返しをしていかなければならないとい

う中では、７月に多分人事があると思うんですけれども、そののち、機構改革をす

るというのは、私は大変だと思うんですよ。ですから、できれば今回この機会に、

思い切った４年間、私がさっき言ったように、町長は４年間が集大成というわけで
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すから、今回間に合わなかったのかなという気がするんですけれども、その辺はい

かがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） お答えします。本当に将来を見据えてのありがたい質問をい

ただきました。

最後の言葉にありましたように、議会があって、新しいまちの構成をつくると。

加えて特別職の任期等々もありましたので、そのことを当然クリアしていかなけれ

ば、次にステップにならないだろうという認識があって、時期的な状況も当然ある

わけでありますが、何よりもこの間一般質問等々含めてお話し申し上げているよう

に、総合計画の後期、それとまちの戦略の計画の策定ということが、最大の行政課

題になっているわけであります。これに向けた対策、対応、庁内体制をきちっとと

っていこうということが、最優先する認識として私なりにこの間、今日までいろい

ろな構想を練ってきているわけであります。何よりもそういう事が求められるとす

れば、それに対する庁内機能というのは高めていかなければいけないと。

加えて、議員がおっしゃっていただいたように、やはり人が少なくなっている状

況の中では、一人一人の仕事の量も増えるし、専門職的な要素も高まっていかなけ

ればいけないと。町長的には、この間も指導をし、指示し、あるいはいろいろなと

ころに出向いてということで、情報も出してくださいという話をしていますけれど

も、副町長もいま申しましたように、職員の部分の中では、どうしても削減対象に

ならない部分はあります。平たく言うと、専門職的な要素の方々の職員の体制、配

置、あるいは確保というのは非常に難しい状況になっておりまして、技術屋とも言

いますけれども、その辺の確保については優先して求めていこうということで、い

まなお動いているわけであります。

どんな課の体制になろうとも、新しい計画が策定した段階で、実効性を高めるた

めには、議員おっしゃるような形で、次に実効性を高めるようなための庁内体制を

つくらなければいけないというのは、当然であるわけであります。そう考えた場合

に、いまの課のあり方でいいのかどうかと。それにプラスして、行政課題であるわ

けでありますけれども、民に移行できる業務については、民の方に移行するような

視点を持たなければいけない。これは国も求めているわけであります。

もう一点重要なのが、国は今回の地方財政の諮問会議の中でも、きちっと地方交

、 。 、付税の削減に向けて いろんな課題テーマを出してきています いま言ったような

いかにして歳出削減をするかというテーマもあったり、あるいは削減努力の一つで

すけれども、効率的な行政運営を行うため、それは外注も含めてそうでありますけ

れども、そういう部分。それともう一つは、連携。近隣町村との広域連携、こうい

う事業にもどんどんどんどん取り組んでいくことを視点にして、そういう努力をす

るところによっては、交付税の視点をちょっと向いていくよということの中間的な

報告が、この前ですけれども、新聞に出ておりました。

当然そういう視点を持ちながら進めてきている経過の中で、先ほども副町長が言
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ったように、私が町長になってからは、総務課長のときにも指示を受けて取り組ん

、 、 ．できた経過がありますけれども 町長になってすぐに 国からの現状の人員から５

６％削減しなさいとあって、大変それからは非常に町の体制は厳しくなりました。

いまなおそういう厳しい状況の中で、平成１９年に思い切った改革をさせていた

だいた経過がありますけれども、そこに何が問題が生じているかと言ったら、問題

という問題ではないんですけれども、やっぱり大変職員は負担が大きくなったので

はないかという認識を私なりに持っています。

グループ制もそうですから、より一生懸命仕事をやっていますけれども、特定の

一分野の業務であったわけでありますけれども、グループ制ですから、隣の仕事と

の協力関係もとっていかなければいけないとすれば、職員に対する負担ははかり知

れないものがあるのではないかと私なりには感じていますけれども、それに耐えて

職員の方々はいまなお一生懸命仕事をしていただいているということについては、

ありがたく感謝をしているわけであります。

先ほど言ったように、それでも職員は足りないという状況を考えた場合に、どう

クリアするかと。最優先課題は、さっき言ったように、専門職、技術屋の確保をし

ましょうと。これも具体的な話も指示しています。建築だとか、さまざま土木だと

かという言葉で確保してきておりますけれども、農業関係につきましても、農業土

木の職員の確保、あるいは酪農、畜産に向けた、特化したようなさまざまな資格な

り勉強をしている方の必要性も、私なりに感じていますし、そういう努力も当然し

ていかなければいけないだろうと。

あるいは、さまざまな分野における、教育分野もそうでありますけれども、やっ

ぱり専門職は専門職なりのすばらしいものを持っていますので、それを生かすよう

な形を取り組んでいくと。それを逆にその方々をいつまでもということでは、人事

の中にも生かしていって、広く職員の方々もその職員から学んでいくというスタイ

ルもとっていかなければいけないのではないかなと思っていました。

議員におっしゃってもらったように、非常にその中でありがたく、職員も研修と

いうよりも職員が勉強する機会ということで与えていただいた、議会、常任委員会

の中での答弁、以前は課長でありました。それから、補佐でありました。それを主

幹の方まで落としていただいて、答弁をさせていただいているということについて

は、何よりも勉強の機会になるわけでありまして、より一層資質も高まるわけであ

ります。議会のそういう配慮も含めて、これからも機構改革については十分意を配

っていかなければいけないと。

意を配る大きな視点は何かといいましたら、いま言ったように実効性が高まるよ

うな、計画作成の段階でそのことについての方向性をぜひ考えていきたいと考えて

いるところでございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 機構改革、いわゆる機構を運営していくのはやっぱり人で

すよね。十分な戦力かどうかというのは、これは個々の能力にもよるし、それから
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社会情勢にもよるということは十分承知をしております。しかし、それに向けてど

う職員を教育していくか。

機構をしっかりつくり上げるということは、やっぱり人をつくるということだと

いうふうに思うんですよ。ですから、さっき言った答弁も、主幹クラスというのは

、 、 、そのとおりでありますけれども これからもぜひそういう努力 いわゆる職員教育

それから、さっき病院の話のときに接遇の講習をするという話でした。あわせて一

般事務職も含めながら、どうすれば町民に最大のサービスができるのか、日々努力

をしていただき、実行していただく。これがいわゆる集大成にもつながるというふ

うな気がするんですんですけれども、最後に何かあればお聞かせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 議員のおっしゃるとおり、本当に人をつくる、人を育てると

いう分野については、人が仕事を行うわけでありますから、その辺の視点を忘れず

に行いたいし、何よりも私自身もそうであります。職員であった、何よりもふだん

は一生懸命やっているつもりでありますけれども、余計、より一層勉強の機会が与

えられるというのは、議会があるということでは、非常に勉強する、ふだん以上に

一生懸命勉強しなければいけないということでは、最大のチャンスであったわけで

あります。そのことを現在の職員の方々にもきちっと伝えながら、議会に向けるだ

けではなくて、ふだんの努力、ふだんの高まりに私は大いに期待をしたいと思って

おります。

加えて、接遇を含めてそうでありますけれども、何度も申し上げますが、基本は

そこだと思っています。もしかしたら、ちょっとした違いというのは、全職員が町

、 、民と接する職であるという認識を持っておりますけれども 特定の人と接する場所

全くどちらかというと接触しない職種もあるわけであります。大いにやっぱり町民

とも接触し、コミュニケーションの大切さ、そして自分自身の存在を認めてもらう

という場面を考えますと、そこに議員がおっしゃるとおり人事があって、私はしか

るべきだと思っています。いろんな視点でもって表に出てくる、町民と接するとい

う場面をつくるのは、そういう関係をつくるのは、町長の仕事だと思っています。

それが人事だという思いを持っています。

適材適所というよりも、そうではなくて、まず何よりもいろんなところに行って

学んでほしいということを目指し、適正な配置をしていくということが人事異動の

要素でありますし、機構改革の一つの大きな視点でもないかなと思っていました。

その辺を加味しながら、加えて常日ごろから申し上げているように、その場合の町

民との接触がある度にきちっとした接遇に心がけるように、これからも指導してま

いりたいと考えています。

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） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第９ 議案第１号についての採決を行います。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第１号は、原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第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。

今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第２号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更に

ついて、提案理由を申し上げます。

本計画に、過疎債対策充当事業として、新たに今金小学校屋内運動場等吊天井改

修事業及び森林管理道住吉支線開設事業を計画登載することと、総合体育館建設事

業の登載名の変更を行うため、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に

基づき議決をお願い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ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第２号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第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。

平成２７年度今金町一般会計補正予算（第１号）について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第３号 平成２７年度今金町一般会計補正予算（第１
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号）の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１億６，７

４１万円を追加し、予算の総額をそれぞれ５０億８，５９０万８，０００円にしよ

うとするものであります。

また、平成２６年３月補正により計上しました、地域消費喚起生活支援事業費及

び地域創生事業費は、平成２７年への繰越予算といたしましたので、平成２７年度

当初予算にも二重計上となっておりました部分を、それぞれ減額措置を講じており

ますのでよろしくお願いいたします。

、 、 。 。それでは 補正の主なものについて 歳入より申し上げます １ページからです

１３款国庫支出金において２，５０６万１，０００円の追加は、社会保障・税番

号制度システム整備費補助金、さらには臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給

付金等補助金と、これに係る事務費補助金が主であります。

１４款道支出金において１，７２６万１，０００円の追加は、国保の基盤安定負

担金ほか強い農業づくり事業補助金、造林事業補助金、森林管理道開設事業補助金

等の追加が主であります。

１７款繰入金で５，５３４万６，０００円の追加は、財政調整基金繰入金であり

ます。

１８款繰越金で８３２万８，０００円の追加は、前年度繰越金です。

２０款町債で６，１７０万円の追加は、スクールバス購入事業債、総合体育館建

設事業債が主であります。

次に、歳出は２ページです。

２款総務費で３，９９２万９，０００円の追加は、町有施設の解体修繕に係る工

事費、さらには住民活動費に係るＬＥＤ防犯灯取り付け業務委託、街路灯電気料補

助、神丘ヘリポート整備工事費等が主であります。

３款民生費で４，５０２万７，０００円の追加は、臨時福祉給付金、子育て世帯

臨時特例給付金、国保事業勘定及び老健施設の特別会計に対する繰出金、高齢者共

同生活施設の屋外階段取替工事等が主であります。

４款衛生費で７０９万３，０００円の減額は、国保施設勘定の繰出金、浄化槽設

置整備事業費補助金が主であります。

６款農林水産業費で２，１５７万５，０００円の追加は、造林事業費、林道費が

主であります。

８款土木費で３，５６６万円の追加は、道路維持費における工事請負費、河川維

持費における修繕料が主であります。

１０款教育費で２，７３６万７，０００円の追加は、スクールバス購入費が主で

あります。

４ページをお願いします。

第２表の地方債の補正でありますが、１項の変更であります。

記載の方法、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い
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たします。起債の目的、限度額の補正について申し上げます。

浄化槽設置整備事業債、限度額を７６０万円から２２０万円に、計を３億３２０

万を２億９，７８０万円にそれぞれ改めるものであります。

次に、５ページの２項は追加であります。

起債の目的は、スクールバス購入事業債１，５３０万円、総合体育館建設事業債

４６７万円、森林管理道住吉支線開設事業債５１０万円を追加するものでありまし

て、いずれも起債の方法は普通貸借または証券発行、利率は年５％以内、償還の方

法は、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としております。

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、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

ここで、午後２時５分まで暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５７分

再開 午後 ２時０５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

休憩前に平成２７年度今金町一般会計補正予算（第１号）について説明がござい

ました。

これより、質疑を行います。

質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明にかつ議題外にわた

らず、またその範囲を超えないようにお願いをしておきます。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

１款議会費の質疑を行います。２０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。２１ページから２６ページです。

向井君。

○４番（向井孝一君） ２２ページの住民活動推進費の中で、街路灯の電気料金補助

２１３万６，０００円が計上されていますけれども、これはどういう経過でこうい

うふうになったのか、ちょっとお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、山田君。

○まちづくり推進課長（山田 薫君） お答えをいたします。

町長の行政報告でもありましたが、近年町内会で管理しております街路灯の電気

料の負担が増えております。その際、各町内会ごとに会費をいただいて、それで電

気料の支払いを行っているんですが、それが町から３分の２の補助、３分の１が町
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内会の負担ということで、いま制度設計をして運用しておりますが、先ほど申した

とおり、電気料の負担が各町内会で多いということで、町内会からも要望があった

ということで補助率の改定をいたしました。３分の２の町の補助から１０分の９に

改正をして、町内会は１０分の１という形で補助率の改定をさせていただきました

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 街路灯については、１００％行政が持っているとばかり思っ

ていたのですが。確かにいままで７０％の補助でやってきたということで、町内会

。 、 、の負担は本当に大きいなというような感じを受けております それで いま９０％

９割補助に直すということですね。

それと同時に、申請を忘れてあった部分ってありましたよね。その経過について

も、ちょっとお知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、山田君。

○まちづくり推進課長（山田 薫君） ご質問のように、街路灯電気料補助金の２１

３万６，０００円の内容でございますが、先ほど答弁した補助率改定の部分が１１

６万１，０００円。残りの９７万５，０００円につきましては、この補助金の改定

に当たりまして、改めまして各町内会が管理しております街路灯の基数だったり、

並びに補助申請をいただいた補助申請の内容を所管の方で、私どもの方で確認をさ

せていただきました。

、 、 、その際 １町内会において ２２基管理しているところ１５基の申請しかなくて

７基分が未申請ということが発覚いたしました。その際、町内会の方にも私どもの

方でお話をし、経過について私たちも調査をして、文書保存年限のある年数、１０

年分をさかのぼって調査したところ、１０年分、その７基については補助申請が漏

、 ，れていたということが発覚いたしましたので 今回１０年分さかのぼって９７万５

０００円を追加の補助といたしまして、補助要項を新規にさかのぼりの策定をいた

しまして、１０年分９７万５，０００円をお支払いするという形で進めてまいりた

いというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） １０年間も申請がなかったという、どういうことで、申請が

あるなしにかかわらず、町内会の街路灯については、そういう補助というのは当然

すべきというように思ったんですが、申請のないところというのは、当時、１０年

前、それは申請があるかないかの確認は各町内会ごとにしていると思うんですが、

なぜそういう事態が起きたのかということを再度ちょっとわかる範囲内で説明いた

だきたい。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、山田君。

（ ） 、 、○まちづくり推進課長 山田 薫君 私たちも調査をしている中では 最初の経緯

最初の申請の説明がどういうふうになったのかということはちょっとわかり得ない

ところがありますが、街路灯の申請基数の確認だったりとか、その辺の職員の確認
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が不十分だったということは、大変申しわけなく思っておりまして、今後こういう

ことのないように、街路灯の基数と補助金の基数を確認しながら事務に当たってま

いりたいというふうに思っています。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） ２１ページで、町長車が入れ替えするということなんですけ

れども、入れ替え理由と、それから車種等についてお知らせください。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） お答えさせていただきます。

今回、町長車を入れ替えるということで、現在の町長車につきましては、トヨタ

クラウンということでございますが、購入が平成１３年１１月登録ということで、

１３年以上、１１月が来ると１４年ということになります。

その間、走行距離につきましては、今年の６月で２８万７，０００キロというこ

とになってございます。金属疲労という心配もございますし、整備費等も多めにか

かってきているような状況もございますので、今回町長車を更新するという予算を

計上させていただきました。

〇議長（村瀬 広君） 車種は。

総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） いま予定の車種につきましては、トヨタクラウンハ

イブリッド４ＷＤロイヤルサルーンを予定してございます。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

日置君。

○７番（日置紳一君） いま同僚議員が質問したところなんですけれども、この古い

いままで乗っていた車の入札については、どういうところが、指名入札なのでしょ

うか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） いま予定しています古いものの入札といいますか、

新しい車を購入するときの下取りということで入札を実施したいと考えておりま

す。下取りという考えでございます。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ＬＥＤの防犯灯の導入の件について、ちょっとお伺いをさせ

、 、ていただきたいなと思うんですけれども これはある新聞の記事なんですけれども

東北のある町で、商店街の街路灯全部をＬＥＤの電球に替えました。その替えたと

ころ、テレビとかラジオの受信障害が発生したと、そういう苦情があったというこ

ういう記事があったんですね。メーカー側は受信障害対策を施した電球に替えると
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いうことに決めたと、そういう内容が載っていたのですけれども、私は積極的に環

境負荷の低減を進める施策の一つとして、そういう省エネ効果が期待される姿勢と

いうのには期待はしているところではあるんですけれども、ＬＥＤの照明には受信

障害が発生する可能性があると。可能性があるというところなので、その事業実施

に向けては、これらの問題についてきちんと対応していかないと、町民の皆さんが

安心して使用することができないのではないかなという不安と心配があります。

そこで質問なんですけれども、ＬＥＤの防犯灯を推進するに当たって、実証実験

等を行う予定があるのかどうか。

また、実証実験を行ったのであれば、受信障害の問題が発生しなかったのかどう

かをお伺いをしたいなと。

また、今後本格的にＬＥＤ防犯灯の導入を進めていくに当たって、このような問

題が生じないよう、何らかの対策を考えているのか、あわせてお伺いいたしたいと

思います。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、山田君。

○まちづくり推進課長（山田 薫君） お答えをいたします。

ＬＥＤに替えたことによって、受信の障害があるということのご質問だと思いま

すが、現在でも道路事業において、中央通り線の工事完了のところにはＬＥＤの道

路照明をつけておりますし、管内でも全部ＬＥＤ化になった町村もございます。

そういった町村からも、いろいろご指導いただきながら、この業務を進めていく

、 、べく意見等を伺っておりますが 特段そのような受信の問題等が発生してあるとか

そういう声があるということは、こちらの方も受けていなかったものですから、そ

ういうことはないというふうに思っておりますが、今後実証実験をするのかという

ことは、実証実験はするつもりは考えておりませんが、業者といろいろな打ち合わ

せをしながら、過去にもそういう、全国的にもそういう例があったということもお

伝えしながら、そういう電波障害のないような取り組みで進めてまいりたいという

ふうに考えています。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 電球の質の問題だと思うんですよね。安いＬＥＤ電球だと、

そういった粗悪品も混ざっているのではないかなというところが懸念されるのかな

。 、 、と思います そういう光とか明るさの違いというのが いままでとちょっと違って

町民の方々はまだ慣れていないという人も居ると思うんですね。そういうのが受信

障害等で不安に思う人というのもいるかもしれない。

町民の方々が不安にならないように、今金町としてもしっかりとした取り組みを

お願いしたいなというところで私の質問を終わります。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、山田君。

○まちづくり推進課長（山田 薫君） この予算議決後においては、各町内会長にお

話をして、いまある設置基数が本当にいいものなのか、あるべきところにあるのか

というような相談事もしながら、進めてまいりたいと思っておりますし、いまご質
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問にありました内容も、自治会長の皆様にもお話ししながら、そういうことのない

ように取り組みを進めてまいりたいというふうにお伝えをしながら進めてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） この件に関しては、私の出る出番ではないと思うんですけれ

ども、申し添えたいと思います。

、 。私の見解でありますが この件については一般質問をいただいた経過があります

何よりも私がＬＥＤ化にしたいと、したいというより、しなければいけないという

前提に立ったのは、もう既に蛍光灯を含めた器具が製造していないと。すべてがこ

れからはＬＥＤになるんだということを前提の情報等々踏まえて、そういう方向性

に来ているということから、それであれば、早くに対応したいと。もう既に傷んで

きているところを含めて、優先的にやらせていただきたいと。

ただ、補助等々のさまざまな要件はありますので、１年で一気にということにな

、 、 、りませんので ２年に分けてという答弁をさせていただいて 方向性を踏み出して

スピード感を持って行いたいということから、今回予算づけをした経過があるわけ

でありますけれども、私も初めてＬＥＤの障害ということを聞いたわけであります

が、何はさて置いても、その辺を含めて、設置に向けてはさまざまな業者との調整

もあるわけでありますから、その辺には、いま議員が指摘されるような状況に陥ら

ないように努めて、導入に向けて努力してまいりたいと考えております。

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） 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。２７から３１ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 民生費の質疑を終わります。

４款衛生費の質疑を行います。３２から３４ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） ３３ページの浄化槽設置整備事業補助で、これ４２０万円ほ

ど減額になっておりますけれども、この住宅の浄化槽というのは、大体もう入り切

ったからこういうことになっているのかどうか、ちょっとお伺いします。

〇議長（村瀬 広君） 公営施設課長、安達君。

○公営施設課長（安達雄一君） この事業ですけれども、当初予算で５人槽を３基、

、 。７人槽を７基ということで ３月２３日から４月末まで申し込み受付を行いました

その結果をもって、５人槽４基、７人槽１基ということと、町単独費で１００万円

ということの差額を減額するということでございます。あくまで、全部設置したと

いうことではございません。今後も継続して事業を進めてまいります。

以上であります。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。
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○７番（日置紳一君） まだ続いているということですけれども、実は、そっちの方

が大体整備が済んだのであれば、地区の会館や農家のパートさん用のトイレなどに

も補助を拡大できないかなという考えなんですけれども、そういう気はまだいまの

ところありませんか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） いま日置議員がおっしゃった部分については、新たな施策

という部分でのお話になりますので、いまこの衛生費の中での浄化槽につきまして

は、個人に対する浄化槽の設置の補助でありますので、また別次元の部分でありま

すので、いまこの段階ではお答えができませんのでご了解をお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 衛生費の質疑を終わります。

５款労働費の質疑を行います。３５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 労働費の質疑を終わります。

６款農林水産業費の質疑を行います。３６から３９ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。４０から４１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。４２から４５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。４６から４７ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 先日も住宅火災があって、消防、それから消防団の皆様、

大変ご苦労をされながら鎮火をされたということ。それから、大きな人命にかかわ

るようなこともなかったというのは、不幸中の幸いですけれども、教訓として、や

はり何点か考える必要があるのかなという気がするので質問をいたします。

例えば住宅火災、特に地方においては、いろんな道路が入り組んでいるようなと

ころもあります。今回も、いろんな方面から住宅に向かって入っていく道路があっ

たようですけれども、個人住宅の前をあえて通って入っていったと。通常使われて

いるところじゃないようなところから入ったと。急を要することですから、これは

もう仕方ないのですけれども、ふだんからそういう農家住宅等の進入するための経

路、こういうのっていうのは、余り調査というのはしていないんですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、清水君。

（ ） 、 。○副町長 清水 寛君 消防の消火の関係 防災の関係の部分だと思っております
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いま、現場の関係の方にちょっと状況の確認をさせておりますので、この点、暫時

休憩をいただくか、この点を置いて先に進んでいただくか、議長の配慮をお願いい

たします。

○１０番（山崎 仁君） 議長、先に進んでもらっていいですよ、留保しておいて。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君の質問に対する答弁を留保して、先に進めさせていた

だきます。

次に、１０款教育費の質疑を行います。４８から５２ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 教育費の質疑を終わります。

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ありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） デマンドバスの運行についてお聞きいたします。

、 、 、 、 、実は ２月に豊田 金原 日進地区の試験運行をいたしまして 気になることは

実績がちょっと低いということで、協議をして決定をするというようになっており

ますが、確実に実施するということがない状況であります。

このデマンドバスについては、大変実施されている八束、白石地区については、

本当に助かっているという高齢者の評価もいただいておりますし、また、今年度新

たに田代、稲穂地区ですか、これも大変喜んでおります、その情報を聞いて。

、 、 、確かに２月に試験をして ２回目の試験運行が終わって 利用率は低いのですが

やっぱり市街地から離れている部分、国道から離れた部分、函館バスの路線から離

れている部分については、包括しながら対応していくというのが行政の務めだとい

うふうに思いますが、その辺の考え方をちょっと教えていただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、山田君。

○まちづくり推進課長（山田 薫君） お答えをいたします。

いま議員のご質問のとおり、八束、白石地区で本格運行をさせていただいて、大

変好評に活用させていただいております。

次の地区の拡大ということで、議員おっしゃった豊田、金原地区と日進地区の実

証調査を終えて、今後本運行に向けて地域交通協議会の中でも議決をいただいて、

本格運行の地区として設定をしていただいております。

今後の事務スケジュールにつきましては、国の補助制度を活用した事業でござい

ますので、補助金の申請をし、内諾をいただければ本格運行というふうな形で実施

していきたいというふうに考えております。

時期については、最短で１０月本格運行を迎えたいというふうに思っております

のでよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑漏れありませんか。

徳田君。

（ ） 、○６番 徳田栄邦君 所管の委員会でちょっと質疑漏れしていましたものですから
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お許しいただきたいと思います。

５２ページの総合体育館の建設設計競技報償費１５０万円載っておりますけれど

も、これは何社を予定しておりますでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、寺崎君。

○教育委員会事務局長（寺崎康史君） ご質問にお答えさせていただきます。

この設計競技につきましては、５社を予定しております。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） いわゆる残念賞みたいな関係で、コンペに参加した会社には

３０万円ずつ出すということだと思うのですけれども、コンペで採用した業者にま

でやる必要はないのではないかと思うんですよね。

競争で参加するわけですから、普通からいくと、商売上からいくと、競技に参加

するのは受注したいから参加するのであって、その残念賞で設計業務に当たった、

例えば模型をつくるとか何とか、そういうようなことがあるだろうから３０万円を

出すのでしょうけれども、それで採用になったところにまで残念賞を出すというの

は、どうも理解できないのですけれども、その辺はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、寺崎君。

○教育委員会事務局長（寺崎康史君） １社３０万円というのは、あくまでも設計案

に対する報酬でございますので、業務を取った業者に限らず、設計案に対する手間

賃という形で考えております。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） この種のものに関しては、依然としてこういう方法がコンペ

の場合はあるわけですけれども、私は競争に参加して、受注がしたいために、営業

努力もあると思うんですよね。ですから、参加料ではないんですから。その工事を

受注したいがために、営業努力としてコンペに参加してくるわけですから、その辺

のところは、ほかのところもやっているでしょうけれども、例えばそれが金額の小

さいものであればいいですけれども、このような大きな工事になれば、そこまでの

配慮は必要ないのではないかなと思うのですけれども、考えるお考えはありません

か。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、中島君。

○教育長（中島光弘君） お答えをしたいと思います。

基本的に慣例といいますか、いままでの考え方を踏襲して、今回も基本構想に従

って五つの業者にそれぞれの思いを設計図としてあらわしていただきたいという報

償の予算を組みました。

いま、徳田議員がおっしゃったような側面もあるかなと確かに思いますので、こ

の予算計上している段階で変えるとかということではなくて、もう一度、一課でや

っていることではありませんので、予算を執行するに当たっては、総務財政課もお

りますし、専門のある意味公営施設課もございますので、もう一度協議をして、い

まのご意見も含めて協議をさせていただきたいというふうに思います。
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〇議長（村瀬 広君） 消防費の中で、山崎君の質問に対し理事者の答弁を留保して

おりましたので、答弁を求めます。

まちづくり推進課長、山田君。

○まちづくり推進課長（山田 薫君） 答弁調整のために時間をいただきまして、ま

ことにありがとうございます。申しわけありませんでした。

先ほどのご質問ですが、日々消防職員、消防団員で、水利点検や除雪時に、防火

査察等で大型車が回れるですとか、走行できる車両の範囲ですとか、そういったと

きに調査をしておりますので、今回火災に遭った現場が、ちょうどちょっと路線が

狭かったために、大きな道路を回ったために民家の前を通ってしまったということ

になっておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 急を要することですから、それがだめだということではな

くて、日々これは訓練の一環というんですか、いま言う防火査察等も含めて、どの

経路が一番有効なのか、それから、水はどうなっているのか、タンク車は２台、い

ま活用されていますけれども、今回は利別川まで結構長い距離、水源を求めたとい

うこともありますから、そういうところも十分検討いただきながら、町民の生命と

安全を守るため、消防には活躍を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） まちづくり推進課長、山田君。

○まちづくり推進課長（山田 薫君） 消防職員、また団員含めて、いまご質問あっ

たとおり日々訓練等、査察等も現場に入りながら、今後すぐ迅速な対応ができるよ

うな体制になり得るよう努力してまいりたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑漏れありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） ２８ページ、高齢者共同施設の階段取り替えということでな

っていますけれども、これはせせらぎのことだろうと思うのですけれども、要する

に階段から階段に取り替えるということなんですか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） せせらぎの外部の非常用階段につきましては、もう

設置から既に１５年が経過しております。現場等を確認したところ、腐食等が著し

く危険なことから、今後の施設運用等に配慮いたしまして、その外階段をすべて取

り替えるというような形で予算計上させていただいております。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） 階段の左側に、たしか車いすの通れる車路があるんですけれ

ども、そこも含めて改修という形なんですか、そうしたら。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） ただいまご質問されたのは、正面の方の階段の話を
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されているかと思うんですが、実は今回取り替えるのは、裏側の方の非常用の外階

段の部分となっております。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑漏れありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

次に、歳入の質疑を行います。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。６ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 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。７から１０ページです。

山崎君。

（ ） 、 、○１０番 山崎 仁君 ８ページ マイナンバーの予算が入っておりますけれども

、 、いまセキュリティー いわゆる情報漏洩等がいろいろ問題になっていますけれども

こういうのっていうのはどんなセキュリティーがかかっているか、お知らせをいた

だきたい。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） 情報関係は補佐が大変詳しいので、補佐に答弁いた

させます。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長補佐、岸君。

○総務財政課長補佐（岸 貴之君） 山崎議員のご質問にお答えいたします。

マイナンバーが今後導入されたときに、この度日本年金機構は、サイバー攻撃に

よって個人情報が流出したという事例がございましたけれども、マイナンバーに関

しては、各自治体間、あとは国の機関等で情報をやりとりする場合は、完全に暗号

化をして、その暗号を各機関で情報として見れるような状態にするときには複合化

して、各やりとりをする中では、情報流出の可能性はセキュリティー対策を十分し

て、十分な体制になっているとされております。

日本年金機構、今回このような大規模な情報流出になった原因というのが、規則

で定められていた個人情報の取り扱いに反して、職員が使う共通ホルダーにもとの

持ち出してはいけない情報をそこに一時保存しておいて、そこから流出されたとい

うような状況になってございます。

国も、この度このマイナンバーと年金機構の流出が起きて、マイナンバー自体の

施行がおくれる、全体的なスケジュール的にはおくれるようなことがないという情

報が入ってきております。

あと、年金部分と、あとは今回マイナンバーを個人の預貯金に使うという部分に

関しては、国会での審議が延期されたというような状況になっています。

現状では、マイナンバーに関しては、国の方からの情報ではありますけれども、

セキュリティー関係は年金機構の今回のような情報流出にはなり得ないといいます

か、セキュリティー関係はしっかりしているというような情報は入ってきておりま
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す。

以上であります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 最後のなり得ないという話なんですけれども、その前段で

は、これヒューマンエラーですよね。悪意を持った攻撃に対して、ヒューマンエラ

ーというのは、ちょうどそれが当たったのかなという気がするんですけれども、要

するに、国がこの制度を取り入れて利便化を図っていくという中で、だれがどうや

って守るんだと言ったら、やっぱり町ですよ。この町ができることはしっかりやっ

ておくということ。

これは先ほどから機構改革のときにもお話ししましたけれども、やっぱり職員の

意識を高めていただくという、それをまず持ってもらって、いかにしてヒューマン

エラーを減らしていくか。ここだけに限らず、ほかでもあることです。ですから、

十分その辺のところを注意いただきながら、事業実施に当たっては向かっていただ

きたいと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、北見君。

○総務財政課長（北見伸夫君） 日本年金機構の流出問題につきましては、先ほど説

明したとおり、ヒューマンエラーというのが大きな問題になってございます。その

、 、 、事態を受けまして 今金町におきましても 年金問題とは連動していますけれども

ウイルスメールへの対応ということで、ウェブリーネットを通じまして、全職員に

周知をしているところでございます。

今回も、メールでいかにも公文書らしく、ヒューマンエラーを起こさせるような

そういう手口になってございますので、私どもとしては、その年金問題もあります

けれども、やりとりの覚えのない送信者からのメールは開かないと、不審な点があ

ったら、まず総務財政課の情報担当に連絡を入れると、そのようにメールで全職員

に周知し、セキュリティー対策を講じているところでございます。

まず、ヒューマンエラーを起こさない、その対策が重要なことと考えております

ので、周知徹底をして、そういうエラーが起こらないように十分注意してまいりた

いと存じます。

以上です。

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） 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。
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１６款寄附金の質疑を行います。１５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。１６ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 繰入金の質疑を終わります。

１８款繰越金の質疑を行います。１７ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。

１９款諸収入の質疑を行います。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。

（ 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、質疑漏れありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 賛成ですけれども、いいですか。

〇議長（村瀬 広君） まず、原案に反対者の討論を許します。

ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） それでは、山崎君どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） いよいよ外崎町長の集大成の４年が始まります。骨格予算

で、第１回定例会、そして今回政策予算をつけながら、９月の予算を持つための頭

出しをする。いろんなお話が、今回一般会計の中でありました。

施策をそれぞれ実行し、町民の福祉の向上、幸せの向上のために努力をされるの

だろうと思うんですけれども、私は政策を実行するためには、三つの要件があると

思うんです。

一つは機構、いわゆる組織がどうあるかということ。今日、新しく室の設置が決

。 、 。まりました それぞれ質疑をさせていただきましたけれども 最高の機構を持って

それから、二つ目、予算です。この予算も、適切な予算づけをしながら、これを実

行をしていく。三つ目、人です。これは７月１日に恐らく特別職の移動による人事

もあろうかと思います。このスタッフがそろったことで、施策の実現に向かってい

くという。そういう意味では、私はまだまだ議論はこれからも尽くしていくけれど
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も、今回の内容というのは十分理解ができたのかなと思います。

よって、本案に賛成をするわけですが、私が議員になって２０年ですけれども、

なった当初からつき合いがあった清水副町長が、今回退職をされます。長いつき合

いでしたけれども、税務から、それから老健、それに２１ＩＭＡＫＡＮＥ開設、そ

れから商工観光、２０年の中ではいろんな節目で活躍をされた方であります。この

方が８年間、助役も含めて副町長２期８年というのは、私の記憶の中でも余りあり

ません。それだけ町長をしっかりと補佐をされ、町村合併、単独を決定してから、

大変厳しい時を乗り越えてきた方であります。

これまで、職務を優先する余り、家庭も余り顧みなかったのかと思いますけれど

も、これからはしっかり家庭を顧みながら、健康に留意をし、今度は１町民という

立場で、私たち議会、それから今金町のためにさらにご示唆、ご教示いただけれる

ようなことをご期待申し上げたいと思います。

いろんなことを含めながら、ご苦労さんということを含め、本案には賛成をした

いと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に討論ございませんか。

（ 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ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第３号は原案のとおり可決いたしま

す。

午後３時０５分まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時５４分

再開 午後 ３時０５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

◎日程第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。

（ ） 、平成２７年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 第１号 について

理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第４号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計事

業勘定補正予算（第１号）について、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３，３７４

万円を追加し、予算の総額をそれぞれ１１億２，９８１万４，０００円にしようと
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するものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページをお願いします。

１款国民健康保険税において９２６万８，０００円の減額は、基準総所得の減額

等に伴う一般、退職被保険者の保険税の減額であります。

３款国庫支出金で５８６万円の減額は、療養給付費等負担金の減額と、特別調整

交付金の追加であり、実績の試算によるものであります。

４款療養給付費交付金においては５５３万９，０００円の減額であります。

６款道支出金で２２万３，０００円の追加は、交付金の算定見込額の修正であり

ます。

９款繰入金で５，２７８万５，０００円の追加は、一般会計及び国保会計の財政

調整基金からの繰入金が主であります。

１０款繰越金において１３９万９，０００円の追加は、前年度繰越金です。

続いて、歳出は２ページです。

， 、 。１款総務費で８０万２ ０００円の追加は システム改修業務委託料であります

２款保険給付費で８４０万円の減額は、一般、退職の療養給付費であります。

６款介護納付金では１０万１，０００円の減額です。

８款保健事業費では３７１万８，０００円の追加で、特定健診未受診者対策委託

料が主であります。

９款基金積立金で２，８００万円の追加は、財政調整基金積立金であります。

１１款諸支出金で９７２万１，０００円の追加は、国庫負担金補助金等精算返還

金であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。

始めに、歳出全般について行います。１３から２２ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑を終わります。

次に、歳入全般についての質疑を行います。３から１２ページです。

向井君。

（ ） 、 、○４番 向井孝一君 歳入全般の中で 国民健康保険税の事業費総額が約１１億円

一般会計から約１億３，９００万円、繰入金と一般会計繰り入れ合わせるとそうい

う数字になっているんですが、過去にも同じ質問をしましたが、国民健康保険税の

被保険者の加入率が低いというふうなあれなんですが、いま現在、国民健康保険に

加入している割合はどの程度なのか。

それともう一点、国の制度が変わりまして。

〇議長（村瀬 広君） 向井君、１点ずつやってください。
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保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） 国民健康保険税の２７年度の加入状況につきまして

は、被保険者数総数で１，８８９人、それと世帯数が９８１世帯、今金町の被保険

者数では、約人口の３分の１程度となっております。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） これは本当は都道府県単位でやってほしいなというふうに思

っているんですが、残念ながら、北海道の中でも低い方と高い方では３０万以上の

費用の格差があるということで、なかなか統一をできないんだという前回の説明も

ありました。

そんな中で、国が法律改正をして、いままでは町一本で、個人の限度額というの

が決まっていたんですが、残念ながら今回、国の法律改正の中で、５段階制に個々

の限度額の設定がなされたようでございます。

そんな中で、これから実際に収納する個人の計算が決まって、国民健康保険税の

収納がこれから始まるわけなんですが、やはり町民の皆さんにはきちっとした説明

をしないと、大変な誤解を与えるというふうに思うので、その辺のプロセスといい

ますか、対応といいますか、その辺についてはどういう対応を考えていますか。

〇議長（村瀬 広君） 保健福祉課長、成田君。

○保健福祉課長（成田光康君） まず一点、その部分についてお答えさせていただき

ます。

国保税の課税限度額の部分につきましては、医療分、後期高齢者支援分、それと

介護納付分、この三つとなっております。

それぞれ今回改正によって、医療分が１万円アップ、後期高齢者支援分が１万円

アップ、介護納付金分が２万円アップと、課税限度額がそれぞれ引き上げられてお

ります。課税限度額につきましては、この三つの中からそれぞれ定められた形で限

度額が定められておりますので、お答えいたします。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） ちょっと質問の仕方を間違えました。

例えば、入院した場合の国民健康保険税、いままでは１本で今金町の被保険者の

限度額というのは決まっていましたが、今回法律改正で５段階に、月の限度額が５

段階に設定されましたよね。その部分の説明を、町民に誤解を受けないようにする

ためにはどうするかという質問なんです。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 高額療養費の関係かと思います。課税限度額の部分という

ことと話が錯綜してしまいましたので、ご了承願いたいと思います。

高額療養費につきましても、これもいずれも私ども国の基準に沿った中ですべて

実施をいたしておりますので、独自基準ではございません。

いま議員がおっしゃっている部分は、いかに住民の方々にそれらを理解させるよ

うにという、これはもう当然いろいろ広報その他もろもろありますけれども、そう
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いう中で周知徹底を図っていく、これが当然必要だと思っておりますので、これは

いままでどおりで手法が変わるものではございませんので、その点でご理解を賜り

たいと思っています。

この中に、私どもの意思が特別加えられる部分はございませんので、周知徹底に

ついては十分意を配してまいりますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

（ ） 。 、○４番 向井孝一君 そのとおりなんです これは町が決められる問題ではなくて

国が法律改正をしてそうなったのですが、高額医療、特に高額医療を受けている人

たちにとっては、大変ショッキングな話もありますので、その辺は誤解を受けない

ようにきちっとした説明をしていただきたいということを申し添えて質問を終わり

たいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 私も病院のお世話になったことも、入院生活をしたことも

ありますから、そういう議員の心配する部分も十分わかるつもりであります。

その点も意を配しまして、住民の方々にきちんとした説明のための周知を図りた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑ありませんか。

（ 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を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１２ 議案第４号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

す。

◎日程第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。

平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第５号 平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）について、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３７万６，

０００円を追加し、補正後の額をそれぞれ８，３８６万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款後期高齢者医療保険料では２２万２，０００円の減額であります。

２款繰入金で２１万１，０００円の追加は、一般会計繰入金であります。

３款繰越金で３４万８，０００円の追加は、前年度繰越金です。

４款諸収入で３万９，０００円の追加は、雑入であります。

続いて、歳出は２ページです。

２款後期高齢者医療広域連合納付金では３４万５，０００円の追加であります。

３款諸支出金で３万１，０００円の追加は、保険料の還付金であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。３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ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１３、議案第５号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第５号は原案のとおり可決いたしま

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。

平成２７年度今金町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、理事者の説

明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第６号 平成２７年度今金町介護保険特別会計補正予

算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、保険事業勘定において、既定の予算の総額にそれぞ
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れ７３１万２，０００円を追加し、予算の総額をそれぞれ６億９，８０７万４，０

００円に、サービス事業勘定においては１４５万２，０００円を減額し、予算の総

額を６８２万８，０００円にしようとするものであります。

それでは、保険事業勘定より補正の主なものを申し上げます。

歳入は１ページです。

１款保険料において１４０万８，０００円の減額は、１号被保険者の現年度分保

険料であります。

４款国庫支出金で２０５万円の追加は、低所得者保険料軽減負担金、及び社会保

障・税番号制度システム整備費補助金であります。

６款道支出金で３５万１，０００円の追加は、低所得者保険料軽減負担金であり

ます。

８款繰入金で５５３万９，０００円の追加は、一般会計繰入金であります。

９款繰越金で７８万円の追加は、前年度繰越金であります。

続いて、歳出は２ページです。

１款総務費で５５３万３，０００円の追加は、システム改修事業委託料が主であ

ります。

４款地域支援事業費で１７７万９，０００円の追加は、小規模介護施設改修事業

補助金が主であります。

次に、サービス事業勘定、歳入は３ページです。

１款サービス収入で９万６，０００円の追加は、予防給付サービス計画作成費で

あります。

２款繰入金で１８３万２，０００円の減額は、一般会計繰入金であります。

３款繰越金で２８万４，０００円の追加は、前年度繰越金です。

歳出は４ページです。

１款サービス事業費で１４５万２，０００円の減額は、新予防給付サービス計画

委託料であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

、 、 。 。質疑は 保険事業勘定歳出 歳入全般について行います ５から１３ページです

（ なし」の声あり）「

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

ります。

保険事業勘定歳出、歳入全般についての質疑漏れありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 保険事業勘定歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わりま

す。
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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。１４から１７

ページです。

（ なし」の声あり）「

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

終わります。

サービス事業勘定歳出、歳入全般についての質疑漏れありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） サービス事業勘定歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わ

ります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１４、議案第６号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第６号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第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２７年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号）について、理

事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第７号 平成２７年度今金町介護老人保健施設特別会

計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的収入及び支出において、既定の予算の総額に

、 ， 、 ，収入 支出それぞれ３５４万６ ０００円を追加し 予算の総額をそれぞれ３億６

９２３万４，０００円にしようとするものであります。

資本的収支につきましては、変更はありません。

補正の概要について申し上げます。

業務の予定量については、変更いたしておりませんが、支出では、人件費補正等

が主でありますが、収入では一般会計補助金をもって収支のバランスを図っている

ものであります。

以上のことから、予算第２条について申し上げます。

収入、１款施設運営事業収益において３５４万６，０００円の追加は、２項事業

外収益における一般会計補助金の追加が主であります。

、 ， 、 、支出 １款施設運営事業費用で３５４万６ ０００円の追加は １項事業費用で

給与費、経費の追加であります。
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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、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的収入及び支出全般について行います。１から２ページです。

（ なし」の声あり）「

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

す。

収益的収入及び支出全般についての質疑漏れありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 収益的収入及び支出全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１５、議案第７号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第７号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１６ 議案第８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１６、議案第８号を議題といたします。

（ ） 、平成２７年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算 第１号 について

理事者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第８号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計施

設勘定補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、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４２６万８，０００円を減額し、予算の総額をそれぞれ７

億６，７８２万８，０００円にしようとするものです。

また、資本的収入及び支出につきましては、支出において１，１３４万円を追加

し、予算の総額を３，６５９万３，０００円にしようとするものであります。

このことにより、内部留保資金より補てんする財源を２，５２５万３，０００円

から３，６５９万３，０００円に改めるものであります。

以上のことから、予算第３条について申し上げます。収入からです。

収入、１款病院事業収益４２６万８，０００円の減額は、一般会計からの補助金

の追加と負担金の減額であります。

次に、支出でありますが、１款病院事業費用４２６万８，０００円の減額は、１
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項医業費用においての給与費の減額が主でありますが、経費においては委託料等の

追加がございます。

次に、第４条資本的支出について申し上げます。

支出、１款資本的支出１，１３４万円の追加は、医療用器械器具購入費の追加で

あります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について行います。１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、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質疑漏れありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 収益的収入及び支出、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ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第８号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第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２７年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、理事者

の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第９号 平成２７年度今金町簡易水道事業特別会計補

正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の予算の総額に、歳入歳出それぞれ１０万２，

０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，４１２万１，０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。
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４款繰越金において１０万２，０００円の追加は、前年度繰越金であります。

歳出は２ページです。

２款維持費で１０万２，０００円の追加は、維持管理費であります。

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、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。３から４ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。

歳入、歳出全般についての質疑漏れありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳入、歳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ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第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２７年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、清水君。

○副町長（清水 寛君） 議案第１０号 平成２７年度今金町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）について、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１，００

０円を減額し、予算の総額をそれぞれ２億７０２万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、歳入から申し上げます。１ページです。

１款の分担金及び負担金で８１万５，０００円の減額は、し尿処理負担金であり

ます。

４款の繰入金において２１万５，０００円の追加は、一般会計繰入金です。

５款の繰越金で５９万９，０００円の追加は、前年度繰越金です。

次に、歳出は２ページです。
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１款総務費で１，０００円の減額は、総務管理費であります。

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、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。３から６ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出、歳入全般についての質疑漏れありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳出、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１８、議案第１０号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第１０号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１９ 発議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１９、発議案第１号を議題といたします。

委員会の閉会中の継続調査について。

お諮りいたします。

各常任委員会の閉会中の継続調査、議会運営委員会の地方自治法第１０９条第３

項に掲げる事項については、会議規則第７５条の規定により、各委員長から申し出

、 。のとおり 調査が終了するまで閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定いたしました。

◎日程第２０ 議員の派遣について

〇議長（村瀬 広君） 日程第２０、議員の派遣についてを議題とします。

次のとおり議員を派遣する。

１．全道町村議会議員研修会

２．全道議会広報研修会

なお、目的、場所、期間、派遣議員は、別紙配布のとおりです。
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午後３時４０分まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時３５分

再開 午後 ３時３７分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

お諮りいたします。

本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしました。

したがいまして、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会といたしたい

のでありますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

よって、本定例会は、本日をもって閉会することに決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（村瀬 広君） これで、本日の会議を閉じます。

平成２７年第２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３８分
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成２７年６月１５日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


