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平成２７年第３回今金町議会定例会 第１号

平成２７年９月２９日（火）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 会期の決定について

３ 諸般の報告

４ 行政報告

５ 議案第 １号 今金町まち・ひと・しごと総合戦略基金条例制定について

６ 議案第 ２号 今金町企業立地促進条例指定について

７ 議案第 ３号 今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例について

８ 議案第 ４号 今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例について

９ 議案第 ５号 財産の無償貸付について

１０ 議案第 ６号 北海道町村議会議員公務災害補償金等組合規約の変更につい

て

１１ 議案第 ７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

１２ 議案第 ８号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

１３ 議案第 ９号 平成２７年度今金町一般会計補正予算（第４号）について

１４ 議案第１０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２号）について

１５ 議案第１１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２

号）について

１６ 議案第１２号 平成２７年度今金町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて

１７ 議案第１３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

２号）について

１８ 議案第１４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２号）について

（ ）１９ 議案第１５号 平成２７年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算 第２号

について

２０ 議案第１６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２

号）について

２１ 認定第 １号 平成２６年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について

２２ 認定第 ２号 平成２６年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算認定について

２３ 認定第 ３号 平成２６年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について
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２４ 認定第 ４号 平成２６年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

２５ 認定第 ５号 平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算

認定について

２６ 認定第 ６号 平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出

決算認定について

２７ 認定第 ７号 平成２６年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

２８ 認定第 ８号 平成２６年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について

２９ 意見案第１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書

３０ 議員の派遣について

（ ） （ ）３１ 請願第 ３号 町有地 旧瀬棚線跡地 の貸し付け並びに道路用地 町道等

の占用を受け整備をしようとする高圧送電線網に関する請願

〇出席議員（１２名）
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税 務 住 民 課 長 西 勝 明 君
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公 営 施 設 課 長 安 達 雄 一 君
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開会 午前１０時００分

◎開会の宣告

〇議長（村瀬 広君） ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しておりますの

で、本日をもって招集されました、平成２７年第３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、川上君、山崎君を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から３０日までの２日間といたしたいのでありますが、

これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、以上のとおりと決定いたします。

◎日程第３ 諸般の報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、諸般の報告を行います。

会務報告、監査報告、平成２６年度今金町財政健全化判断比率及び資金不足比率に

ついての報告、請願の例により処理する必要がないと認める陳情については、別紙

配付のとおりであります。

以上で、諸般の報告を終わります。

◎日程第４ 行政報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、行政報告を行います。

町長より行政報告があります。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政報告朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、行政報告を終わります。

◎日程第５ 議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、議案第１号を議題といたします。

今金町まち・ひと・しごと総合戦略基金条例制定について、理事者の説明を求め
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ます。

副町長、中島君。

（ ） 。 。○副町長 中島光弘君 おはようございます それでは説明をさせていただきます

議案第１号 今金町まち・ひと・しごと総合戦略基金条例制定について、提案理

由を申し上げます。

人口減少社会到来の中、本町の将来にわたる発展と住民サービスの維持を目指し

て、子育て支援、移住・定住促進、人の育成支援、産業振興、その他の人口減少対

策の総合的な推進に資することを目的とし、将来にわたり安定的な財源を確保する

ため基金を設置する条例を制定するものです。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） これは新たな総合戦略基金条例という形でできるわけで、

今回の補正で９，０００万円の予算を見積もっているわけですけれども、これはこ

の条例にあるとおり、予算をもってあれすると。これは基金を一時に積み立てて、

その中でもって全部行うのか、それとも毎年になるのか。基金がなくなったら、新

たにまた基金を積み立てる予算を組むのか。

そこらあたりはこの条例の中には載っていませんけれども、そういう部分で、こ

れは今後今金町にとっても、また産業にとっても、大きな今金発展のためのエンジ

ン的な、推進する部分での財政措置だろうというふうに思うわけですけれども、こ

れが何年積み立てるということもないわけですし、所要の予算をもって充てるとい

うふうになってここに書いてあるわけですけれども、そこらあたりの、当初、いま

９，０００万円を積んでいると。これは底をついたら、また次をと。予算的な部分

では、想定としてどういう予想をされているのか、まずお聞かせいただきたいと思

います。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり総合戦略室長、山田君。

○まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） おはようございます。お答えをいたしま

す。

まず、この基金の設立になった経過からご説明いたしますが、行政報告にもあり

、 、 、ましたとおり 今年度から普通地方交付税において 人口減少対策費という費目が

、 。項目が追加されて それで今金町に対する人口減少対策の経費の算入をされました

、 、 、その際 そのまま普通交付税ですと １年間で一般財源として充当するのですが

ここに何を使った、人口減少対策に何を使ったという明確な財源充当ができないも

、 、 、のですから せっかくでございますので 普通交付税で措置された額を基礎にして

今後この基金を積み立てていきたいというふうになっております。

それから、また総務省の方では、この戦略の５年間は同額の予算をもって財政措
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置したいというふうな考えがありますので、今後５年間、毎年の積み立てる額はそ

の時々の財政事情、財政当局との協議もありますけれども、毎年積んでいきたいと

いうふうには考えております。

また、来年度以降財源充当する事業についても、これも町長、副町長等々と協議

をしながら、どれに何をどれだけ基金を充てていくかということを協議していくと

いうことになりますので、まずは充当しながらも、毎年積んでいくという形をとり

たいというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） いまの説明で、国から入ってくる交付金を明確に使い道が

わかるようにするために、こういう基金で対応するという説明で、毎年国からの措

置をそのまま基金に積み立て、そして消費するという状況だということは理解した

わけですけれども。

これはこれからの、今回の条例でもって設置され、そしてそれに関連した法案も

あるわけですけれども、これによって、どれにどれだけ多く使わされるということ

が予想され、今後の経過措置の中でそれがきちっと出てくることだろうというふう

に感じるわけです。

この基金を運用するのに、町民の方、事業者、またこれを利用しようとする部分

で、今回いろんな多岐にわたっての補助金を３０％、上限１００万円というふうな

形で設けているわけですけれども、これが多岐にわたって、皆さんに周知を、知ら

なかったということのないような方向性を、きちっとこの条例をもとにして進めて

いただけるようにしていただきたいと思いますが、その点はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり総合戦略室長、山田君。

○まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） お答えをいたします。

来年度以降の予算措置という形になると思いますが、その際は、議会の方に予算

とともに財源をつけて提案をさせていただきます。

その際、いろいろ財政も含めた、予算規模も含めた、このぐらいこの基金を使っ

ていますと、またそれ以外にも、新たな交付金も多分入ってきますので、それに何

を使っているんだという明確なもの、資料をつけて、議会の方にも提示したいと思

いますし、その後、町民の皆様にもこういう事業にこれだけの額を使うんです。そ

れが今金町の人口減少対策としての今後進むべきものですよということを、毎年お

知らせしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 人口減少対策の総合的な推進に資するために、基金の目標

額はどのくらいを予定しているんですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり総合戦略室長、山田君。

○まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） いま、予算上は９，０００万円という形

で積み立てておりますが、明確に幾らまで積み立てるということは、まだ不透明で
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ありますし、来年度歳出予算を見て、どれだけこの基金を消化するのだろうか。ま

た、来年度の普通地方交付税にどれだけ、その人口減少対策としての算定がされて

いるのか。そういうことを総合的に勘案して、これからの基金の残高を考慮して考

えていきたいなというふうに思っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

（ ） 、 、○１０番 山崎 仁君 人口減少対策 総合的な推進に資するということですから

具体的な取り組みを想定しているはずなんですよ。そのための原資です。目的があ

って、それに使うための原資。これは来年度以降どのくらいの金額になるか、想定

できていないというのがまず不思議だと。

要するに、地方交付税等で措置をされるものを積立をする。まだ来年度以降はわ

からない。交付税をあてにしているのか、それとも自主財源を投下しながら、この

目的額を設定してやっていくのか。その辺はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり総合戦略室長、山田君。

○まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） お答えをいたします。

、 、 、まず 総合戦略にのっとった事業展開をするに当たっては 国の新たな交付金が

いま制度設計されていますので、そちらを活用するというのが、町としては、行政

としては第一目標といいますか、まずそれを大重点に置いて、国の方に申請をいた

します。また、その申請時において、国も予算の範囲がありますから、どうしても

単独事業費というような交付金対象外になる事業もあります。

ただ、今金町として、この総合戦略に載っている以上は、この事業は重点的にや

らなければならない、単独事業でもやらなければならないという事業に対して、こ

の基金を充てていくというような基本的な路線でございますので、まずは、国の新

型交付金と言われるものの制度を注視しながら、いろいろ内部協議をしながら、じ

ゃ、この単独事業費でこの基金を充当していくのはどの事業なんだということを、

財政当局と今後検討していきたいというふうに、いま考えております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 似たようなことを聞きます。減少対策に、この事業をやり

たいんだという想定がまずあるはずなんです。その想定があるから、それに対する

事業費は幾らというのは、こちらで算定をし国に申し出をする。それが採択になる

かどうかというのは別にして、必要だということは、今金町の中で認識しているは

ずなんです。

ですから、これは該当になったから、ならないからじゃなくて、なってもならな

くてもやらなきゃならないものであれば、自主財源を投入するということもあり得

るでしょうという話をしているんです。

ですから、それが５カ年、５年間のものであれば、おおよそいまのうちにどのく

らいの基金を積み立てをしながら、どう運用してくかということは想定していなけ

ればならない話。目標額もなく、どうなるかわかりませんというので、ここでいま

基金を、将来設計ができていないものを、ああそうですかということには、まずな
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らないという気がする。

だから、少なくとも５年間でこのくらいの予算は必要で、国に申し出をするけれ

ども、足りない分は自前ででもやっていきます。こういう話を聞きたかったのです

けれども、それはいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり総合戦略室長、山田君。

○まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） お答えをいたします。

まず一点、いま総合戦略の計画が策定中でございますので、まずその目標を達成

するための事業は何があるんだろうかということを、まず選ばなければならない。

、 、 、 、また その前段で ３月定例会にもお示ししたとおり 先行事業といたしまして

いま実施中でございます。それが今金町で約４，０００万円ぐらいの事業規模でや

っております。そのうち、交付金が３，０００万円程度入ってきていますので、約

１，０００万円が単独費という形になっておりますので、それを例にしますと、今

後は１，０００万円ベース、２，０００万円ベースで単独費で持ち出しがあるので

、 、 、はないかというふうに いま予想はしておりますが 今後その事業規模が確定次第

議会の皆様にはご提案しますが、まずは基金の規模といいますか、それは今後消費

した額に見合うだけの分の財源を積み立てをしていきたいというふうには考えてお

ります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 財源については、いま言ったように、ぜひ将来設計をしっ

かり組みながら、基金がいま、当面９，０００万円積むのであれば、将来このくら

いまで積みたいということは、速やかに議会の方にお示しをいただきたい。それに

よって、どのくらいできるのかなという予想は立つわけですよ。それをお願いした

いのと、この中で、基金の運用があります。最も確実かつ有利な有価証券にかえる

ことができるということでは、具体的にどのようなことを想定しているのか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり総合戦略室長、山田君。

○まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） お答えをいたします。

これは会計室とも協議がありますけれども、最も有利なということでは、国債で

すとか、そういうものを想定しています。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 想定をするとすれば、いまの金融情勢から言うとそういう

ことになるだろうなという気がするのですけれども、ぜひ有利に、この運用益をま

、 。た活用できるようなことをお考え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） まちづくり総合戦略室長、山田君。

○まちづくり総合戦略室長（山田 薫君） お答えをいたします。

私ども、そのとおりに、会計室ともご相談しながら、今後そういう有利な基金の

運用ということを考えて取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。
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（ 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５、議案第１号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

す。

◎日程第６ 議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、議案第２号を議題といたします。

今金町企業立地促進条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２号 今金町企業立地促進条例制定について、提案

理由を申し上げます。

本町における経済活動、並びにその根幹である施設設備等の投資に対し、さまざ

まな分野にまたがる産業構造であることを考慮し、総合的かつ多角的な支援施策を

展開することを目的とした今金町産業基盤整備促進支援事業のメニューの一つとし

て、町内に事業所を設置する事業者に対して積極的な支援を行うことにより、企業

の立地を促進し、本町の経済発展と雇用拡大を目的とし、今金町工場誘致等に関す

る条例を廃止し、新たに本条例を制定するものです。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） この条例を制定するに当たって、今金町工場誘致等に関す

る条例は廃止をするということになっております。

この廃止をする条例の中で、これまで奨励策を講じて工場等誘致をしてきた。町

に対する報告義務もあったようでありますけれども、今後そのことはどう処理をさ

れるのか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 山崎議員のご質問にお答えいたします。

本条例の第５条になりますが、この補助金の期間というのは、固定資産税相当額

を３年間補助するということになっております。また、あわせて雇用促進に関する

、 、補助金も３年間となっておりますので この助成対象となる３年間につきましては

毎年度報告を義務づけております。
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〇議長（村瀬 広君） いまのは質問内容と違いますね。

一回目の補足でもう一回、山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 改めてお尋ねをいたします。

この条例を制定するに当たって、これまであった今金町工場等誘致条例は廃止を

するということ。今までこの条例で奨励策を講じてきて、町に報告義務があった企

、 。業 それを取りまとめをしながら工場等誘致委員会に報告をしていたと思うんです

これまでの企業は、どういう扱いになるんですかということを聞いています。

〇議長（村瀬 広君） 答弁に時間かかりますか。

暫時休憩いたします。

１１時まで休憩といたします。

休憩 午前１０時５１分

再開 午前１１時００分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 山崎議員の質問を取り違えまして、申しわけ

ありませんでした。

改めてお答えいたします。この工場誘致委員会は、昨年度までに１回開催いたし

まして、そのときに企業誘致をした企業から経営状況等の報告を毎年度、長年継続

して報告をいただいておりましたが、昨年の６月にこの規則を改正いたしまして、

この工場誘致委員会は案件に応じて随時設置し開催するものというふうに、去年の

６月に変えております。

それと同時に、誘致企業の経営状況等の報告は、その企業が定着したというとこ

ろをもって、それは３年間なのですが、その３年間の企業の定着を見て報告を３年

間で区切るというふうに昨年改正しております。

いま現在、この誘致をした企業が操業しているのは、株式会社ニチモク林産の北

海道今金工場と、インターファーム株式会社道南事業所今金工場の２社でございま

して、その２社は、それぞれ昭和６２年と平成２年の操業ですので、３年間は経過

しているということで、この報告についてはもう必要がないということで、いま現

在はそうなっております。

それで、今後につきましては、この条例を新しく設けることで、新しく誘致した

企業について３年間の報告をしていただくものです。

ただ、これまで企業誘致をした企業につきましても、必要があれば経営状況、あ

と雇用状況を報告していただくことは、本条例の１３条に掲げておりますが、雇用

状況等について報告を求め、または実地に調査することができるとなっております

ので、ここの部分で対応し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。



- 11 -

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） ２回目でいいんですよね。

〇議長（村瀬 広君） いいです。２回目で。

○１０番（山崎 仁君） 条例を新たにし、以前の条例を廃止をするということは、

以前の条例をしっかり整理をしておかなければならない。新しい考え方で企業を誘

致しようということであって、それまでのものとの整合性をとっていかなければな

らないし、その辺が非常に残念なんです。

指定事業者という、いま、後段の説明の中では、指定事業者に対し報告を求める

ことができるというのだけれども、じゃ、以前に対象になっていた、２社あるよう

ですけれども、この２社も指定事業者に指定をしなければ、当然これは報告を求め

ることができなくなる。求めるためには、指定事業者にしなければならないわけで

。 、 、 。すよね ですから そういうところの整理が 一体どうなっているのかということ

新しい条例、企業誘致、大変大事なことですよ。大いにこれは活用していただきた

、 、 、 。いし しかし いま言ったこれまでのものとの整合性 整理はどうつけているのか

いまの指定事業者にしなければ、これは報告もらえない。じゃ、事業者にするんで

すか。この辺はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 私の答弁の中に誤りがございましたので、訂

正いたしたいと思います。

先ほど申しましたニチモクとインターファームにつきましては、これは操業から

長年操業しているということでもって、既に定着しているということで、これらの

二つの事業者に対しましては、指定の事業者としてではなく、それはこれでもう区

切りをつけるということで、今後新たに企業誘致したものを指定事業者として３年

間の報告ということをお願いしたいというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） さっきも言いましたが、条例を制定するに当たっては、い

ろいろなこれまでの既にあるもの、それから規則も含めて、新しくつくるときには

どうするんだというものをこの議会で提案するわけですよ。条例というのは、今金

町で一番重いルールです。これを提案するときに、しっかり答弁のできないような

仕組みでは、私はまずいと思う。

ですから、今回の疑問に思うような点、もう一度精査をしながら、これはもう条

例というのはいまここで決めたら、これはこのまま動きますけれども、規則等で十

分に網羅できるものがあれば、その中でしっかり協議をしながら、いわゆる遺漏の

ないように取り組み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） 副町長、中島君。

（ ） 。 、○副町長 中島光弘君 ご指摘をいただきました おっしゃるとおりでありまして

新しい条例をつくるという経過の中には、前条例の把握というのは当然あるわけで

あります。答弁の中で一部誤った表現がありましたけれども、現課としては、私ど
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もの決裁の段階ではその辺の調査もしておりますけれども、いま言ったように、計

画を踏まえたものを、例えば規則なりでフォローしなければならないものも当然あ

りますので、ご指摘を受けとめまして対応してまいりたいというふうに思っていま

すので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 今回は、この今金町産業基盤整備促進事業のメニューの一つ

として、いわゆる企業立地促進条例が出てきたわけですけれども、当然、いま同僚

議員が言ったように、条例が廃止になるわけですから、これに伴って規則等につい

ても同じく廃止になるということですので、いまの副町長の答弁ですと、新しい形

のものをきちっと出したいということですので、それは了としますし、早く議会に

もそのようにしていただきたいと思います。

そこで一つ、ここにいただいた今金町産業基盤促進支援事業という資料がござい

まして、その中に設備投資支援事業における対象設備一覧というのをいただいてお

ります。これは何を基準にこういう一覧をつくったのか、お知らせ願いたいと思い

ます。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） いまご質問の件でありますが、以前かかわっていた

経過の中で答弁をさせていただきますが、その設備投資の償却資産の一覧ですけれ

ども、これは国の方で定めております償却資産の区分に基づいて整理をさせていた

だいたというものでありますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 多分そうだろうなと思ったのですけれども、果たしてこうい

う一覧というものが必要なのかどうなのか、私は疑問なんですよね。

例えばこれは総合戦略、これは２７年の９月にいただいたやつです。まずこの中

で、今金町の特性というところに、後志利別川が１３度日本一きれいな川となって

いるといいますけれども、これは２３年の段階であって、２４年に１位になって、

それから２５年がだめで２６年にも１位になっていますよね。ですから、町のホー

ムページでいくと通算１５度になっているんです。この辺もやっぱりきちっと直し

ていただかなければならないし、この一覧の中を見ていますと非常に多岐にわたっ

て、化学工場用設備まで入っているんですよね。こういうものが企業誘致として、

そういう悪いイメージを与えるようなものが、工場を積極的に誘致するというのが

どうなのかと、私はそこのところがどうも理解できないんですよ。

これはあとで恐らく委員会に出て、当然誘致に当たってのいろいろな協議はする

と思いますけれども、町長がまず認めなければならないですよね。そうしたら、い

ま問題になっている、いわゆる中国系の企業による水源涵養林の買収とか、そうい

うのもいろいろ問題になっているときに、あえてこういうような一覧をなぜつけな

ければならないのか。ここに載っけているものであればいいのかどうなのかと。私
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はこれからビジョンをつくって人口を増やしていくという、それはわかりますけれ

ども、豊かな自然を壊してまで企業を誘致する、そういうようなことはあってはな

らないと思うんですよ。

だから、あえてここでこの一覧なんていうものはつけないで、みんなで協議する

わけですから、当然議会もその中に入ってくるわけですから、そうしなければ、我

々議会に、ここの一覧に載っている企業だからこういう業種でもいいんですよと言

われたときに、ああ、そうですとか言わざるを得なくなってしまう。だから、あえ

てこういうものは、固定資産の何か種類で言ったのかもわかりませんけれども、せ

めて化学工場用設備なんていうこんなわからないような名前を載せる必要は、私は

ないのではないかと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 徳田議員のご質問にお答えします。

誤解のないようにお願いしたいのですが、常任委員会で別紙資料としてつけまし

た一覧は、あくまでも設備投資助成に関する設備の一覧でございまして、企業誘致

の企業の業務内容をあらわすものではございませんので、この点だけご理解をお願

いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） じゃ、なぜつけたんですか、こんな設備なんて。化学工業用

設備、尿素、ヨウ素、塩素、臭素、もしくはヨウ素酸化合物製造設備、こんなもの

必要ですか。当然企業誘致して、こういうようなものをつくる工場を誘致してこな

ければ、必要ないわけです。こんなものをつけるから紛らわしくなるんですよ。

この中の設備であれば、じゃ、補助対象になるというお考えですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） ご指摘の部分についてでありますけれども、参考資料とし

てはつけましたけれども、ただ、おしゃるとおり、じゃ、これが該当する企業は何

、 、なんだというときには いま多分議員がご指摘のような企業が想定をされますので

このつけました中身についても、一回精査をして、うちのまちの基本であります自

然だとかそういうものに該当するのであれば、最初から例示としても不適切だとい

、 、うふうに思いますので 改めて精査をさせていただきたいというふうに思いますし

企業そのものを誘致するときには、先ほど言われたように、背景がいろいろいま複

雑でありますので、いま言われたようなトータルで勘案しながら対応してまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 余り難しく考えないでさ、町長が認めればいいんですから。

それだけを書いておけば、こういうような余分なことはつけなくても私はいいと思

いますので、その辺は十分精査してやっていただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「
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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６、議案第２号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

す。

◎日程第７ 議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、議案第３号を議題といたします。

今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について、理事者の説明を求

めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 説明を申し上げます。

議案第３号 今金町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について、提案

理由を申し上げます。

平成２７年１０月５日より、日本国内の全住民に付番される個人番号を含んだ個

人情報の取り扱いに関する規定の整備のため、本条例の一部を改正するものです。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） この個人情報の部分では、マイナンバー制が実施されるこ

とによっての部分、１０月からもう既に始まるわけですけれども、前の委員会でも

言わせてもらいましたけれども、要するに個人情報、これは行政の人方は利用しや

すくなるわけですよね。それに伴って、個人の管理をしなければ、そのカード等を

落としてまた再発行するというのにも金がかかるだけでなくて、いろんな部分で支

障をきたす部分が出てくる可能性があると。

これは国が定めて、国がそういうふうに赤ちゃんからお年寄りまで全員に１２桁

のナンバーをつけられるということになるわけですけれども、これは今金町独自で

もってそれを管理するということではない、ブロックごとで管理することになると

いう話でしたけれども、社会保険庁あたりのああいう個人情報が流れるという、こ

れはいま国の段階でも、サイバー攻撃だの何だのというそういう頭脳対頭脳のせめ

ぎ合いをしていると。国的にいけば、防衛庁なんかの部分でのサイバー攻撃なんか
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で、国の存亡をかけたような部分も中にはあるというふうな状況があるようです。

、 、 。私たち 個人的な情報をもって 例えば預金等も全部一切がわかるわけですよね

それを知るために、こういうマイナンバー制度をやって税収のむだを省き、またそ

ういう犯罪にならないような方向性にするという部分なのでしょうけれども、一番

肝心な保護できる状況というのを、頭脳対頭脳で私たちにそれをどうこうというこ

、 、 、とにはならないわけですけれども そういうセキュリティーのものを二重 三重の

ましてや行政対行政のそういうやりとりの中で、行政対金融等も、それはなるわけ

ですから、そういう部分を保護をする、管理をきちっとできる状況は、どういう対

応を考えているのか。ただ業者任せで、全部そこに預けているから安全なんですと

いうことになれば、社会保険庁のようにデータがそのままなくなっていると。一つ

、 、 。のデータがなくなれば 何万件 何十万件という人の分が抜けていくというふうに

そういう危険度があるということを、重々それを知り得ながら、管理をきちっとや

、 、ってもらわなければならないわけですけれども そういうセキュリティーの部分で

どの程度今金として考えているのか。

また、職員の教育等もどういうふうに進められているのかということもお伺いし

たいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） お答えをいたしますが、まず、ハード系の部分につ

きましてでありますが、これにつきましては、今回特にマイナンバー制度が運用さ

れるに当たっては、国の方からも改めてセキュリティー体制を強化しなさいという

ことの指示が来ております。

今金の例を言いますと、これは以前からもそうなのでありますが、住基ネットワ

ークの時代からもそうでありますけれども、基本的には二つの系統があります。い

まおっしゃったような行政間で個人情報を扱うようなところにつきましては、ＬＧ

ＷＡＮ回線という専用の回線を設けまして、そこで扱うということであります。

それ以外にも、一般的にはインターネットですとか、外部の民間の事業者ですと

かとメールなどでいろいろやりとりしますが、一般的な回線と二つ、物理的に分け

て、それがどちらかの回線が影響されてまちの情報に侵入されないようなことは、

機械上は物理的にそういう作業をして切り分けておりますので、そのことをさらに

これから進めていかなければならないということがあるかと思います。

一定程度は、機械的にはセキュリティー体制は保たれているのかなというふうに

思っておりますが、さらに総務省の方からは、サンドボックスと言われるようなネ

ットワークの監視装置なんかも今後必要ですよということも示されておりますの

で、そういった一定の基準の中で、また必要があれば整備をしていきたいというふ

うに思っております。

それから、ソフト面につきましては、セキュリティーポリシーですとか、それか

らセキュリティーハンドブックといったようなものの整備もしながら、職員にも随

時扱う情報が流出することのないようにということでやっております。今回の年金
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のこともありましたけれども、その後速やかに、課長会議などでも改めて職員の方

にもそういう間違いのないようにということで、情報の扱いについて十分留意する

ようなことを周知をさせていただいておりますので、このあたりも引き続き今後継

続してやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 万全を期すということは、それは当然のことです。まして

や個人の部分での情報が、戸籍等も含めて住民の部分のカードでもって自由に出し

入れできるような状況になるわけですから、それをまた不正流用する犯罪も、これ

はいたちごっこでしょうけれども、そういう部分が出てくるわけですから。

また、職員の中でその情報を、いまは持っているといってもこういうチップ、小

さいやつ一つでもって私たちが考えられないような情報が入っているということで

ございますから、そういう職員の中にも、きちっとそういう部分の対応の仕方、そ

してだんだん扱っていると慣れてきて、会社なんかで言うと、持っていってはなら

ない情報を自宅に持って帰っているというようなことによって、それがネットに盗

み取られる部分に感染してしまうというような部分も出てくるというのを情報でテ

レビ等で報道されているわけですから、特にこれから日本国民であれば、全部それ

を利用し、それを利用されるというふうなことも考えられ得るので、職員の教育も

含め、また襟度を持った、毎日の日常のことですけれども、それを襟度を持って扱

うような形を指導していただきたい。

それが安心、安全につながる今金のまちづくりになっていける。これは国の段階

で全部やるわけですから、それはだめというわけにはいかないし、ただ、やるから

には、どんなことがあってもそういう盗み取られることのないような体制を整えて

いきますという、やっぱり安心、安全の部分を、きちっと担保していただきたいと

いうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） いまおっしゃっていただいたとおりであります。

実際に情報を扱う職員の側、いつも説明をしておりますが、役場の中でいきます

と複数の部署で同じ情報が使われることになるわけです。それが今度はカードとい

う形で、いままでよりもある意味手軽にといいましょうか、そういうことで触れる

ことができますので、そのあたりにつきましては、改めて徹底をしてまいりたいと

思います。

それから、今度は町民の皆さんの側にすれば、自分の手元にまたカードが届くわ

けで、これの管理の仕方によっては、悪意を持ったものに悪用されることも考えら

れますので、そういった管理の面、それからいまももうこの制度を悪用して、不審

電話ですとかさまざまなことも町外で聞こえてきておりますので、そういった啓発

の面についても気を使っていきたいなというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。



- 17 -

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第７、議案第３号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

す。

◎日程第８ 議案第４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第４号を議題といたします。

今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第４号 今金町手数料徴収条例の一部を改正する条例

制定について、提案理由を申し上げます。

平成２７年１０月５日より、日本国内の全住民に付番される個人番号、マイナン

バーが個人番号通知カードとして送付され、本人申請により平成２８年１月以降、

順次個人番号カードが交付されることとなっており、個人番号通知カード及び個人

番号カードの再交付手数料を制定するために本条例の一部を改正するものです。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

向井君。

○４番（向井孝一君） 先ほどの個人情報とも関連する部分もあるんですけれども、

いよいよマイナンバー制度が国の法律によって施行されようとしていますけれど

も、実は今回、国勢調査員になってあちこちで質問された部分があるんですけれど

も、マイナンバー交付されてきまして、写真を撮る場合、これは強制ですかと言わ

れたときに、ちょっと私も自信がなくて、それはちょっと強制ではないと思います

けれどもという回答で終わったのですが、といいますのは、非常に今金町もごらん

のように高齢社会になりまして、高齢者の皆さんというのは、非常に心配をしてい

るわけですよね。先ほどの質問にもありましたように、カードの管理の仕方、ある

いはそのカードというのはどこでどういうふうに使えばいいんだというのを非常に

不安を持っているわけですよ。
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そんな折、これはもう今金町が決める問題ではなくて、国がやろうとする法律の

中での話なのでということで終わってはきてはいるんですけれども、それは強制で

はないということで、例えば写真つきのカードを持つことによってのメリット、デ

メリットというのはどういうところにあるのかという説明をひとつお願いしたいと

思います。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） お答えをいたします。

まず、写真つきのカードということですので、マイナンバーカードということに

なるかと思いますが、これは通知カードというものがまずご自宅の方に届きますの

で、それで申請をした方について、写真つきのカードが交付されるということなん

です。

これは義務づけにはなっておりませんので、強制ということにはならないんです

ね。なので、あくまでも本人の申請に基づいてということになることが一つです。

それから、メリット、デメリットということでありますけれども、将来的なカー

ドの活用については、国の方でもさまざま検討されておりますし、自治体において

も、サービスを付加することはできるのでありますけれども、いま現段階でのスタ

ートの時点で言いますと、先ほどから話をしているとおりでありますが、例えば税

で言いますと、年末調整、確定申告のときに、そのナンバーが必要だとか、それか

ら児童手当を受けるだとか、雇用保険の手続のときにそのナンバーが必要だという

ことが主なところでありまして、なかなか個人がそのカードを積極的に使って、何

らかのサービスを受けられるというところまでは、いままだ至っていないというと

ころが現状だというふうに押さえております。

先ほど言いました、そのカードを活用することで個人としてメリットがあるかと

いうことについては、今後サービスの拡充がされるのではないかなというふうに押

さえております。

国が示しているような例で言いますと、今後ということですが、例えばコンビニ

なんかで各種の証明書類の発行ができるだとか、それから、オンラインでいろいろ

な手続がインターネット上でできる、これは本人確認がそのカードがあればできる

ことになりますので、そういったようなサービスが想定はされておりますが、いま

まだそこまでの状況にはなっていないということで、身分証明書的な意味合いがい

まのところは強いのではないかなというふうに考えられております。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） いまの回答をいただいた部分というのは、必要に迫られて、

多分若い人はそうやると思うんですよね。ただ、心配なのは、高齢者の人たちとい

うのは、そういうカードが来たという意味すら理解しない人もいるわけですよ、中

。 、 、にはね そういう人たちの対応をどうするかというのは これは実際に発行されて

それぞれの現場の中でいろんな問題がこれから出てくると思うんです。それに対す

る対応というのをきちっとしていかないと、非常にいま私が言われた心配事は、そ
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のカードというのは、例えば高齢者、後期高齢者のカードの部分、あるいは行政サ

ービスを受けている部分はどうなるんですかという心配をしている人もいるわけで

すよ。

ですから、そういう部分では、周知させるという部分は、理解させるというのは

大変なことだろうと思うんですけれども、高齢者に対しては、その辺をきちっとし

た対応をしていただきたいということを申し上げて、ちょっとその考え方があれば

お聞かせいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 制度の周知につきましては、これまでも広報ですと

か、そういうものを活用しながらやってきておりますが、今後についてもその点は

継続して、当面の間は継続しなければいけないというふうに私どもの方も考えてお

りますので、集中してやっていきたいというふうに思っておりますし、多分通知カ

ードそのものが届いても、これが何なのかということ自体がなかなか理解されづら

いというところもあるかもしれませんが、そういう際につきましては、ぜひ役場の

方にも積極的に問い合わせをいただくようなことも含めて周知をしていきたいと思

います。

それから、町内の中につきましては、今後予定をしておりますけれども、タウン

ミーティング的なことも含めながら、言葉としても発信していかなければいけない

なということも含めて配意をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第８、議案第４号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

す。

◎日程第９ 議案第５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第５号を議題といたします。

財産の無償貸付について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第５号 財産の無償貸付について、提案理由を申し上

げます。
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本町における喫緊の課題である人口減少対策や定住促進を図る観点から、新たな

住宅対策が求められており、町内に点在している町有地を有効活用し、民間活力に

よる賃貸共同住宅建設を促進するため、市街地の町有地を無償で貸し付けることに

ついて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求めるもので

す。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第９、議案第５号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

す。

◎日程第１０ 議案第６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、議案第６号を議題といたします。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、理事者の説明を求

めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第６号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の変更について、提案理由を申し上げます。

本組合の構成団体において、６団体の解散、脱退及び１団体の加入が生じたこと

や、文言整理に伴う規約変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づ

き、議会の議決を求めるものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１０、議案第６号についての採決を行います。
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本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

す。

◎日程第１１ 議案第７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、議案第７号を議題といたします。

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついて、提案理由を申し上げます。

本組合の構成団体において、６団体の解散、脱退及び１団体の加入が生じたこと

や、本組合規約を縦書きから左横書きに改めることに伴う規約変更について、地方

自治法第２８６条第１項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１１、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１２ 議案第８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１２、議案第８号を議題といたします。

北海道市町村総合事務組合規約の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第８号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、提案理由を申し上げます。

本組合の構成団体において、６団体の解散、脱退及び１団体の加入が生じ、共同

処理する事務においても、上記団体とは別に５団体の脱退と１８団体の加入が生じ

たことに伴う規約変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、議

会の議決を求めるものであります。
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ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１２、議案第８号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

す。

◎日程第１３ 議案第９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１３、議案第９号を議題といたします。

平成２７年度今金町一般会計補正予算（第４号）について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第９号 平成２７年度今金町一般会計補正予算（第４

号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億８，

５７０万８，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億１，９９６

万８，０００円にしようとするものです。

補正の概要ついて、歳入より申し上げます。１ページです。

１款町税において９４０万円の追加の主なものは、個人町民税及び固定資産税で

す。

９款地方交付税において１億２８０万４，０００円の追加は、交付に伴って留保

していたものを財源充当するものです。

１１款分担金及び負担金で３５５万５，０００円の追加は、農業経営高度化促進

事業受益者負担金です。

１３款国庫支出金で１，０７１万１，０００円の追加の主なものは、社会保障・

税番号システム整備費補助金及び教育推進自治体応援事業費委託金です。

１４款道支出金において１，６８２万３，０００円の追加の主なものは、換地事

業委託金が主です。

１９款諸収入において６０８万８，０００円の追加の主なものは、障がい者自立

支援給付費国庫負担金等過年度収入です。

２０款町債において３，６１０万円の追加の主なものは、臨時財政対策債です。
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次に、歳出は３ページです。

２款総務費において１億８５２万５，０００円の追加は、人事異動に伴う人件費

補正、公共施設等除雪費委託、中間サーバー・プラットフォーム利用負担金、通知

カード・個人番号カード関連事務費負担金、まち・ひと・しごと総合戦略基金積立

金などであります。

３款民生費において６９３万２，０００円の追加は、高齢者住宅等除雪サービス

費委託金、障がい者特別対策費における自立支援医療費扶助費が主です。

４款衛生費において１，８７５万５，０００円の追加は、国保施設勘定繰出金の

追加が主です。

６款農林水産業費において１，３１１万８，０００円の追加は、農業振興費にお

ける産業基盤整備促進支援事業補助金、国営緊急農地再編整備事業推進費の農業経

営高度化促進事業費補助金が主です。

７款商工費において４，３９４万６，０００円の追加は、住宅リフォーム助成事

業補助金、地域再生プロジェクト事業及び産業基盤整備促進事業補助金、観光費に

おける修繕費、委託料、備品購入費の追加が主であります。

９款消防費において１１４万２，０００円の追加は、消防団経費です。

１０款教育費において、事務費の２０２万４，０００円の減額は、スクールバス

購入費執行残が主なものです。

１１款公債費において４４４万１，０００円の減額は、償還金利率見直しと平成

２６年度繰入額及び利息の確定が主なものです。

次に、地方債の補正については５ページです。

起債の限度額の変更であり、起債の方法、利率、償還の方法については変更があ

りませんので、説明を省略させていただきまして、起債の目的、限度額の補正につ

いて申し上げます。

臨時財政対策債、限度額を１億４，９９０万円から１億８，０６０万円に、住宅

リフォーム助成事業債、限度額を９５０万円から１，９００万円に、スクールバス

購入事業債、限度額を１，５３０万円から１，１２０万円に、計３億６，４９０万

円を４億１００万円にそれぞれ改めるものです。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

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。２２ページから２３ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「
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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。２４ページから３３ページです。

質疑ございませんか。

（ 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。３４ページから３７ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 民生費の質疑を終わります。

４款衛生費の質疑を行います。３８ページです。

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。３９ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。４０ページから４３ページです。

質疑ありませんか。

山崎君。

（ ） 、 、○１０番 山崎 仁君 ４４ページ これはいろんなメニューの中の一つというか

産業基盤整備促進支援事業、私たち今金町議会では、基本条例を。

〇議長（村瀬 広君） 産業基盤促進事業は商工費に中に入っているのでは。ああ、

上のですか。４３ページの。

○１０番（山崎 仁君） そうです。

〇議長（村瀬 広君） わかりました。すみません。

○１０番（山崎 仁君） これ、いろいろ絡むわけです。まちづくりもそうでありま

すし、産業振興もそうであります。

基本条例を持ちながら、より政策の中身を知りたいという、いわゆる説明する責

任を求めている。いわゆる財源関係法令を含めて、財源見通し、すべてを議会にお

示しをいただきたいというふうになっているのですけれども、いわゆる政策事業調

書というやつです。これはまだ出ていないというとらえ方でいいんですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 議員のおっしゃるとおり、政策事業調書につ

きましては、まだ作成しておりません。早急に作成したいと存じます。

〇議長（村瀬 広君） 関係する課の方、答弁あれば。

産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） まちづくりと同様に、産業振興課の方でも作成して
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ございません。早急に作成したいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 私たち議会は、基本条例をもって政策論争をしたいと、ま

ちにとって何が必要なのか。その政策の発生源たるものは何なのか。それから、将

来の財源見通し、これはもう基本条例の中で規定しています。それをもって政策を

提案してくれということは、お願いをしてあることです。

平成１９年に基本条例を制定して、もう８年経過し、まだつくっていません。さ

っきありました、条例を整備しながら、新しい政策が出てきて、政策事業調書をま

だつくっていない。事業は議会に認めてくれというのは、これ逆じゃないですか。

説明するのは、そちら側にあるわけです。わかりやすい説明を求めているんです。

それがいまないということは、非常に残念な話です。

議会から求めたものをどう思うのか。まず、それをお聞かせいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 副町長 中島君。

○副町長（中島光弘君） おっしゃるとおりのご指摘であるというふうに思います。

ただ、本事業のいろいろな政策の見通しが、予算的なものについては、総合ビジョ

ンだとかいろいろなものに関連をした政策だということで、所管課の方から今回各

課所管の方にきちっと通して、事前に作成をして提出をするという事務作業が、こ

れは不備でございましたので、私の方からもお詫びを申し上げたいと思いますし、

早急に提出をさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いい

たします。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） これさっきも言いましたけれども、議会に対しては、丁寧

な説明を、わかりやすい説明をお願いしますと。その中で、先ほど同僚議員からも

この設備一覧は何だという話も出ていました。議会に対する説明責任を果たしてい

ただくのが、いまの政策事業調書だとすれば、ない中での提案を私たちに認めろと

いうことになってくる。求めたものが出てきていない中で、この予算を認めろとい

うことになる。

逆に私たち議会側から言うと、基本条例をつくった条例に違反をしている話にな

る。その違反したものを、私たちがいいですよということになるのか。

内容はわかるんです。町長の政策で、こういうことをこれからやりたいというの

はわかるんです。それは否定するものじゃないんです。ところが、余りにも先ほど

からの質疑を通して、余りにも議会に対する説明がなっていない。私はそう思う。

ですから、説明がない中で、これをまず認めろというのか。調書は早急につくりま

すといいますけれども、じゃ、つくったものはいつ出るんですか。当然この審議が

終わり、議決行為が終わったのちに出てきて、後出しですよ、私たちにすれば。ど

ういう取り扱いになりますか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） すべてご指摘のとおりであります。本来ですと、事業調書
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が出た中で、いろんなご指摘やらやりとりが当然その中に含まれて、本会議の中で

いろんな討論がなされて、ご指摘やらご助言をいただき進めるというのが当然であ

ります。

決して私どもは基本条例に沿っていないということではなくて、今回、かなりの

ボリュームの新規事業ということでやってまいりました。ただ、これは言いわけに

なりますので、事務を扱っておりますトップは私でありますので、副町長の責任で

ありますので、私の方からまずもって陳謝をさせていただいて、早急にということ

は、この議会内には間に合いませんので、終了後になってしまいますけれども、私

の責任の中で提出をさせていただきますので、どうかご審議の方、よろしくお願い

をしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 暫時休憩いたします。

休憩中の質疑の途中でありますけれども、昼食のため１時まで引き続き休憩とい

たします。

休憩 午前１１時５７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。

暫時休憩いたします。

議会運営委員会を、正副議長室で開催いたします。

休憩 午後 １時００分

再開 午後 １時１４分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

午前中の質疑にあった政策調書の提出に少々時間がかかるようですので、農林水

産業費と商工費の質疑を留保して、８款土木費からの質疑を行います。４６ページ

です。

質疑ありませんか。

（ 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。４７ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 消防費の質疑を終わります。

１０款教育費の質疑を行います。４８ページから５４ページです。

上村君。

○１１番（上村義雄君） ５４ページの総合体育館、図書館の構想委員会の委員の報
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、 、酬の追加が出ているわけですけれども 合同委員会等でもこの総合体育館の現状と

これからの部分で説明を受けたわけでございますけれども、予算規模がどれだけの

予算規模なんだということを尋ねましたが、概略的な部分だけで、まだわからない

という状況のようでございました。

この建設委員会での現状での説明を受けた中で、今後の建てる想定の中で、委員

会での説明を受けた中では３，０００平米を優に超える、図書館もいままでの図書

室から見れば倍以上になるというような想定で、この計画的な部分が行われている

ようでございます。

それにも増して、６月にはコンペ方式でやるという予算を見積もりしていたわけ

でございますけれども、それをやめて、コンペ方式じゃなくて入札方式で業者指定

をするというような方向性に変えるという、常任委員会また全員協議会の説明の中

でありましたけれども、その経緯についてまずお伺いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 上村議員のご質問にお答えをいたします。

いまの質問の内容につきましては、当初予定していたコンペ方式から別な方式に

変えるというところの経緯等を含めた説明ということでとらえておりますけれど

も、まず計画を行った当初につきましては、構想については、構想委員会含めそう

いった形で、どういう体育館、あるいはどういう図書館であるべきかという基本的

な構想をつくって、それをもとに設計、コンペという形で業者を選定していくとい

うような方式でありましたけれども、この間ご説明申し上げているとおり、構想を

積み重ねていった中で、当初見込んでおりました法的な規制の中で、体育館につい

， 、ては３ ０００平米以内におさめなければならないというところは十分理解しつつ

それに見合うような施設についての検討をしたところでございますけれども、構想

委員会の中、あるいは町民の皆様からのご意見、あるいは利用されるスポーツ団体

や文化団体の皆様からのご意見、それから、町としても今後の今金町の防災という

ものも考えた中で、防災機能も具備したいというような考え方の中から、概略では

ありますけれども、総合体育館の建設規模について積み重ねをしたところ、どうし

ても、現状でさえ３，１７１平米ということで３，０００平米を超えている中に、

さまざまな諸事情、新たなものも加えていくとなったところでは、なかなか３，０

００平米におさまるという見込みが立てづらいというような状況になってきまし

た。

そういったことから、何かこの法規制含めて解消できるような方法はないかとい

うことで、るる検討をいたしまして、監督官庁であります北海道ともお話し合いを

する機会も設けていただきまして、その中で用途指定の変更だとか、あるいは公園

法等の解釈の中身等についてもいろいろとご相談を申し上げたところ、可能性が見

えてきたという経過があります。

そういった中で、その用途地域の指定を変えるだとか、公園法の中のいろいろな

手続をしていく中で、ある程度建物の配置だとか規模だとか、詳細なものが見えて
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こないと協議に向かっていけないと。そういったものをそろえながらお話し合いを

していかないと、いいも悪いも出てこないというようなことがいま予想されており

ます。

そういった中では、先に設計を仕上げてしまって、それを持って道との協議に行

ったときに、判断が大きく違ってきた場合に、また差し戻しになって設計をし直さ

なければならない。そういったことも危惧されております。

そういったことから、構想段階から設計業者に指名により入っていただいて、構

想委員会等の意見を踏まえながら、ということは、こういう建物が欲しい、こうい

うデザイン性が欲しい、こういう環境のもとでつくりたいというものは、構想委員

会の意見として出ますので、それを業者が意にかなうように形にしていくという形

でありますので、今金町の思いが伝わらない設計には当然ならないと思っておりま

す。

そういった形で、構想の段階から設計業者に入っていただきながら、そこで練り

上げていったものをたたきにしながら、さまざまな法規制等も含めて道との協議も

並行してやっていく。それが一番効率的であり、時間的にも流れ的にもスムーズで

はないかという思いで変更しようとするものでありますので、ご理解をいただきた

いと思います。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） コンペから入札に変わったという部分での、いまの説明で

いくと、ますますわかりづらくなります、町民の方に。まちづくりの方のまち・ひ

と・しごとづくりのシミュレーション、人口増に向けてのシミュレーション、最終

， ， 、 ， 。的に２ ８００人を３ ８００人にしようという １ ０００名の増加を図ろうと

その増加を図るためのいろんな施策が、いま町長の方から出ている案件だろうとい

うふうに思っております。

この体育館、図書館の、これがあればいい、あれがあればいい、これを使おう、

これは便利だよねというように業者と積み重ねていくと、予算はどこまで行くんで

すか。そういうきちっとしたものが出て、こういう形でいくんだということであれ

ばわかるんだけれども、私は合同委員会で申し上げたけれども、今金小学校の建設

のときもコンペ方式でやって、それが町外の人からもすばらしい小学校建設だった

ということで、視察にも来られたという情報を聞いております。

私は、そのコンペ方式でやるということで、６月ですよ、予算を見積もったの。

だから、当然それで行くものだと思っていました。ところが、急遽コンペでは間に

合わないから業者を指定して、入札して、その業者と相談しながら建物を決めてい

くんだと。そうしたら、予算はどこまで行くんですか。そういうことであれば、ま

すます町民に説明がつかない体育館であり、図書館になっていく。

ここの中でも、いま５，６００人の人口、学校の生徒も１００人を切っているわ

けですよ。昨年の出生でいくと２９名、３０名も切っているわけです。このままず

っとじり貧で行くということではないでしょう。それはまちづくりの、要するに地
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方創生の戦略で増やしていこうという部分ですから。２，８００人を３，８００人

までに１，０００名増やそうという、それはそういう方向性でいくということは、

私も了承しました。ただ、体育館であり図書館であり、いまある体育館、３０何年

ですよね。４０年はたっていないですよね。それをいまもう変えていくと。建てる

。 、 、 。場所は同じところだと 同じところというか 同じ公園内 敷地内で建てるんだと

あそこの場所は、非常にいままでにも体育館の基礎のわきが３メーターも下がっ

てしまって危険だと。急遽そこに砂を入れたり、そこに子どもが落ちないように対

策を講じる予算も持ってやっていた。それと同じ場所のところに、また規模的には

。 。いまの体育館よりも多くても少なくはならないと しかも図書館もそれでつくると

また同じ３メーターも穴があくようになってあれしたら、どうなりますか。

そこが最適な一番いい場所だというふうに、建設の構想委員会では結論的にそう

なったのかもしれません。しかし、防災関係からも必要だという、要するに災害時

に避難場所とするんだということであれば、つい先日行われた茨城県の常総地区の

堤防決壊がありました。あれは５０年に１回の豪雨なようでございます。今金を流

れている利別川も、過去において、堤防が立派にできたからそういう状況にはなら

ないのかもしれないけれども、過去においても、この利別川の決壊ということはあ

りました。そういう観点からいけば、防災なり避難場所にそういう部分をするとい

うのであれば、私は適さないのではないのかなと。

構想の話し合いの中では、今金小学校の向かいのところも検討の中で入ったよう

ですけれども、体育館のところから見れば７メーター、基礎杭でもって１５メータ

ーと２２メーター、７メーター多く打たなければならないというような話でした。

しかし、２２メーターということは、それだけ７メーター地表が高くなっていると

いう、それであれば、たとえ洪水になったときにでも避難場所として利用できる。

今金小学校はもちろん使えるし、そこのいまの体育館、図書館も使えるようになる

だろうという。１５メーターの杭だけ、そういうのは地盤の根底になるところは同

じところでしょうから、それだけ７メーター高いところに今金小学校の向かいのと

ころがなるというふうに。そうしたら、避難場所としても、当然７メーターも水に

つかるということにはならないでしょうから、そういうことも考慮する必要がある

だろうと。

それから、人口的にも、いま言うように５，６００人から、目標として３，８０

０人にすると。子どもたちも、またお年寄りの利用する部分が、それだけ３０年未

来の先のことの部分で、いろいろなものを加味して使うからそれだけ必要だという

のであれば、それ相応の部分を、理論的に。避難場所にするというのなら、水につ

かるところへボートでもって行かなければ避難できないというようなところが適切

なところなのかどうかということも、検討されたのかどうかということも、また２

回目として聞きます。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） まず、前段の部分についてお答えをしたいと
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思います。設計業者と一緒に構想をつくりながら、そこから設計までつなげていき

たいというところで、何でもあれが欲しい、これが欲しいといったものを積み上げ

て、とてつもないもので構想委員会の案、あるいは設計として上がってきて、予算

というものも無視するのではないかというようなことが一点あったと思いますけれ

ども、その部分につきましては、町民の多く寄せられた意見等も踏まえながら、一

つ理想とするものは理想とするもので検討しなければならないと思っていますし、

当然財源が伴わないものであれば、これは建設するわけにはいきませんので、慎重

審議をするために、そこからさらに工夫して、規模を下げられるものがないか、あ

るいはデザイン等を含めて安価におさめられる部分がないか、いろんなものを検討

しながら複数の案を出して、これは検討すべきものというふうに考えております。

ですので、構想委員会におきましても、一つの答えをつくっていただくというよ

りは、いろいろと複数の案、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案、五つ、六つあってもいいと思うん

ですけれども、いろいろな案をもって答申を上げていただきたいということは伝え

てまいりたいというふうに考えております。

それから、防災の部分につきましては、現状、いま南側の防災避難所につきまし

ては、今金中学校が指定になっております。当然川のすぐ横でありますので、水害

ということを想定した場合には、適地適所ではないという状況もあります。

また、学校でありますので、長期間閉校した形で避難所として優先するわけにも

いかないと。学校としての使命もあるわけでありますので、それにかわるものが当

然必要になるということで、大きな集会ができる人が集まれる建物として、体育館

あるいは図書館という、それなりの面積を持った規模のところに避難所を再度設定

するというのは当然の話であるというふうに考えております。

いまご指摘のあった場所の部分ですね。河川からの水位の関係だとは思うんです

けれども、その部分については、大変申しわけありません。私の方ではそこまで把

握をしておりませんでしたので、ちょっとお答えができませんので、防災担当の方

から、もし資料等があれば答弁をいただきたいと思っております。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） それでは、防災の面から、いま現在の総合体

育館の場所についてのご説明をしたいと思いますが、いま町内には２４カ所の避難

所がございますが、総合体育館はその１カ所として位置づけられております。

それで、洪水等の水害があっても、この総合体育館の場所は水がつかるというよ

うな状況の場所ではないというふうに、私の中では認識しております。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） それともう一つ、人口減の部分での面積とのあれをまだ答

えていただいてなかったので。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 人口減との施設の考え方の部分でございまし

た。申しわけありませんでした。
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まず一点、例えばバレーボール競技を一つやるにしても、これは人口とは関係な

、 、 、しに 競技１面とるということであれば 必要な平米数というものがありますので

何千人になったから何平米というような単純なシミュレーションにはならないと思

っております。

ただ、将来の人口を考えて、スポーツ人口が何人くらいになるのか、あるいは町

内でどういった規模の大会が行われるのか、あるいは檜山管内や道南地域入れて、

そういった大会の誘致、こういったものがどう行われるのか、いろいろなものがあ

ります。それから、現にいまスポーツに親しんでいる方もいらっしゃいますし、そ

れなりの大会誘致だとか、そういったところも活発に行っておりますので、３０年

先こうなるからいまから小さくしますという議論も、なかなか難しい部分があるの

かなというふうに考えております。

しかしながら、将来の人口減少というものはどこかで念頭に置きながら、さまざ

まな部屋の設備であったりだとか、規模等については十分配慮をしなければならな

いものというふうに考えておりますし、これから子育てしやすいまちであること、

あるいは高齢者が楽しめるまちであること、そういったことを考えた場合には、そ

ういった方々の、ちょっと言葉は悪いかもしれませんけれども、居場所というので

すかね、集える場所というんですか、そういったものの確保も当然重要な問題にな

ってくると思っていますので、そういった役割を体育館や図書館にも持たせていき

たいという思いもありますので、単純に人口減少をいまから見込んで、施設規模を

こうすると単純にシミュレーションできない部分があるということについては、ご

理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

（ ） 、 、○１１番 上村義雄君 いま 単純に人口減少と施設のあれは考える必要がないと

そういう答弁と、それから、防災の部分で、体育館のところは水につかる地帯では

ないと、こういう防災上のあれでも水につかることはないという発言でございまし

た。

中学校のところの、いうなれば海抜と、体育館との海抜、どれだけ差があるんで

すか。

それと、バレーボールコート、バスケット、テニス、それぞれのコートが中体連

の会場として使える施設でなければならないといういまの答弁ですね。いま現在の

使われている体育館でも、中体連の大会をやっております。調べてみてください。

それよりも、構想では３００平米近く大きいですね、アリーナも。人口は減る、生

、 、 。 、 。徒も減る しかし 施設だけは大きいものが必要なんだと 私も これは推計です

体育館、図書館をつくって、まず、３５年なり４０年はもたせなければならないで

しょう。いまの建っているところでも４０年はたっていないわけですから。予算規

模でいくと、当初の聞いたところでは、２２年の年で総合計画の中でもって１３億

の予算を見ていた。しかし、２２年といま、２７年です。これからあれする２８、

２９と、３０年には仕上がるのかもしれませんけれども、その時点で予算規模の部
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分で１３億で終わるんですか。

ましてや、業者と協議しながら欲しいものを設置していくと。協議しながら充実

していく。この方法をとっていけば、予算は膨らんでいきます。これが欲しい、こ

れが欲しいと。アンケート等での中でもっても、子どもたちも言っている。子ども

たちが現実に言っています。体育館ができるときには、私ら使えないよねと。小さ

い子どもの人方は使えるかもしれないけれども、大きくなった人方は使えないよね

。 、 、 。 、と だけれども どうだと聞いたら あればいいよねということで 欲しい願望と

先ほど事務長が言われたように、予算はどこまでで抑えていくのか。

コンペであれば、この部分をこの予算でやります。こういう形でつくります。私

はそれがいいと思う。業者と入札でもって決めましたと。入札で決めたけれども、

変更変更で、この部分がまたこれは別の予算ですと、こういう形になっていく。そ

うしたら、合同委員会でも言いましたけれども、国のオリンピックの国立競技場と

、 。 、同じように 予算がどこにあってどこまで行くものだかわからない 白紙撤回して

結果的に屋根のつかない、そして、暑い８月にやるのに冷房も効いていない。熱中

症であれしたら、待避する部屋はつくりますって、こんなばかな話ないですよ。そ

れと同じよう方向になってしまうと、私は懸念を抱くんです。

ですから、予算はどれだけでどういう形をするか。私は今金小学校のやったコン

ペ方式でやったのが、全くすばらしいやり方だったなと、そう思っています。

、 、 、 、また 認定こども園のあの施設も 結果的に議会のあれの中で 設計はデザイン

デザインといきます。しかし、建物を建てたときからすぐ修繕、維持費はかかるん

。 、 、 、です 経費のかからない そして コンパクトで機能性のある建物に知恵を絞って

同じ金をかけるのであれば、そういうふうにしていく必要があると思う。

いま言うように、人口が減ったからって、建物は小さくすることはないんだとい

うけれども、じゃ、推計でいきます。３５年で建物の部分で１５億かかったとしま

。 ， 、 、 、す ３ ８００人にする３５年先のときに １人頭 １年で１万円かかるんですよ

経費。それに維持管理がかかっていくんです。そういうシミュレーションもきちっ

とつくっていかなければ、欲しいよね、あればいいよねというだけでもって、お金

が無尽蔵にあればいいですよ。いま、国の段階でも財政的に１，０００兆円超えて

。 、 。借金になっている そうしたら 地方に交付金で来る金もだんだん締められていく

ですから、地方創生の部分で、自分たちのまちは自分たちであれするように考えて

いきなさいという、いまの地方創生のやつのシミュレーションを、５年間のあれで

もってそれこそ継承しながらやっていきますよとやっているわけですから。

体育館、図書館だけは別個ですよと、そういうこといはいかないというふうに私

は思うんです。事務長はどう考えるかわかりませんけれども。水が乗るところでは

ないという。しかし、私は中学校のところが水乗るんだったら、体育館も当然水が

乗るというふうに、私は想定するわけですけれども。そういう懸念を持つから、ど

うなんですかというふうに聞いているわけです。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） お答えをしたいと思います。議員が懸念をされてる部分と

いうのは、この間の質問でも私の方でお答えをいたしました。

まず、入札方式で業者を決めた場合に、例えば業者の言うとおりに進んでいくと

いうよりは、どちらかというと、多分その中に財政協議も一緒に含まれてきます。

コンペ方式というのは、案を買うわけですよね。こういうものを建てたい。それで

ＯＫというわけですから、どちらかというと、それに縛られてしまうんですよね。

ですから、今回一番コンペ方式から入札に変わったというのは、まずいろんな補助

、 。 、金だとか いろんなものの手だてに間に合わないと 間に合うために何かというと

基本的な基本設計ができないと、いろんなところに要求ができないということで、

検討委員会の中でもんだり、それから、財政協議をしている中のものをきちっと業

、 。者の方に 初めから反映をしていただくような進め方をしたいというのが一番です

議員がおっしゃる懸念は、私も一緒であります。これからのことを考えたとき、

やっぱり町のいろんなお荷物になってはいけない施設であります。もともとは体育

館を、いま改築をしようと言ったのは、耐震調査で危険だということがまず出てき

たというのは、議員も多分ご理解をしてくださっているというふうに思います。あ

とは、当然ながら、いまも町内でプロジェクトをつくっておりますが、事務局長が

答えた答弁というのは、構想委員会を扱っている所管としては、いろんな住民ニー

ズだとか、それからスポーツ団体のニーズを、基本的にはいろいろ加味をして、可

能な限りというのは考え方としてあると思いますが、次に出てくるのは、どんな構

造がいいのか、それから、例えば図書館と体育館ということでありますから、共有

施設をどういうふうにしたら節減といいますか、いろんなことができるのか。トー

タルでいろんなことを考えていくわけです。

それから、間違いなく、以前にも小学校のときもそうでしたし、認定こども園の

ときもそうでしたけれども、議会にもご相談をしました。私の記憶では、認定こど

も園のときは、屋根の形状について随分ご指摘をいただきました。最初とは変わり

ました。というのは、やっぱり雪の地帯だということで、見た目よりはやっぱり維

持管理をということで、そういう場も設けております。ですから、私はいま財政を

扱っておりますので、無限大に広がるような施設にはできませんので、それから、

当然ながらランニングコストであるとか、それから維持管理ということも頭に入れ

ながら、当然やっていきたいというふうに思っていますし、それから、適宜議会の

方にもご相談をしたいというふうに思っておりますので、趣旨はそういうことであ

ります。

それから、先ほど海抜のお話が出ておりましたけれども、今金中学校については

１６メートル、それから高美公園は１８メートル、それから明治跡地が２２メート

、 、 、ルと それから 先ほど課長の方が水が乗る心配はないんだというお話をしたのは

河川の方でハザードマップというのを出しております、国の方で。それでは一応水

、 、に浸らないというか そういう地区だということになっているということですから

議員がおっしゃるとおり、何百年にというときが来たら、そこまでは私たちも安全
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だとは言い切れませんけれども、国がいま一定の出している指針の中では安全であ

るというか、避難所としても問題ないということで町としては指定をして、いま進

めているということでありますので、よろしくお願いいたします。

○１１番（上村義雄君） 同じ場所にあれして、要するに３メーターも地面が陥没し

た。それを直したよね。同じ場所の、地帯が同じところに建てるけれども、それの

部分は、どういう感覚で。

〇議長（村瀬 広君） 上村君、それは質問に答えていない、答弁漏れということで

すか。

○１１番（上村義雄君） はい。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） まさしく議員がおっしゃるとおり、私たちもいま、あそこ

に建てるという方向が立っている以上は、当然ながら、建設業者さんの方にも最新

のいろんな工法を検討していただくというのが大前提であります。いまの施設につ

いては、昔の工法でしたので、当然ながら地盤の悪いところ、どちらかというと認

定こども園も同じような敷地に建てておりますけれども、その最善のいろいろな工

夫をしながら、沈下をしないような、それから少なくともいまのような急激な沈下

のないような工法でということで、お願いをしたいというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 別な質問ですか、上村君。別な質問ですね。

○１１番（上村義雄君） これで３回目だね。

〇議長（村瀬 広君） いいえ、３回終わりましたけれども。

○１１番（上村義雄君） ３回終わった。チェックしているの。

〇議長（村瀬 広君） はい。よろしいですか。

○１１番（上村義雄君） いや、一つだけいいですか、議長。

〇議長（村瀬 広君） どうぞ。

○１１番（上村義雄君） いまのこういう構想でやるという、また議会の方にも再度

説明はするし、そういうふうにやるということであるけれども、議会でやると同時

に、よく使われる方向として、住民に対しての説明会を開く、要するにこの体育館

の構想がある程度きちっとなって、予算づけする方向になった時点で、町民に対し

ての説明会をやるのかやらないのかということです。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） いろいろ懸念される要素等々含めてご質問があったわけであ

りますけれども、この間のさまざまな行政の施設建設に際しても、いろんな工夫を

しながら対応してきているわけでありますから、いま計画している場所が不適切な

場所だという町長の判断は、非常にそういうことをすることはできないだろうと。

認定こども園含めたり、学童保育所含めたり、さまざまな施設が整備しているわけ

でありますから、そこをわかっていていままでやってきているのかという部分にな

るわけでありますから、これについては、その辺きちっと、私は職員、そして町長

になっている段階の中では、きちっと精査をしながらこれまでも取り組んでおりま
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すし、そういう部分の中では、以前にも地質の問題も当然あったわけでありますか

ら、そういうことを乗り越えて今日まできているわけでありまして、そのことにつ

いてきちっとこれからも対応していかなければいけないと。心構えは、もうきちっ

と持たなければいけないと思っています。

あと、コンペ方式等々含めてすべてに、以前に申し上げたとおり、一般含めてさ

まざまな手法があるわけでありますけれども、すべてがどれがいいということは、

優位性もありますし、ちょっと心配な要素もあります。コンペ方式でも、時間内の

中では、これだけの例えば１０平米の部屋が１０必要だということで、どんと出す

わけです。それに基づいて、１０平米の建物を設計コンペにかけて、業者が選定し

て皆さんで選んでいただいてこれにと、それがコンペ方式であります。

、 、 。 。そうすると ただ そこにはマイナスもあるわけであります 変更ができません

認定こども園、議員もかかわって構造変更もしました。屋根の変更。それはコンペ

。 。 、 、ではできません そこで決まったわけですから その屋根であれば ほかの業者も

いや、それであれば初めから言ってくれればいいのにと、これがコンペの難しさで

あるわけです。一定程度示した枠の中で設計を組んで、それを買うわけですから。

買ったところをＯＫしまして、さあ、あなたのところの設計業者に決めますと。形

はそういう形の中で、少しく調整はありますけれども、微調整は当然できますけれ

ども、大きく変わることはできないという一つのたががはめられる要素があるとい

うことは、マイナス要素があるわけであります。

いま時間があれば、プロポーザル方式って、以前申し上げたように、今回やろう

としているのは、少しく時間をかけてそういう説明を、１０の部屋を１０つくって

くださいと言いながらも、設計業者と詰めながら、これとこれは共同で８でいいよ

ねと、半分にしながら上手に使っていけば一つで済むでしょうと、そういう調整は

設計の段階、準備段階でできていくだろうと。もう一回、コンペ方式になったあと

に、議会だとか町民の方からの意見を聞いて、ああしてくれ、こうしてくれとなり

ません。基本ベースができてしまっていますから。細かいところについては変更で

きますけれども、大きくは全く意見を聞けるような状況にはないわけであります。

そういくと、いま提案している要素の中では、いろんなご意見を聞く、視察の段

階でも、議員もいろいろと議会として提案をしたい部分があるんだよと、そういう

ところも設定してくださいという声をいただきました。そう考えた場合には、そこ

に当然最終的に基本設計、実施設計ができる前に、入っていける要素があるわけで

あります。幾らでも時間が許す範囲の中では、設計変更可能であるということから

すると、非常にプラス要素が当然あるということで、私的には、本来は時間があれ

、 、ばこの方式をとりたかったわけでありますけれども 時限的な部分がなかったので

コンペ方式でまず提案をまとめて、すぽっと出せる状況を考えながらお願いしてき

た経過があるわけでありますけれども、なかなかそれが可能にならない状況変化に

なったと。

それについては、先ほど来申し上げているように、建物そのものの問題なり、つ



- 36 -

くり方の問題なり、平米の問題なりのクリアしなければならない問題がありますの

、 、 、 、で つくってしまってからさまざまな 副町長言ったように 法的なものを含めた

あるいは補助申請にはなっていかないと。そこでまた変更されるわけでありますか

ら、それであれば、初めからそういう設計屋が入っていただいて、指導を受けなが

らやった方が望ましい方向になるのではないかなと。

都度都度、そういうふうになりますと、一回途中でとめて住民説明もできると思

います。いま、１０月の末にということで、経過報告をする予定でいるわけであり

ますけれども、設計段階、構想段階の部分の中でも、住民説明をしながら住民の意

向を聞くという方向は、いまのやり方の方が私は可能性がありますけれども、コン

ペ方式では、はっきり言って、それまでの状況にはなかなかならないだろうと。決

めてしまえば、建物の形が決まったり、業者が決まった中で大きく変更するという

ことはなかなか難しいということについては、ぜひご理解いただかなければならな

いかなと思っています。よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 教育費の質疑、ほかにありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） ４９ページにＩＣＴのさまざまな事業費が載っております。

活用実践コースに採択されたことは大変喜ばしいわけで、今年は教員等の指導力、

あるいはどのようなカリキュラムでやるかというのを計画していくと思うんですけ

れども、これは小中学校の先生方全部が入るわけですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） ご質問にお答えをいたします。

今回採択を受けた学校につきましては、今金小学校と種川小学校でありまして、

中学校は該当になっておりません。

そういった中で、今金小学校、それから種川小学校については、校長をはじめ教

員が一丸となって、共同体制をもってやっていくということで、会議等の中でも言

葉をいただいておりますので、学校全体としての取り組みというふうに受けとめて

おりますので、その辺でご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 電子黒板というのはすばらしいもので、小学校にたしか入っ

ていますよね。なかなか入っているんだけれども使いこなせないということを聞い

たこともあるものですから、これについては来年、機器類については来年整備する

という考えでいいのでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） お答えをいたします。

今回の文科省の事業の採択の要件の中に、電子黒板とタブレット端末が既に導入

されている学校というのが要件であります。今金小学校につきましては、すべての

教室に行き渡る数ということではありませんけれども、１学年程度賄える備品がそ

ろっておりますので、まず、そういった環境があった上で、今回の事業を採択され
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たということであります。

これはあくまでも文科省が言っているとおり、実証検証であります。実践、学校

の現場で本当にＩＣＴというものがどのように活用されていくのか、どのような効

果が出てくるのかというものを、我々も事業として成果をどうまとめていくかとい

うところになっていくと思います。

こういった実践成果を踏まえながら、全校的な設備配置が必要であれば、そうい

った方向を目指していきますし、一定程度の学年の中で、こういった取り組みが必

要であるというような成果なり効果というものが見えてくれば、そういったところ

に向けてというような、いろいろな手法を、成果を見た中で検討していく必要があ

ると思っておりますので、必要な場面では、当然整備というものも念頭に置いてい

かなければならないというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノ

ロジーと、我々はＩＴ、ＩＴと言っていた時代から、こういうＩＣＴに変わってき

たわけですけれども、せっかくこうやって実践コースに採択されたわけですから、

これをどう、それじゃ、生かしていくのかとなると、ここで今年１年かけて、指導

力の向上を図っていくわけですから、せっかく指導者がいるんですから、今度は種

川までは無理だとしても、小学校あたりには全教室に電子黒板、そしてタブレット

の端末を生徒全員に当たるくらいの、そのぐらいの意気込みをもって進んでいった

らいいのではないですか。

実は６０年ぶりに教育委員会の制度も変わって、今度は町長部局と教育委員会と

で一緒になって、いわゆる環境整備を図っていくという、ちょうどいい年でありま

すし、今金においても、総合教育会議あたりもできて、それぞれ町長部局と相談し

ながら学校とやっていっているようですけれども、せっかくのいい機会ですし、実

践校として名乗りを上げていく、そういう心構えをもって進めていってほしいと思

いますけれども、その辺はどうですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） それでは、私の方からお答えをさせていただきたいと思い

ます。

いま、議員おっしゃられた一つは、発表の場といいますか、公開の場というもの

、 、 。を １１月の２０日だと思いますけれども 管内に呼びかけて公開研を実施すると

本事業は、今年度と来年度、２カ年でございます。それで、まずここまでの経緯に

ついてを発表したいと。そこで成果の一端を皆さんに知ってもらいながら、さらに

はその反省も受けながら、次年度に向かっていくという方向になるのかなと私は思

っております。

、 、 、この発表は 学校がそれこそ一丸となって このＩＣＴに取り組んでいるという

その成果を発表させていただく、そういう内容になりますので、いま町内にはもち
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、 。ろんですけれども 町外にも呼びかけて参加者を募っているという状況にあります

それから、もう一点、いま議員からお話をいただきました。全校にそういうタブ

レットを云々というお話がありました。これは財政の伴う話も含めてのことであり

ますので、町長部局ともまた相談をさせていただきながら進めさせていただこうと

思いますけれども、私ども教育委員会としましては、やはりいままでもそうですけ

れども、町長部局との連携というのは、ずっと保ってきたというまちだと私は思っ

ております。そういうことで、必ずしもいまの新しい制度になったから、改めて町

長部局との接点をつくろうというのではなくて、いままでの流れの中から、また新

たに起きたことについては相談を申し上げながら、また財政面の指示も受けながら

やってまいりたいと、そんなふうに考えていますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

（ ） 、 、 、○６番 徳田栄邦君 いま 教育長が言ったように 今年新たな教育制度になって

いままでの今金のまちは、町長部局と教育委員会とそんなにばらばらにやっていた

わけではないわけですけれども、教育振興計画というものがあって、それに基づい

て教育委員会は活動していたわけですよね。そこにこの総合教育会議というものが

。 、 、どのように位置づけられて来るのか その辺のところも興味深いですし それから

ここの中にはＩＣＴの教育環境の整備計画を有することとなっていますよね。これ

が実践校に選ばれる一つの要件にもなっていたと思うんですけれども、今度、この

計画自体もこの２年間でつくっていくということになるのかどうなのか。

もし、そういうことをまだ検討していないのであれば、先ほど言ったように、せ

っかくの機会ですから、ぜひ今度は実践校として選ばれるように、環境整備につい

てもう少しく町長部局と検討をなさったらいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） お答えをしたいと思います。

大変貴重なご意見をいただきました。やはりせっかくの機会をいただいておりま

すので、今金小学校、それから種川小学校からのＩＣＴの発信というのは、私ども

も考えてまいりたいと思いますし、そういう期待も担っている部分かと思いますの

で、また町長部局とも相談をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 教育費の質疑を終わります。

１１款公債費の質疑を行います。５５ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。

ここで、事業調書配付のため暫時休憩いたします。
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そのままでお待ちください。

休憩 午後 ２時０７分

再開 午後 ２時０７分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

先ほど留保しておりました、６款農林水産業費の質疑から再開をいたします。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。４４ページから４５ページです。

日置君

○７番（日置紳一君） ４４ページの地域力再生プロジェクト事業補助金についてお

伺いしたいと思います。

その中に、小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業の中の３００万円の

中で、植物工場建設事業に関する調査研究事業費ということで、町から商工会に１

００万円予算が計上されています。そのほかに、この会社の株式会社ＴＴＮコーポ

レーションから２００万円出されるということですけれども、これはこの会社から

商工会に２００万円出して、商工会に調査してもらうのか、それともこの会社と商

工会が、商工会というのは町が委託しているわけですけれども、町とこの会社が一

緒に調査をするということなのか、その辺どうなんですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 日置議員のご質問にお答えいたします。

、 。本事業は ＴＴＮコーポレーション株式会社と商工会との連携事業でございます

３００万円の主な使い道なんですが、これはまちの補助金が１００万円、これは今

金町補助金で、ＴＴＮの負担金が２００万円の総事業費３００万円となっておりま

す。

これにつきましては、今金町に植物工場建設に当たり、調査研究が主なもので、

これは委託料になっております。これが約２１６万円です。そのほか、先進地視察

ということで、今金町では商工会、農業協同組合、今金町、この３者の連携会議を

、 、 。進めておりますので その３者によります先進地視察 植物工場の先進地視察です

それが７０万円となっておりまして、主なものは、使い道としてはそのようなもの

です。それで、商工会が調査機関として委託業者に委託しまして実施することにな

っております。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） こっちが質問したことをそのまま答えたという感じですけれ

ども。それはわかっています。この事業をやるに当たって、町と商工会と業者が一

緒になって調査をするということになれば、これ合弁会社でやるわけではないです
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よね。この会社がやるんでしょう。それであったら、これ一緒に調査をして、もし

事業が始まってうまくいかなかったときに、あなた方も一緒に調査をしたんだから

ということで、やめる、撤退するときの言いわけに使われてしまうような気がして

ならないんですけれども、この会社も養護学校の卒業生を使うというだけの目的で

来るわけではないと思うんですよね、こんな大企業が。当然利益も上げるために頑

張ると思うので、この中身、今金町自体が余り中に入り込まない方がいいのではな

いかなと、私はそう思うんですけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 本事業につきましては、７月に３者の協定を

結んでおります。ＴＴＮコーポレーション、商工会、今金町、３者による協定を結

びまして、その協定に基づきまして、商工会が主体になってこの事業を推進してい

くというふうになっております。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） その答弁ということは、この工場を商工会が主体になってや

るということですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

（ ） 、 、○まちづくり推進課長 寺崎康史君 まず 今年度はあくまでも調査研究を進めて

今金町にふさわしい植物工場がどのように建てられるかというところを調査研究を

するということが主な目的でございます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

日置君。

○７番（日置紳一君） 同じページの産業基盤整備促進支援事業補助金というところ

なんですけれども、この間の合同委員会でちょっと聞き忘れたんですけれども、こ

れは多分商工業農業全般で補助をするという事業ですので、今年１，５７２万にな

っていますけれども、多分これ足りないのかなと思うんですけれども、これ予算を

オーバーしたときにはどういうふうにするのか、ちょっとお伺いします。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 財政面のことにかかわりますので、私の方からとい

うことでありますが、まず４４ページにありました、この産業基盤整備促進支援事

業１，５７２万円、これについては、あくまでも商工業の分野ということでありま

す。

それから、農林業の関係で言いますと、農業振興の方で１，０００万円、それか

ら林務の方で１００万円ということであります。先ほどからお話があったとおり、

確実にこれ要望をとらまえての予算化では今回ありませんので、想定をする中での

予算であります。

したがいまして、このあと実際に本日議決をいただきましたら、周知をしてまい

りますけれども、その結果取りまとめをして、予算の中でおさまらないということ

であれば、再度財政協議をしながら規模を決めていくというような流れの中で進め
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たいというふうに考えております。

、 、 、基本的には 住宅リフォームと同様のような考え方でありますが 思いとすれば

使いたいときに使っていただけるような性格の補助金にはしてまいりたいというふ

うに思っております。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） ほかにありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） ４５ページの観光費で、クアプラザピリカ関係で１，３００

万円補正が組まれたわけですが、この中身、修繕３００万円、これらの中身それぞ

れについてちょっとご説明願いたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 修繕料の内訳ですよね。

○４番（向井孝一君） 修繕各科目、例えば委託料の中身。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 委託料につきましては、まず、クアプラザピ

リカ１号温泉井のメンテナンス業務委託料でございます。この温泉井は、平成２３

年にメンテナンスをかけておりますが、４年が経過しまして必要なメンテナンスを

行うものでございます。これが８３２万２，０００円でございます。

それと、美利河スキー場のゲレンデ整備業務委託料につきましては、これはゲレ

。 、ンデの草刈り業務でございます ゲレンデのＡコースからＥコースまでの草刈りと

スキー場のリフトの下草刈りを行いまして、草刈りを行うことによりまして、雪が

少なくても早期に開業できるということと、あと閉業に当たりましても、草刈りを

してあることによって雪がその分最後まで残っているということで、草刈りを行う

委託料となっております。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 後ほど２６年度決算の方でも出てくるのですが、昨年、マッ

クアースさんに委託をするということで、指定管理料含めて１億８，０００万円以

上かかっているんですよね。そういう中で、何とか町民の期待にこたえるように会

社側も努力をしている最中なんですが、我々が心配しているのは、無尽蔵にやはり

要求された部分をこうするというやり方にちょっと抵抗を感じると。

そして、このクアプラザスキー場ゲレンデというのは、当初予算で当然見ていい

はずでしょう。なぜ補正で上げてくるのかというのが、ちょっと理解に苦しむので

すが、その辺はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） まず、この９月補正の時期に、なぜこの計上

になったかということについてですが、クアプラザピリカの１号温泉井につきまし

ては、１１月の上旬にクアプラザ全館を閉館にしましてメンテナンスを行います。

それに合わせまして、このポンプを分解清掃して、あと構内の検査、それと必要な

機材の更新を行うものでございます。時期としては、１１月のメンテナンスに間に
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合わせるためには９月補正が最適だろうというふうに判断しております。

あと、美利河スキー場のゲレンデの整備業務の委託料につきましては、これは単

純に当初予算からの計上漏れでございます。こちらについては、おわびして今回の

補正に上げさせていただいております。お願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 商工費の質疑を終わります。

以上で、歳出全般についての質疑を終わります。

歳出全般について、質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

ここの時計で２時半まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時２０分

再開 午後 ２時３０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１款町税の質疑を行います。６ページから８ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 町税の質疑を終わります。

８款地方特例交付金の質疑を行います。９ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 地方特例交付金の質疑を終わります。

９款地方交付税の質疑を行います。１０ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 地方交付税の質疑を終わります。

１１款分担金及び負担金の質疑を行います。１１ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。１２ページです。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 個人情報のマイナンバーの部分で入るわけですけれども、

再発行する時点で、手数料はさっきのあれでもって５００円、８００円となってい
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るわけですけれども、あの番号は変わらないんですよね。悪用されたり何なりする

ような状況になったときに、その番号が同じ番号でまた再発行ということでの、そ

ういう部分でのセキュリティーというか、そういう部分ではどんな感じになるんで

すか。同じ番号をまた再発行するということになっていくのであれば。ちょっとそ

の部分が理解できないので。

〇議長（村瀬 広君） 税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） その場合ですが、再発行に二つあるんですよ。

まず一点目としては、例えば番号カードがありますよと。それをなくしましたよ

ってありますね。なくした場合は、すぐ利用停止という形でジェイリスの方に２４

時間で電話できる形になっております。もしそれがあとから、例えば紛失したとし

ていましたのですけれども、どこか奥にありましたよと。一応そうなった時点で、

その番号自体が利用停止になっていますので、その場合については再発行という形

で新しい機能がついて再発行する。ただし、その場合は番号は変わらないです。

もう一点については、全く紛失してしまって、なくしてしまっていると。どこに

行ったかわからないという場合なのですけれども、その場合については、番号が変

わる可能性が、ちょっと私どもももうちょっと勉強したいと思いますけれども、変

わらなければその分については悪用されるおそれがありますので、変わることが想

定されますので、どうぞよろしくお願いします

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 確認です。じゃ、二通りあるということですね。番号が変

わる場合もあるし、全く番号が変わらないで、そのまま再発行する場合があるとい

うふうな感覚でいいんですか。

全く変わらない番号で再発行する場合には、要するに悪用されたり何なりすると

きには、チェックがかかるわけでしょう。かからないんですか。そこらあたりがち

ょっと理解できない。

〇議長（村瀬 広君） 税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） すみません。１点目についてですね。あくまでも本

人が、例えばないよという場合なんですけれども、そのまま新たに個人番号がどこ

かに置き忘れてどこかから出てきましたという場合なんですよ。その場合について

だけは、一たんそのカードについては利用停止するものですから、その番号が使え

ない状態なんです。それを新たにその番号を使うときには、再発行して同じ番号で

やるという形になっていると。

普通の場合、例えば紛失だとか汚損して傷ついて使えないよという場合について

は、当然番号が変わると思います。

ちょっと１点目だけ、すみません。説明し忘れがあったんですけれども。すみま

せん。よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） どなたかはっきり答弁できる方いますか。

暫時休憩いたします。
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休憩 午後 ２時３６分

再開 午後 ２時３７分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

他に質疑ありませんか。

（ 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。１３ページから１５ページです。

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。１６ページから１８ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。

１６款寄附金の質疑を行います。１９ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。

１９款諸収入の質疑を行います。２０ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。２１ページです。

質疑ありませんか。

（ 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、歳入全般について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。

（ あり」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 反対の討論の方いますか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） では、賛成の方の討論。

山崎君



- 45 -

（ ） 、 、○１０番 山崎 仁君 ４月の改選後 いわゆる町長が総決算と位置づけた４期目

６月もそうでありましたけれども、９月に本格的な政策が出てきました。

これをもって、今金町の４年間のかじ取りをしていくんだという施策が何点も出

てきて、目白押し、たくさん新しいのが出てきたわけです。

議案の審議から始まってここの一般会計に至るまで、一言私の印象で言うと、非

常にわきが甘い。条例に関して言うと、以前の条例との整合性をとるための手続が

なっていないような気がする。

それから、条例の中でいうと、細かく説明するのはいいのだけれども、指摘され

たように設備一覧とか、実態にそぐわないかのような説明資料もついてきた。私は

町長４期目で集大成であれば、経験豊富、ベテランであります。職員にもそれなり

の指示を出して、しっかり我々に、我々は基本条例をもって議員の資質を高めなが

ら政策論争をしようということを言っているわけですから、ぜひそれにこたえるよ

うな、まず資料提供をいただきたい。

それについては、先ほど新たに政策事業調書をいただいたわけですから、この事

業調書を私たちは正式な資料としてとらえて、以前の資料については、さっき言っ

た設備一覧等の入ったものについては、これは差し替えするかどうかは理事者側が

考えることでありますけれども、十分その辺を精査をしながら、今後取り組んでい

ただきたい。

そうかといいながらも、意欲は見えるわけですよ。ですから、町長もそうであり

ますが、実働部隊になる職員の皆さんが、今回の条例並びに一般会計のここまでの

部分で、もし肝に銘じるところがあれば、しっかりと取り組んで、政策として町民

の福祉の向上の期待にこたえるようにしていただきたい。

そのことを願いながら、本案には賛成をいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他に賛成討論ありますか。

（ 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１３、議案第９号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、議案第９号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第１４ 議案第１０号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１４、議案第１０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事業勘定補正予算 第２号 について

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１０号 平成２７年度今金町国民健康保険特別会計
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事業勘定補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

、 、 ，今回の補正につきましては 既定の歳入歳出予算の総額に それぞれ３４１万３

０００円を減額し、補正後の額を歳入歳出それぞれ１１億２，６４０万１，０００

円にしようとするものです。

補正の概要について、歳入より申し上げます。１ページです。

３款国庫支出金において７７万７，０００円の減額は、特別調整交付金です。

９款繰入金において２８６万７，０００円の減額は、職員給与等繰入金が主であ

ります。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費において２６３万６，０００円の減額は、人件費が主であります。

８款保健事業費において７７万７，０００円の減額は、特定健診未受診者対策委

託料です。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。

始めに、歳出全般についての質疑を行います。８ページから１２ページです。

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、歳入全般について質疑を行います。３ページから７ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出、歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

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

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 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１０号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

ます。
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◎日程第１５ 議案第１１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１５、議案第１１号を議題といたします。

平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１１号 平成２７年度今金町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１８万９，

０００円を追加し、補正後の額を８，４０４万９，０００円にしようとするもので

あります。

補正の概要について、歳入より申し上げます。１ページです。

１款後期高齢者医療保険料において１８万４，０００円の追加は、滞納繰越分普

通徴収保険料です。

３款繰越金において５，０００円の追加は、前年度繰越金です。

次に、歳出は２ページです。

２款後期高齢者医療広域連合納付金において１８万９，０００円の追加は、後期

高齢者医療広域連合納付金であります。

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、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。３ページから５ページです。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出。歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

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

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１５、議案第１１号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

ます。

◎日程第１６ 議案第１２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１６、議案第１２号を議題といたします。
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平成２７年度今金町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、理事者の説

明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１２号 平成２７年度今金町介護保険特別会計補正

予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正につきましては、保険事業勘定において、既定の歳入歳出予算の総額

に、それぞれ１，１７１万９，０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ

７億９７９万３，０００円にしようとするものです。

サービス事業勘定では、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１０５万７，０

００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ７８８万５，０００円にしようと

するものです。

補正に概要について、保険事業勘定より申し上げます。

歳入は１ページです。

４款国庫支出金において７０万３，０００円の減額は、低所得者保険料軽減負担

金です。

５款支払基金交付金において５６万１，０００円の追加は、地域支援事業支援交

付金過年度分です。

６款道支出金において５０万７，０００円の追加は、介護給付費負担金過年度分

で８５万８，０００円の追加、低所得者保険料軽減負担金で３５万１，０００円の

減額です。

８款繰入金において１，１３５万４，０００円の追加は、一般会計繰入金が主で

あります。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費で８０万４，０００円の減額は、人件費が主であります。

３款基金積立金で１４２万１，０００円の追加は、介護保険基金積立金です。

４款地域支援事業費で９７８万３，０００円の追加は、人件費です。

６款諸支出金で１３１万９，０００円の追加は、国庫負担金等精算返還金です。

サービス事業勘定、歳入は３ページです。

２款繰入金では１０５万７，０００円の追加は、一般会計繰入金です。

歳出は、４ページです。

１款サービス事業費で１０５万７，０００円の追加は、人件費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑は、始めに保険事業勘定歳出、歳入全般について行います。５ページから１

８ページです。

質疑ありませんか。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出、歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

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

次に、サービス事業勘定歳出、歳入全般について行います。１９ページから２０

ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出、歳入全般について、質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出、歳入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１２号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

ます。

◎日程第１７ 議案第１３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１７、議案第１３号を議題といたします。

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２号）について、理

事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１３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２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、収益的収支において、既定の収入、支出予算の総額に、それぞれ

１，７５３万８，０００円を減額し、補正後の額を収入、支出それぞれ３億５，１

６９万６，０００円にしようとするものです。

業務予定量についての変更はありません。

また、資本的収支についての補正はありません。

補正の概要について申し上げます。

収入、１款第１項施設運営事業収益で１，７５３万８，０００円の減額は、一般

会計補助金の減額です。

支出、１款第１項施設運営事業費で１，７５３万８，０００円の減額は、給与費
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の減額が主であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

、 。 。質疑は 収益的収入及び支出全般について行います １ページから３ページです

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

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

す。

収益的収入及び支出全般について、質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、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１７、議案第１３号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

ます。

◎日程第１８ 議案第１４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１８、議案第１４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２号 について

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１４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２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、収益的収支において、既定の収入、支出予算の総額に、それぞれ

９７２万８，０００円を減額し、補正後の額を収入、支出それぞれ７億５，８１０

万円にしようとするものです。

入院及び外来の業務予定量は、入院について、年間患者数を７，３００人に、１

日平均患者数を２０人にそれぞれ改めるものであります。

資本的収支の補正については、支出を４６万５，０００円追加し、補正後の額を

３，７０５万８，０００円に改めるものです。

補正の概要について、収益的収支より申し上げます。１ページです。
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収入、１款第１項医業収益で２，６１７万円の減額は、入院収益であり、第２項

， ， 、 。医業外収益で１ ６４４万２ ０００円の追加は 一般会計負担金が主であります

３ページです。支出、１款第１項医業費用で９７２万８，０００円の減額は、人

件費の補正及び経費における委託料の追加が主であります。

次に６ページ、資本的収支では、収入、１款資本的支出で４６万５，０００円の

追加は、医療用器械器具購入費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑は、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について行います。１ペ

ージから６ページです。

質疑ありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） ５ページの病院の経営改善計画策定、これ委託をしながら策

定しようとしているんですが、先日全員協議会に初めて院長が出席して、これに対

する考え方を聞かされました。

しかしながら、抱えている問題は本当に大きい問題もあるわけでございまして、

一つには、これをやるに当たって、病院には運営委員会というものが存在しますよ

ね。その辺の関わりと、病院内でどれだけ問題点を話し合って改善しようとしてい

るのか。その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） お答えをいたします。

まず、国保運営協議会の関わりでございますけれども、当然、改革プランにおき

ましては、住民の意見というものが反映されてまいります。その中では、国保病院

の運営委員会の意見を十分お聞かせいただきながら、まとめていくという形になろ

うかと思います。

また、病院での問題への取り組みということでありますけれども、院内の管理職

会議については、それぞれ問題提起をしながらということでありますが、先日全員

協議会に院長が出席して、改善プランの方向性をお話しをされましたけれども、当

然、実は昨日ですけれども、院内の管理職会議を開催いたしました。

その中でも、病院のこれからの抱えている問題について、院長の方から報告をし

ながら、それに向かって、この改革プランというのは、まだ計画が２８年度中に作

、 、成するということでございますので これはその支援に対する委託でございまして

当然病院の職員の意識改革もこの中に入っていかなければならないというふうに考

えております。そういうことでは、これから病院の方では接遇研修等々を行いなが

ら、これは一度で改革できるものではないというふうに考えておりますけれども、

年数をかけながらでも、少しでも皆様が受診できるような体制をつくっていきたい
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というふうに考えております。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 国保病院には、私も個人的に定期的にお世話になっているも

のですから、行ってやはり気になるのは、派遣看護師の態度、ちょっと問題がある

なという感じがしますよね。やはりその辺も、どうしても派遣ということで、あい

さつだとかそういう部分での指導というのはしづらい部分というのはあると思うん

だけれども、先日聞かされると、非常に高額な給与を払っているわけでして、その

ことが人件費を圧迫しているという理由にもなっていると思うので、やはり一番簡

単なお金のかからないサービス、やはりこれは患者さんと会ったときに、あるいは

高齢者が多いんですよ、国保病院は。そういう中で、やはり高齢者の人たちに対す

る態度、言葉遣い、そういう部分から改善していくと大分違うのではないかなとい

うふうに思うんですよね。

長年いる現場の看護師からも直接聞いたのですけれども、やはり問題なのは、派

遣されている人たちというのはお互いの横の連携がなかなかとりづらいという不満

を持っています。その辺についての改善策というのがありましたら、ちょっとお聞

かせいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） いつもご利用していただいているということで、

ありがとうございます。

外来においては、派遣看護師の配置はしておりません。入院病棟の方だけであり

まして、外来はすべて、現在以前からいる看護師で対応している。若干臨時の方は

おりますけれども、確かに半年で終わる、あるいは１年で終わるということであり

まして、さまざまな意思の疎通はできない部分があろうかと思います。

、 、常勤ということで 一生懸命看護師の方を確保する努力はしておりますけれども

いまの中では、先日１名常勤でというお話がありましたけれども、まだ採用は決定

しておりません。なるべく早目に常勤を増やしながらも、高額である派遣看護師の

部分を減らしていくという計画でおりますが、すべてを減らすということには、看

護師の配置基準がございましてなかなかできないというところであります。

いずれにいたしましても、職員の意識が変わらなければ、改善、改革ができない

というふうに考えておりますので、その辺のところを十分留意しながら進めてまい

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） 他にありませんか。

加藤君。

○３番（加藤三明君） 私、議員生活をやりまして１２年間たちますけれども、初め

てこの間、院長が議員協議会の方に出席していただきまして、非常に前向きに取り

組むというようなお話は聞きました。

今回の予算を見ましても、どうしてもやむを得ないのでしょうけれども、予算が
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行かなければ補正を組めばいいというような取り組み方が多いようでございます。

たしか、補正を組む前に、どうしたら春の予定に達するかというような、そういう

ようなことをやっているのかやっていないのか、まずお聞きしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 病院の利用率、あるいは入院の稼働率ということ

でありますけれども、入院につきましては、私が７月に行ったわけでありますけれ

ども、管内、道南の病院の状況を確認しますと、なぜか理由がわかりませんけれど

も、入院患者が減っているというのは、道南レベルではそういう状況になっている

ということでありました。

確かに、入院していただくというのは結構なことでございますけれども、実は道

南はドクターヘリを２月から行っております。また、うちの病院はどうしても急性

期病院ではございませんので、それだけの設備がございません。そういう中では、

救急車の搬送あるいはドクターヘリの搬送で、より早く大きな病院で治療していた

だく、専門的な治療をしていただくということでは、昨年ですけれども、５７件救

急車で運ばれております。そのほかにも、それぞれ運ばれているようでありますけ

れども、そういう形の中では、急性期病院という扱いよりも、ここの病院に滞在し

ていただく時間を少なくしながら、３次医療圏の方へ搬送するということで進めて

いるように見受けられます。

、 、 、また 患者さんが多く来られ 外来の方ですけれども来られるという形の中では

、 、 、いろいろ手すり等の配置だとか できること 加藤議員がおっしゃいましたように

お金のかからない接遇、これも非常に重要であります。町長の方が就任してから、

ずっとそういう形の中では、接遇、あいさつを大事にということでしておりますの

で、これからもそのことについては十分意を体しまして頑張っていきたいなという

ふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 加藤君。

○３番（加藤三明君） 職員の皆さんについては、病院は非常にご苦労されていると

いうのは、私なりにわかっております。ですけれども、町民をはじめいろいろと工

夫して努力はしているのでしょうけれども、町民の患者の皆さんから言えば不満が

多いようでございます。

せめて、予算的に目的が達成できないのであれば、せめて診察段階でやはりよく

丁寧に患者さんのお話を聞いて、金のかからない言葉のケアというのがあるのでは

ないかなと、前にも私が話しましたけれども、そういうような方法があるのではな

いかなというふうに思うんです。

せめてそういうようなことで、これなら仕方がない、同じ赤字でもやむを得ない

という、町民の患者さんが納得するような病院にしていただければいいかなという

ふうに、私なりには思っています。

それはそれなりに、相当今回は、先ほども言いましたように、院長がみずから議

員協議会に出席して、あれほど話すということは相当な決心で来たのではないかな
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という、努力は私なりにわかっておりますけれども、あくまでも結果ということに

なりますので、せめていま言いましたように、患者の皆さんが納得いくような診察

方法に、努力はしていると思いますけれども、なお一層努力してもらえないかなと

いうのは私の思いでございますけれども、その辺、事務長の立場では大変だろうと

は思いますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

（ ） 、 、○国保病院事務長 柏田泰明君 赤字ということでは そのとおりでございまして

しかしながら、職員教育をしていくということに尽きるわけですけれども、基本的

に黒字を目指すという位置づけには、国保病院はなかなかなりづらいのかなという

ふうに考えております。

それというのも、医師の確保、これは老人保健施設を抱えていまして、その部分

では１人の医師ではどうにもできないと。それと看護の配置基準がございまして、

消防等と同じでありまして、何床のベッド、何対１を選択することによって、何人

の看護師が必要だということでは、当然使っていかなければならないということで

あります。

ただし、何でも赤字を補正してもらおうなどということは一切思っておりません

ので、少しでも自主財源の一般会計の繰り入れ分の金額をいかに圧縮できるか。そ

れにいまは何とか努力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

お願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 病院の賠償責任保険料の追加であるわけですけれども、昨

年の医療事故の経過後、大体１年たつわけですけれども、その後の状況を、知り得

る範囲でご報告願いたいと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

（ ） 、 、○国保病院事務長 柏田泰明君 昨年 あの事故があったわけでありますけれども

その件に関しまして、９月１４日、担当の弁護士の方と協議をいたしました。弁護

士の方からは、示談を急いでいるというふうな思い込みがされると非常に好ましく

ないということの中で、１０月１５日が事故日でありますので、それ以降に向こう

の相手方との交渉をしていくというお返事をいただいているということだけです。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 法廷での部分でしょうから、それは経過の状況で、いまの

、 、 、現時点で 被害者の方は後遺症とか そういう部分が出ているのか出ていないのか

そういう部分はいかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 国保病院事務長、柏田君。

○国保病院事務長（柏田泰明君） 大変申しわけございません。被害の方の報告は一

切受けておりません。また、弁護士の方にも、相手側からの問い合わせは一切ない

ということでありました。
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当然病院の方にも、弁護士同士でいま協議をしているところでありますので、病

院の方にも来ていないという状況であります。それ以外の情報は何も得ておりませ

んので、ご理解のほどよろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 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、質疑漏れございません

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） 討論を打ち切り、日程第１８、議案第１４号について採決を

行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

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

ます。

◎日程第１９ 議案第１５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１９、議案第１５号を議題といたします。

平成２７年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、理事者

の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１５号 平成２７年度今金町簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。

、 、 ，今回の補正予算につきましては 既定の歳入歳出予算の総額に それぞれ２万８

０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，４１４万９，０００円

にしようとするものです。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。

１款使用料及び手数料で２万８，０００円の追加は、滞納繰越分です。

続いて、歳出は２ページです。

１款総務費で２２１万７，０００円の追加は、人件費です。

２款維持費で２１８万９，０００円の減額は、修繕料です。

以上、概要を申し上げました。

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

これより質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。３ページから６ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出、歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

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

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第１９、議案第１５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１５号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第２０ 議案第１６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２０、議案第１６号を議題といたします。

平成２７年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１６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２号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ８万

２，０００円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６９３万８，０００円

にしようとするものです。

補正の主なものについて、歳入から。１ページです。

４款繰入金８万２，０００円の減額は、一般会計繰入金です。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費８万２，０００円の減額は、人件費です。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより質疑を行います。

質疑は、歳出、歳入全般について行います。３ページから４ページです。

質疑ありませんか。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出、歳入全般についての質疑を終わります。

歳出、歳入全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

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

質疑を打ち切り、討論を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２０、議案第１６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１６号は原案のとおり可決いたし

ます。

ここの時計で３時半まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１６分

再開 午後 ３時３０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

◎日程第２１ 認定第１号～日程第２８ 認定第８号（一括審議）

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。

日程第２１、認定第１号 平成２６年度今金町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第２２、認定第２号 平成２６年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定

歳入歳出決算認定について、日程第２３、認定第３号 平成２６年度今金町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２４、認定第４号 平成２６

年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２５、認定第５号

平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について、日程

第２６、認定第６号 平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出

決算認定について、日程第２７、認定第７号 平成２６年度今金町簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第２８、認定第８号 平成２６年度今金町

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、以上８件につきましては、一

括議題とし審議いたしたいのでありますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

したがって、一括議題として審議することに決定いたしました。

本案は、議会選出の監査委員を除き審議いたしたいのでありますが、ご異議ござ

いませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、徳田議員については退席をお願いいたし

ます。

（徳田議員退席）

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） よろしくお願いをいたします。

説明の前に、おわびを申し上げます。

平成２６年度今金町一般会計決算説明書において、財源内訳の概要の数値に誤り

、 。 、があり 正誤表にて訂正をさせていただきましたことをおわび申し上げます 今後

点検、確認等に万全を期してまいる所存でありますのでよろしくお願いをいたしま

す。

それでは、説明をいたします。

認定第１号 平成２６年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第２

号 平成２６年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定につい

て、認定第３号 平成２６年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定第４号 平成２６年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、認定第５号 平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認

定について、認定第６号 平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入

歳出決算認定について、認定第７号 平成２６年度今金町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について、認定第８号 平成２６年度今金町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について、以上８会計の歳入歳出決算認定について提案理由を

申し上げます。

平成２６年度今金町一般会計並びに各特別会計につきましては、それぞれの法定

期間内で決算を了し、監査委員の審査をいただいたところであります。

審査結果につきましては、９月７日に意見を付して、審査報告書をいただきまし

たので、地方自治法並びに地方公営企業法の規定に基づき提案をいたします。

ご審議いただき認定賜りますよう、よろしくお願いをいたします。

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明が終わりました。

理事者の概要説明を求めます。

なお、説明に当たっては、事前に平成２６年度決算状況の概要の配付があります

ので、総括的な説明としてください。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） それでは、平成２６年度の状況を認定第１号から順次概要

を申し上げます。

平成２６年度決算状況の概要をごらんください。１ページです。

前段の国内情勢については、省略をいたします。中段からであります。

本町の財政状況を見ると、健全化判断比率等の財政指標においては健全性が保た
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れていますが、歳入面では地方経済の持ち直しが一部見られるとされながらも、町

税収入の大幅な増額は見込めない状況にあり、他の財源確保に努めなければなりま

せんが、将来世代への負担の先送りとなる町債発行に依存することは避けなければ

なりません。

同様に歳出面においては、物件費・維持補修費・扶助費・補助費等といった経費

が増加傾向の状況にあるため、依然として厳しい町財政の状況を認識の上、財政健

全化推進プログラムに基づく計画的な行財政運営と、より一層の事務事業の厳選に

より健全な財政運営に努めなければなりません。一方で、地域産業の充実、少子高

齢化対策、教育文化の振興等を重要施策として、町民生活向上のための政策を着実

に進めるとともに、より透明性の高い町政運営を図ることを旨として、予算執行を

した次第であります。

以下、各会計の概要を申し上げます。

始めに、一般会計より申し上げます。２ページ前段です。

平成２６年度の当初予算規模は、当初予算に補正予算９，３０３万２，０００円

を追加し、最終予算額は５３億７，１３０万８，０００円、前年度対比３．４％の

減となりました。これにより、平成２６年度一般会計の決算額は、歳入総額で５３

億３，３６２万５，２９９円で、前年度対比３．２％の減、歳出総額は５２億６，

５４２万５，５５９円で、前年度対比４．１％の減となりました。

歳入歳出差引総額は６，８１９万９，７４０円となり、繰越明許費の繰越分３，

， 、 ， ，９８７万１ ０００円 財政調整基金への積み立て１ ５００万円を差し引いた１

， 、 。３３２万８ ７４０円を平成２７年度へ繰り越し 決算を終了した次第であります

途中の詳細は省略させていただきます。８ページ下の３行目です。

なお、地方財政は依然として厳しい状況が続いており、今後もますます厳しい状

況が続くことが予想されますが、財政健全化のために、徹底した経費の節減、合理

化を図りつつ、限られた財源を有効に活用し、質の高い行政サービスを行うため、

一層の努力をする所存です。

次に、特別会計について申し上げます。

国民健康保険特別会計事業勘定につきましては９ページです。

歳入決算額は９億６，７２９万６，１２９円で、収入未済額は５，１１６万７，

９５５円で、徴収率は８２．０％、前年度に比べ０．２ポイントの減となっており

ます。

１０ページです。歳出決算額は９億６，４２２万６，６８７円で１１０万５，３

１３円の執行残となりました。これにより、歳入歳出差引残額は３０６万９，４４

２円となり１６６万９，４４２円を財政調整基金へ積み立て、残額１４０万円を翌

年度へ繰り越しいたしました。

少子高齢化の進展や経済の低迷等に伴う低所得者の増加、慢性疾患を中心とした

疾病構造の変化や医療技術の高度化、専門家に伴い、医療費は依然として高い水準

で推移している状況にあります。今後においても、医療費の低減・適正化のための
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取り組みを計画的・積極的に推進する所存であります。

後期高齢者医療特別会計については１１ページです。

歳入決算額は８，１７５万４，６７０円で、歳出決算額は８，１３９万９，７０

９円で３，２９１円の執行残となりました。

これにより、歳入歳出差引残額は３５万４，９６１円となり、全額を翌年度へ繰

り越しいたしました。

今後においても、当該制度の円滑な運営が図れるよう住民への制度趣旨の周知を

引き続き行うとともに、高齢者が安心して生活できるよう努める所存であります。

介護保険特別会計につきましては１２ページから１３ページです。

保険事業勘定より申し上げます。

歳入決算額は７億２７３万２，５２４円で、歳出決算額は７億１７６万１５０円

で８５万２，８５０円の執行残を生じました。

これにより、歳入歳出差引額は９７万２，３７４円となり、介護保険基金への積

み立て１８万９，５１０円を差し引いた７８万２，８６４円を翌年度へ繰り越しい

たしました。

次に、サービス事業勘定であります。１３ページから１４ページです。

歳入決算額は５４４万１，６４２円で、歳出決算額は５１５万５，６６０円で６

万８，３４０円の執行残となりました。

これにより、歳入歳出差引額は２８万５，９８２円となり、全額を翌年度へ繰り

越しいたしました。

今年度は、第５期介護保険事業計画（平成２４年から２６年度）の最終年度とな

り、第５期計画において掲げた理念・基本方針を踏襲しつつ、計画の進展を踏まえ

て内容構成を再編した第６期計画（平成２７年から２９年度）を２月に策定したと

ころであります。計画テーマである「住み慣れた自分の地域で元気に暮らし続ける

ことができるまちづくり」を目指し 「地域で支え合うための体制づくり 「元気で、 」

いきいきと暮らすための体制づくり 「住み慣れた地域で安心して住み続けるため」

の体制づくり」の基本方針の達成に向け、着実に施策を推進し、高齢者保健福祉の

増進に努める所存です。

介護老人保健施設特別会計につきましては１５ページから１６ページです。

収益的収入の決算額は３億７，６２７万６，０３４円で、収益的支出の決算額は

３億７，６２０万３，７２９円となっております。

資本的支出の決算額は２，２９３万３，４６２円であり、これにより、当該年度

， 、 ， ，純利益は７万２ ３０５円となり 前年度からの繰越利益剰余金が２ １７８万４

８６０円ありましたので、当年度末利益剰余金は２，１８５万７，１６５円となり

ました。

介護老人保健施設は、高齢化の進展とともに地域の中核施設としての役割も大き

く、今後も在宅復帰支援機能の充実を図るため、関係機関との連携強化を推進し、

サービスの質を高め、効率的かつ適切なサービスに努める所存であります。
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国民健康保険特別会計施設勘定につきましては１７ページから１８ページです。

収益的収支につきましては、病院事業収支の決算額は７億７，４３９万４，６７

、 ， ， 。５円で 病院事業費用の決算額は７億７ ３５０万５ ３９６円となっております

資本的収支の決算額は、収入が２３４万円で、支出の決算額は３，２５３万４，

３８８円となっております。

１８ページです。これにより、当年度純利益は８８万９，２７９円となり、前年

度繰越欠損金が９，１４０万４，９５０円ありましたので、当年度末未処理欠損金

は９，０５１万５，６７２円となりました。

自治体病院における医師、看護師不足など、地域医療を取り巻く環境は、以前に

も増して厳しい状況が続いておりますが、経営の効率化等のために、関係医療機関

等との連携を図るとともに、地域住民との共同連携を図りながら、町民が安心して

医療を受けられる病院づくりに努める所存であります。

簡易水道事業特別会計につきましては１９ページから２０ページです。

歳入決算額は１億２，９３３万５，５８８円で、歳出決算額は１億２，５２２万

３，０１４円となり１０９万８，９８６円の執行残が生じました。

これにより、歳入歳出差引額は４１１万２，５７４円となり４００万円を財政調

整基金へ積み立て、残額１１万２，５７４円を翌年度へ繰り越しをいたました。

なお、今後も良質な飲料水の安定供給のため、施設の維持管理に留意するととも

に、経営の健全化のための一層の努力を傾注いたします。

公共下水道事業特別会計につきましては２１ページから２２ページです。

歳入決算額は２億１，７９３万８，６６８円で、歳出決算額は２億１，７３２万

９，３９５円で３２万８，６０５円の執行残となりました。

これにより、歳入歳出差引額は６０万９，２７３円となり、全額を翌年度へ繰り

越しました。

今後も適切な維持管理に努めることはもとより、引き続き積極的な広報活動を展

開し、経営の健全化に向けた取り組みを強化してまいる所存です。

以上、平成２６年度各会計の概要を説明申し上げましたが、厳しい財政事情の中

で各施策を推進できましたことは、議会をはじめ町民各位のご協力のたまものと深

く敬意と感謝を申し上げる次第であります。

本年度の決算説明書の調整に当たりましては、昨年度と同様に投資的事業の概要

のほか、建物等の維持管理費、事務経費など用途別に決算を精査いたしました。

監査委員からの指摘・指導をいただいた諸点を十分に認識するとともに。次年度

以降の執行に万全を期することをお誓いし、平成２６年度決算審査に当たり、内容

審査の上、速やかなる認定をお願い申し上げて説明にかえさせていただきます。

どうぞよろしくお願いをいたします。

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明が終わりました。

次に、監査委員の報告を求めます。

代表監査委員、天井君。
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○代表監査委員（天井幸雄君） 平成２６年度各会計決算審査の結果をご報告申し上

げます。

審査は平成２７年８月１７日より同年８月２５日までの延べ４日間にわたり、地

方自治法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項の規定により、町長

より提出された、平成２６年度各会計歳入歳出決算書及び証書類について審査を実

施いたしました。

審査結果については、平成２６年度の一般会計をはじめ各特別会計の決算は、い

ずれも法定期限内に出納閉鎖がなされており、正当なものと認める。

各会計の決算計数については、歳入歳出関係諸帳簿及び証書を照合した結果、い

ずれも符合しており、誤りのないことを確認した。

なお、各会計決算の概要については、決算審査報告書が事前に配付されておりま

すので説明は省略いたしますが、総評について申し上げます。

報告書の１７ページをお開きいただきたいと思います。

総評の前段につきましては、先ほどの概況の説明もありましたので、記載のとお

りということでお読みをいただきたいと思います。

後段について、決算審査を行った結果、気づいた点及び今後検討を要するものと

思われるもの等について、監査委員として申し述べます。

１点目は、旅費の見直し並びに通勤手当について。

円安基調の継続や消費税の免税制度拡充に加え、訪日ビザ要件の規制緩和による

東南アジアからの訪日客増加により、日本国内主要都市の観光人気は高く、札幌市

においても平成２６年度の外国人宿泊数は過去最多となり、前年度と比較すると３

４．２％も増加している。

このため、市内ホテル等の宿泊予約が取りづらい状況が続いており、ホテルオン

、 、 ，ライン予約サイトの調査結果によると 札幌市の平均宿泊料金は ２０１３年の９

９０２円と比較して、２０１４年では１万１，２４９円、１４％上昇しており、こ

の傾向は今年度も続いている。以上のことから、地域経済の実情に即した旅費全般

の見直しを望むものである。

また、通勤手当の支給状況について、管内他町の支給状況を調査した結果、臨時

、 。職員等に対しては 本町を除くすべての町で職員に準じた通勤手当を支給している

職員間の平等性の確保や臨時職員等の待遇改善を図るため、職員に準じ通勤手当を

支給されるよう要望する。

２点目の財産処分についてであります。

クアプラザピリカに配備していた平成８年登録のショベルローダー１台を、指名

競争入札により落札業者に売却した。

通常は、購入価格の１割が残存価格となり、予定価格とすべきであるが、今回の

、 。財産処分については 評価額から修繕見積額を差し引いて予定価格を設定していた

また、修繕見積書を徴した業者が指名業者として参加していることなど、透明性に

欠けると思われるので、町民から批判を受けることのないような予定価格の設定と
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財産処分手続を望むものである。

なお、今回提出された財産台帳の処分欄に内容が記されていないことから、適切

な台帳整備をされるよう要望する。

３点目であります。ご当地グルメ推進事業についてであります。

平成２４年３月に、新ご当地グルメ「今金男爵ポテサラごはん」の商品開発及び

、 、 、商品提供により 本町への誘客 滞在時間向上により地域経済活性化を図る目的で

今金男爵ポテサラ推進協議会が設立され、情報月刊誌への掲載や各種イベントにも

出店してＰＲ活動を行っている。

、 、 、本事業には 平成２４年度３００万円 平成２６年度１００万円の補助を受けて

新ご当地グルメグランプリ北海道ｉｎ美瑛に出店し、ＳＴＶテレビ「たびばん」の

密着取材を受けたが、初出場の「今金男爵ポテサラごはん」は、提供数５２５食で

全体の３．２％の販売でありました。そのほか、函館グルメサーカス、代々木北海

道フェアにも出店し、新開発した今金和牛弁当、今金男爵を使ったライトメニュー

などの販売を行っている。

現在 「今金男爵ポテサラごはん」については、町内５店舗すべてが提供を休止、

する残念な状況にある。協議会の設立趣旨を踏まえて、今後の活動について町及び

関係者、さらには消費者である町民の幅広い貴重な意見・評価等も含めて検討・協

議することを望むものである。

以上申し述べまして、決算審査報告といたします。

〇議長（村瀬 広君） 理事者の説明及び監査委員の報告が終わりました。

これより、平成２６年度今金町一般会計歳入歳出決算の質疑を行います。

、 、 、質疑に当たっては 会議規則第５４条の規定に基づき 発言は簡単かつ明瞭とし

議題外にわたらないようあらかじめお願いをしておきます。

なお、決算書・決算説明書は事前に配付されておりますので、直ちに審議に入り

ます。

質疑は、歳入より款ごとに行います。

１款町税の質疑を行います。１２ページから１５ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 町税の質疑を終わります。

２款地方譲与税の質疑を行います。１４ページから１５ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 地方譲与税の質疑を終わります。

３款利子割交付金の質疑を行います。１４ページから１７ページです。

質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 利子割交付金の質疑を終わります。
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４款配当割交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 配当割交付金の質疑を終わります。

。 。５款株式等譲渡所得割交付金の質疑を行います １６ページから１７ページです

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 株式等譲渡所得割交付金の質疑を終わります。

６款地方消費税交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 地方消費税交付金の質疑を終わります。

７款自動車取得税交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 自動車取得税交付金の質疑を終わります。

８款地方特例交付金の質疑を行います。１８ページから１９ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 地方特例交付金の質疑を終わります。

９款地方交付税の質疑を行います。１８ページから１９ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 地方交付税の質疑を終わります。

１０款交通安全対策特別交付金の質疑を行います。１８ページから１９ページで

す。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 交通安全対策交付金の質疑を終わります。

１１款分担金及び負担金の質疑を行います。１８ページから２１ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。２０ページから２５ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。２４ページから２７ページです。
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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。２６ページから３３ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。３２ページから３３ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 監査委員からの総評の中にもありました。財産の処分につ

いて、具体的にどのようなことがあったのか、またなかったのか。

それから、財産台帳の処分欄に内容が記されていないということは、どういうこ

とを意味するのか。

〇議長（村瀬 広君） 代表監査委員、天井君。

○代表監査委員（天井幸雄君） まず、財産の処分についてであります。

内容は、予定価格の設定から売却の処分の指名競争入札の結果につきましては、

のちほど局長の方からご報告を申し上げます。

なお、財産台帳に未記載というのは、財産の台帳があるわけで、その処分をした

場合、処分欄という欄がありまして、それが記載をされていなかったということで

は、おおむね１年近くたった中で記載がなかったという指摘でございます。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） いま資料を取りにいっていますので、ちょっとお待ちくださ

い。

監査委員書記長、成田君。

○監査委員書記長（成田光康君） ただいまの経過について、ご説明いたします。

町有財産として、ショベルローダーの売却に係る経過につきましては、町で所有

してクアプラザピリカに貸与していたショベルローダー１台を売却しました。

２６年１０月１４日開催の物品の入札選考委員会で、指名届けが出ている町内５

社のうちから４社が選出されまして、１０月３０日に執行した入札により町内業者

が落札しております。

この予定価格の算出において、監査委員から今回指摘がございました。内容につ

、 。いて透明性に欠けるといった指摘がございましたので 説明とさせていただきます

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 予定価格の設定については、いろいろ考え方があろうかと

思います。そのことについては、監査委員の指摘のとおりだろうというふうに思う

んですけれども、さらに深刻だと思うのは、財産台帳の処分の履歴がないという。

似たような話を、何年か前に私はした記憶があるんです。これもクアプラザピリカ

で、タイヤショベルを処分したという、そういう記憶があるわけですよ。
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これと、私が前に話をしたのと違う案件であれば、やっぱり管理はしっかりして

おいてもらわなければ。いまこの物が処分がしていないということになれば、これ

いつまでも残るわけですよ。当然基本中の基本だと思うんです。その辺のところを

しっかりや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、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） このたび、財産管理台帳の不備ということにつきま

しては、単純な記載漏れということでありますが、以前にも監査委員の方からも、

台帳の整備についてはご指摘をいただいた部分もありますので、その辺につきまし

ては、今後一層留意をしてまいりたいというふうに思っております。

それから、このたびの財産の売り払いにつきましては、あくまでもこれは町が所

有しているショベルローダーを町が売却をしたということでありますので、以前に

あったというような経過とは全く違う案件だということでご理解をお願いしたいと

思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 今回の出ている監査委員からの指摘というのは、クアプラ

ザピリカであれした案件じゃないわけでしょう。財産売り払いのときのショベルロ

ーダーの売却が、たしか私聞いたのでは３８万とかという数字だったというふうに

記憶しているわけですけれども、その案件についての監査委員からの指摘という形

でとらえてよろしいわけですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） これは、昨年の平成２６年の１０月３０日に執行し

た入札にかかわるものでありまして、いまおっしゃいました３８万円ということで

すが、これは税込で３８万８，８００円ということでありますが、多分同様の案件

かというふうに存じます。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） これは私が質問した部分の金額と同額ですから、そうだろ

というふうに認識するわけです。

、 。これはよく監査委員がこれだけ指摘してくれたなというふうに 私は評価します

ましてや、いま同僚議員が指摘した適切な台帳整理をされていないという、これは

基本的な基本を欠いているというふうに。これは前任の監査委員からも、帳簿をき

ちっと台帳をつくるようにという、これはずっと継続しているわけです。今回この

部分でもこうやって出てくるということは、非常に私は重く受けとめなければなら

ないのではないかなというふうに思うわけですけれども。それを監査委員からこう

やって帳簿をつけるようにということを言われて、そうやってつけてきていたと。

そして、この部分については出ていないというのは、何かの意図的なことがあるん

ですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） お答えをしたいと思います。

意図的なものはありませんが、ご指摘を受けたときに、すぐに課内会議を開きま

した。それで、前にも指摘されたような不備があるわけですから、基本的な、いま

町有財産の売却に係る取り扱いの方針をきちっと立てようということで、まず方針

を立てました。

それから、これは前にも指摘された事項でありますので、重く受けとめるという

ことで、私の方からも財政担当を呼びまして、適正にやっていこうということで確

認をしております。

総務をつかさどっているトップは私でありますので、私からも陳謝を申し上げた

いと思いますし、今後こういったことのないように取り扱っていきたいというふう

に思っております。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。

１６款寄附金の質疑を行います。３２ページから３３ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。３２ページから３５ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。３４ページから３７ページです。

質疑ございませんか。

（ 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。３６ページから３９ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。３８ページから４１ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。

次に、歳出の質疑を款ごとに行います。

１款議会費の質疑を行います。４２ページから４３ページです。

質疑ありませんか。
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（ 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。４２ページから６５ページです。

質疑ございませんか。

（ 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。６４ページから７７ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 民生費の質疑を終わります。

４款衛生費の質疑を行います。７６ページから８５ページです。

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。８４ページから８５ページです。

質疑ございませんか。

（ 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。８４ページから９５ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。９４ページから９７ページです。

向井君。

○４番（向井孝一君） 説明書の方でご質問したいと思います。

、 、６８ページ 昨年マックアースさんの方にクアプラザピリカの管理をお任せして

約１年経過したわけですよね。そんな中で、昨年１年で１億８，０００万円ほどこ

れに関する投入をしているわけですが、今回、クアプラザの収支については、議会

にその報告の義務というのはあるのかないのか。

今回出てきていませんけれども、１０月１日からということで１カ月くらいの余

裕はあるんですけれども、おおよその見当で、マイナス、プラス、多分マイナスの

数字だろうと思うんですが、予想される数字、わかる範囲でちょっとお知らせいた

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、寺崎君。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 地方自治法の決まりによりまして、第三セク

ターの場合は、収支報告の義務がございましたが、それは９月末で終了しています

ので、１０月１日からは全くのマックアースの営業によるということで、こちらに

対する報告の義務はございません。
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ただ、私が押さえている範囲での１０月以降の営業状況ですが、これは３月３１

日まで、あるいは現在までの実績の方がよろしいでしょうか。

それでは、直近で申しますと、昨年の１０月１日から本年の７月３１日までの来

場人員ですが３万８，４１９人となっております。

営業収入が５，１７０万２，０００円となっております。

前年対比でいきますと、前年度の１０月１日から７月までの入込数が３万７，８

４０人でございましたので、今期の営業に関しては１０１．５％の前年対比となっ

ておりまして、来場人員としては前年度を上回っております。

、 ． 、 ．ただ 営業収入が前年対比でいきますと９３ ７％ということですので 大体６

３％の減ということで、収入については昨年度を下回っているという現状でござい

ます。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 課長、私が聞きたいのは、入込数じゃなくて、実際のマイナ

ス部分というもの、赤字部分というのは幾らですかということなんです。おおよそ

でも結構ですけれども。把握している範囲で。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） いま、資料的にはっきりしないようですので。実は、あし

たマックアースの社長さんと、これまでの報告を受けることになっております。

うちの方にはこれから正式なものが出てきますので、議会の方にも情報提供をき

ちっとしたいというふうに思っています。

あわせて、明日来られるのは会社の経営状況の中間報告、それから、これからの

シーズンに向かうマックアースとしての考え方、それと教育委員会の方と教育提携

を結んで、教育的な利用の拡大も図っていこうということで。

失礼しました。北海道の社長です。リゾート北海道の社長さんと、明日会うこと

、 、になっておりますので その中の顛末であるとか数値的なものがはっきりましたら

情報提供をしたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） やはり第三セクターにお任せをして、収支報告の義務はない

といいながらも、一般会計から繰り入れをするわけですよね、指定管理として。や

、 、 、はりこの財源というものは 貴重な税金ですので やはりマイナスが生じた場合に

。 、 。 、その処理をどうするのかと 会社では持ちませんよね 多分 そのことなんですよ

問題なのは。これがやはり無尽蔵に町の補正の中で１，０００万円以上のものが出

てきましたけれども、これが何回かに分けて出てくるんですよ。やはりそのことを

私は大変心配しているわけで、多分、集客数もふえているとは言いながらも、経営

自体は大変な状況だというふうには思うんですよ。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） いまご心配をされた部分で、多分収支の取れないときに、

指定管理料をまた上げていくというようなことがあるのかということだと思うんで
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すが、基本的には、もう指定管理料は上げないという方針でやっていますので、こ

この数字が変わるということはありません。

ですから、マックアースリゾート北海道とすると、いろんな経営努力をしてもら

うというのが大前提であります。

ただし、施設に伴うものについては、これはルールとしてうちの方が環境整備だ

とかいろんなものについては、修繕をしたりということを支出をするというふうに

なっておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（ 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。９６ページから１０５ページです。

質疑ありませんか。

（ 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。１０４ページから１０７ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 消防費の質疑を終わります。

１０款教育費の質疑を行います。１０６ページから１２１ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 教育費の質疑を終わります。

１１款公債費の質疑を行います。１２０ページから１２１ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。

１２款予備費の質疑を行います。１２０ページから１２３ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 予備費の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第１号についての質疑漏れを終わります。

次に、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の質疑を

行います。

、 。 。質疑は 始めに歳入全般について行います １４５ページから１５６ページです

質疑ございませんか。
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（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

次に、歳出全般について質疑を行います。１５７ページから１７２ページです。

質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第２号についての質疑を終わります。

次に、平成２６年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の質疑を行いま

す。

、 。 。質疑は 始めに歳入全般について行います １８０ページから１８３ページです

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

、 。 。次に 歳出全般についての質疑を行います １８４ページから１８７ページです

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第３号についての質疑を終わります。

次に、平成２６年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算の質疑を行います。

始めに、保健事業勘定について行います。

質疑は、歳入全般について行います。１９５ページから２０４ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

次に、歳出全般について行います。２０５ページから２１８ページです。

質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

次に、サービス事業勘定について行います。

質疑は、歳入全般について行います。２２６ページから２２９ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

、 。 。次に 歳出全般についての質疑を行います ２３０ページから２３１ページです
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質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計の保険事業勘定及びサービス事業勘定全般について、質疑漏れございませ

んか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第４号についての質疑を終わります。

次に、平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算の質疑を行い

ます。

質疑は、始めに収益的収入及び支出全般について行います。２４４ページから２

４５ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

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

す。

次に、資本的収入及び支出全般について質疑を行います。２４５ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

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

す。

本会計全般について、質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第５号についての質疑を終わります。

次に、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算の質疑を

行います。

質疑は、始めに収益的収入及び支出全般について行います。２６０ページから２

６１ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

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

す。

次に、資本的収入及び支出全般について行います。２６２ページです。

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、資本的収入及び支出全般についての質疑を終わり

ます。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「
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〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第６号についての質疑を終わります。

、 。次に 平成２６年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の質疑を行います

、 。 。質疑は 始めに歳入全般について行います ２７２ページから２７５ページです

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

次に、歳出全般について行います。２７６ページから２７９ページです。

質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第７号についての質疑を終わります。

次に、平成２６年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の質疑を行いま

す。

、 。 。質疑は 始めに歳入全般について行います ２８７ページから２９０ページです

質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳入全般についての質疑を終わります。

次に、歳出全般について行います。２９１ページから２９４ページです。

質疑ございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 歳出全般についての質疑を終わります。

本会計全般についての質疑漏れございませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 以上で、認定第８号についての質疑を終わります。

これで、すべての会計の審議が終了いたしました。

これより、平成２６年度今金町各会計歳入歳出決算にわたって、一括討論を行い

ます。

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、採決を行います。

平成２６年度今金町各会計歳入歳出決算は、これを認定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、平成２６年度今金町各会計歳入歳出決算

は、原案のとおり認定することに決定いたしました。
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徳田議員は、議員席にお戻りください。

（徳田議員 復席）

〇議長（村瀬 広君） ここの時計で４時４０分まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時３０分

再開 午後 ４時４４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２９ 意見案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２９、意見案第１号を議題とします。

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書、提出議

員の説明を求めます。

向井君。

○４番（向井孝一君） 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求

める意見書。

、 、 、本道の林業・木材産業は 山村地域を支える基幹産業として発展し 雇用の確保

地域経済の活性化などに大きく寄与してきた。

しかし、山村では、人口の減少と高齢化が急速に進みつつあり、近い将来、集落

はもとより、自治体の存続が危ぶまれる事態をも想定されている。

一方、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、二酸化炭素を吸収・固定

する森林・木材に対し大きな関心と期待が寄せられているが、我が国においては、

化石燃料への依存が高く、森林や木材が果たす役割はこれまで以上に重要となって

いる。

このような中、道では、森林の公益的機能の維持増進や森林資源の循環利用の実

、 、現に向け 森林整備事業及び治山事業や森林整備加速化・林業再生対策等を活用し

植林・間伐や路網の整備、山地災害防止、木造公共施設の整備など、さまざまな取

り組みを支援してきたところである。

今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさらに加速

させ、地域の特性に応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、森林資源の

循環利用による林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を

図ることが必要である。

よって、国においては、次の事項を実現するよう強く求める。

記

１．京都議定書第二約束期間における森林吸収量の国際的な算入上限値３．５％分

を最大限確保するため 「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策、

を位置づけるなど、森林整備や木材利用のための安定的な財源を確保すること。

２．森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇
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用安定化を図るため、公共事業である森林整備事業及び治山事業の財源を十分か

つ安定的に確保すること。

． 、３ 川上から川下に至る総合的な対策を地域の実情に合わせて柔軟に展開するため

「森林整備加速化・林業再生対策」を恒久化し、財源を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

平成２７年９月２９日

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

意見案第１号については、討論を省略し採決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、意見案第１号については、原案のとおり

可決いたします。

◎日程第３０ 議員の派遣について

〇議長（村瀬 広君） 日程第３０、議員の派遣についてを議題といたします。

次のとおり議員を派遣する。

１．議会運営委員会道内行政視察

なお、目的・場所・時間・派遣議員は、別紙配付のとおりです。

◎日程第３１ 請願第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３１、請願第３号を議題といたします。

町有地（旧瀬棚線跡地）の貸し付け並びに道路用地（町道等）の占用を受け整備

をしようとする高圧送電網に関する請願、紹介議員の説明を求めます。

岸君。

（ ） （ ） （ ）○１番 岸 徹也君 町有地 旧瀬棚線跡地 の貸し付け並びに道路用地 町道等

の占用を受け整備をしようとする高圧送電網に関する請願書。

（株）Ｊウィンドウせたなは、せたな町大里地区に現在の４倍の発電量を持つ風車

を新設し、発電全量を北電に売電するため、町有地（瀬棚線跡地）の貸し付け並び

に道路用地（町道等）の占用を受け、中心市街地を含めて横断する高圧送電網の整

備をしようとしています。

本来公共事業での整備であれば事業者のルート選定が優先されるようですが、本事

業は非公共事業に位置づけられるためさまざまな制約がある中で、市街地を通る町

有地などが送電網の候補に挙がっていると説明されています。

、 、これら町有地などの貸し付けにより将来 地域での農地などへの活用が困難になり
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また将来を担う子供たちや地域住民の健康不安が生じています。

再生可能エネルギーの必要性は十分理解をしますが、地域住民の合意がない中での

町有地等の貸し付けには反対します。

なお、過日、理事者側にも同様の要望書を提出したと聞いております。

以上。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

お諮りいたします。

本請願は、会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の付託を省略し、本会

議で決したいと存じますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議あり」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） ご異議がございますので、起立採決といたします。

本請願について、委員会の付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。

（何事か言う声あり）

〇議長（村瀬 広君） もう一度言います。

本請願について、委員会の付託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（村瀬 広君） 起立多数であります。

よって、本請願について、委員会の付託を省略することは可決されました。

委員会の付託を省略いたします。

これより、討論を行います。

討論ありませんか。

（ あり」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 反対ですか、賛成ですか。

（ この請願に反対の討論です 」の声あり）「 。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 本議会にこの請願が出たわけですけれども、まだ行政の方

としてもそれをどう扱うかどうかということを協議の最中であります。

また、町の財産を使用させる、その部分についても、まだ町行政からの、全員協

議会等においての報告というか説明はありましたけれども、本案件の部分で出てき

ているわけではないので、この部分については、今金町有財産を有効に活用すると

いうことも今後の部分では出てくるのかなという、そういう思いから、貸し付けを

反対するという案件でございますので、この部分ではこの請願に反対いたします。

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。

本日提案しております議案の全部が審議終了まで、時間を延長いたしたいのであ

りますが、これにご異議ありませんか。
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（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

よって、議案の全部の審議終了まで時間を延長することに決定しました。ご協力

をお願いします。

次に、ほかに討論のある方いらっしゃいますか。

反対討論の方いますか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（村瀬 広君） では、賛成討論の方いらっしゃいますか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 今回の請願というのは、非常に難しい判断を議会ではしな

ければならないと思っています。

正式な提案というのは、議会にも町民にも、まだ全く何もない。しかし、経過と

しては、住民説明をし、まちの考え方としては、この請願にあるように地域住民の

合意があれば貸し付けもやぶさかではないという表現をしてきた。

いまこの請願が出るということは、私は説明が不足していると。まちは事業者に

十分な説明をしてくださいという話をしている。それは果たして住民の合意が得ら

れるだけの説明があったかどうかということが、まず疑問。

、 、 、 、 、それから この請願がこののち 採択 不採択 いずれかの結論が出るにしても

今金町が方針を出したら、その時点で今金町が説明責任を負うことになる。そのこ

とも、議会としては全く何も聞いていない。聞いていない中で、じゃ、これをどう

判断するんだといったら、この請願の中身、この文章を判断するしかない。内容が

全くわかっていないわけです。町がどういう条件で貸し付けをするのか、もしくは

貸し付けをしないのか、業者とどういう契約を結ぶのか、いつ、どんなときに、ど

んな内容で契約を結ぶのか、結ばないのか、全くわかっていない、決定しないのだ

。 、 。ろうと思います そこでいい悪いの判断というのは 非常に難しいという気がする

しかし、私たち議会というのは、住民代表で地域の住民と寄り添って町政に町民

の声を、住民の声を反映させていく大事な使命があるんです。まちは貸し付けをす

るときには議会に説明をすると言っていますから、そのときに賛否というのは多分

出ると思うんです。しかし、この請願に対しては、私はこの文面だけ見ると説明不

足だなと。住民が理解していない、納得していない中での請願と。であれば、議会

としては当然この請願は願意が妥当なんだろうと、そういうことで本案には賛成を

いたします。

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、請願第３号を採決いたします。

この採決は、起立によって行います。

本請願を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

〇議長（村瀬 広君） 起立少数であります。
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よって、請願第３号は不採択とすることに決定いたしました。

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３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 ５時０７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。
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