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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

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。

これより、本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（村瀬 広君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員には、小川君、加藤君を指名いたします。

昨日の本会議において、議案第８号 平成２８年度一般会計補正予算（第７号）

の教育費の質疑の中で、山崎君から資料要求がありました総合体育館・図書館地質

調査並びに工損調査の結果につきまして、先ほど理事者より資料の提出がありまし

たので、資料配付のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時００分

再開 午前１０時０１分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

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） おはようございます。

昨日よりご配慮をいただき、留保いただきました資料につきまして、教育委員会

事務局長より説明を申し上げますのでよろしくお願いいたします。

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） おはようございます。

ただいま提出をさせていただきました資料について、私の方から説明をさせてい

ただきます。

まず始めに、総合体育館・図書館建設地質調査業務の結果についてからご説明を

させていただきます。Ａ３の横長の資料になります。

まず、１枚目につきましては、地質調査、ボーリングを行った地点について、そ

の箇所を表記したものでありまして、Ｂ１地点からＢ６地点までの６カ所にボーリ

ング調査を行ったところでございます。

２ページ目からは、それぞれの地点についての結果表となってございます。

まず、２枚目につきましては、Ｂ１地点のボーリング調査の結果でございます。

表の左側の方に、それぞれボーリングの深度、深さが表記されており、中段にはそ

の試験の状況について記載がされているところでございます。

Ｂ１地点につきましては、表土から非常に柔らかい土質ということで、盛土部分、

それから泥炭、砂質シルト、粘土層まで続いて、約１１メーター程度のところから
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砂礫、細砂というような形で地質が変わってございます。おおむねこの１１メータ

ー付近を起点にして、支持地盤として期待できる層に移っていくということであり

ます。真ん中のデータ表のところでは、横軸の方に水平方向に移動している地点が

それをあらわしているということでございます。

続いて、３枚目につきましてはＢの２地点でございます。先ほどのＢの１地点と

同様に、約１１メーターから１２メーターの間で支持層に当たるというような結果

となってございます。

Ｂ３地点につきましても、ほぼ同様の結果でありまして、１０メーターから１１

メーターの間くらいの地点で支持層に当たるというような形になってございます。

Ｂ４地点につきましても、ほぼ同様の結果となっておりますし、Ｂ５地点につい

ても同様の結果となっておりますので、報告とさせていただきます。

続きまして、総合体育館・図書館工事工損調査業務の結果についてということで、

Ａ４横の資料を１枚提出させていただいております。

工損調査のエリアにつきましては、平成２８年度の予算参考資料の１１８ページ

の方に既にお示しをしているところでございますが、その結果について説明をさせ

ていただきます。

まず、調査した範囲につきましては、専用住宅で６１戸、共同住宅で２戸、車庫

・物置等が３５戸、作業場が１戸、それから井戸等の水質にかかわる部分が４戸と

いうことで、現状把握をしたところでございます。

建物については、主に基礎の亀裂ですとか外壁の亀裂だとか、そういった状況に

ついて確認をしているところでございます。

これにつきましては、今後工事が終了した後に、突合しながらその影響について

判断するための基礎資料となっておりますので、ご理解いただきたいと思います。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

資料の質疑につきましては、本日の日程第１０、議案第１５号 平成２９年度今

金町一般会計予算の教育費関連でお願いいたします。

◎日程第２ 行政執行方針

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、行政執行方針を行います。

まず最初に、行政執行方針があります。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政執行方針朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 次に、教育行政執行方針を行います。

教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） （教育行政執行方針朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、行政執行方針を終わります。

１１時１５分まで、暫時休憩といたします。
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休憩 午前１１時０５分

再開 午前１１時１５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３ 議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、議案第１号を議題といたします。

今金町課設置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１号 今金町課設置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。

本町行政組織機構改革方針に基づき、本条例の一部を改正しようとするもので、

主な改正につきましては、多様な雇用や産業振興、観光振興に機動的に対応するた

め、まちひと交流課の新設、産業振興課を農林振興課へ名称変更、まちづくり総合

戦略室設置条例の廃止となっております。

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３、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４ 議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、議案第２号を議題といたします。

今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、理事者の説

明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第２号 今金町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定について、提案理由を申し上げます。

国の給与実態調査による指摘事項により、条例第１５条における勤務１時間当た
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りの給与額算出方法を変更するため、本条例の一部を改正しようとするものであり

ます。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 職員の給与の時間当たりという、今金町は人事院勧告をそ

のまま受けてやっているわけですけれども、それになおかつ、いまの時間当たりの

部分での国の方からの指摘があったということですけれども、具体的なあれではど

ういうふうなことが考えられるのかお知ら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） 総務財政課から提出をさせていただきました常任委

員会の資料が、もしございましたら、３ページの方をお願いをしたいと思います。

いまご指摘のあったとおり、給与制度等々につきましては、人事院勧告ですとか、

それから国の、国家公務員の例に準じて運用してまいりました。これまで、今回条

例の改正をしようとしております勤務１時間当たりの給与額の算出の方法につきま

しては、給与の年額を年間の勤務時間で割って１時間当たりの単価というものを算

出をしておりましたが、これは国家公務員に準じた方法だったのですけれども、こ

の度、給与の実態調査で指摘があったということにつきましては、地方公務員につ

きましては、労働基準法の適用を受けるということがありますので、そのことから

言いますと、改正後の計算方法ですが、給与の年額から年末年始の休暇、それから

祝祭日ありますが、そういったものを差し引いた実労働日数、実労働時間で割り返

した１時間当たりの単価を算出をしなさいということがありましたので、条例につ

きましても、いま申し上げたような算出に変更させていただきたいということの内

容になっております。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） そうすると、人事院勧告そのものがおかしかったというこ

とではなくて、休みとかそういうところの部分を差し引いた中の実労働時間によっ

て計算するという形になるということですね。ということは、例えば産休なんてい

うのも、当然そういう中に、それは別なことですけれども、その実労のところも勘

案しながら支払うという形になるという考え方ですか。

それと、またもう一つは、臨時職等もあるでしょうし、そういったところも実際

に実労と勘案した中で計算し直すという形になるのですか。

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） 産前産後休暇の期間中の給与ですとかは、これはま

たちょっと別な計算式になりますのであれでありますが、いま１時間当たりの給与

額、何に使うかといいますと、超過勤務の手当ですとか、そこのところの単価の関

係になりますので、そこだけの影響になりますので。臨時事務員につきましても、
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もともとの根拠は職員の給与が根拠になっておりますので、そこのところも影響が

出てくるというところになります。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 状況はわかりました。ただ、一般職の場合で、いま国の方

で時間外勤務、要するに時間外勤務の時間が、これは会社等の企業の部分にもなる

わけですけれども、長時間勤務というか、そういう部分になったときに企業にも罰

則を設けるというか、そういう時間をきちっと、勤務時間というか、労働基準の時

間をきちっと守るようにという感じで、国の段階でも罰則を設けるような動きもあ

るようでございますけれども、地方公務員の場合は、当然その基準にのっとった中

でやっているわけですけれども、そういう部分でいまの言った方法になっていくと

いうことで考えていいわけですね。

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） 国家公務員と地方公務員で勤務時間の割り振りの仕

方というのが若干ルールが違いますので、そこのところは少々事情が違うのであり

ますけれども。

それから、いまおっしゃってくださったような罰則制度等々につきましては、当

然地公法の適用を受ければ、そこのところは遵守していかなければなりませんけれ

ども、ご存じのように、町の方は例えば必要な休暇ですとか、そういう労働基準法

に定められた勤務体系になるように、各職場の方で、休暇ですとか休日ですとかそ

ういうものの割り振りをするようにということで進めてきておりますので、そのあ

たり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。

（「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４、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５ 議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、議案第３号を議題といたします。

今金町税条例等の一部を改正する条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第３号 今金町税条例等の一部を改正する条例制定に
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ついて、提案理由を申し上げます。

消費税率１０％の引き上げ時期の変更により、関連する町税条例等の一部を改正

しようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第５、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６ 議案第４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、議案第４号を議題といたします。

今金町子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、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 今金町子ども医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

北海道医療給付事業事務指導検査により、北海道医療給付事業補助金交付要綱に

基づき、文言整理に係る指導があったことから、本条例の一部を改正しようとする

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。

なお、本議案書並びに議案第５号の議案書の附則部分に誤字誤植があり、正誤表

にて訂正をさせていただきました。こころよりおわびを申し上げます。

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６、議案第４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４号は原案のとおり可決いたしま

す。

◎日程第７ 議案第５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、議案第５号を議題とします。

今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例制定について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第５号 今金町重度心身障がい者及びひとり親家庭等

の医療費の助成関する条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を申し上

げます。

北海道医療給付事業事務指導検査により、北海道医療給付事業補助金交付要綱に

基づき、文言整理に係る指導があったことから、本条例の一部を改正しようとする

ものであります。

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７、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８ 議案第６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第６号を議題といたします。

今金町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第６号 今金町病院事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例制定について、提案理由を申し上げます。

平成２３年２月より休床中の療養病床１９床について、平成２９年３月３１日を
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もって廃止するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 休止中の療養病床を廃止するということでは、大変これ時

代の流れというか、難しい問題だったのだろうなという気がするんですけれども、

この１９床を廃止をした後の活用、これは何かお考えですか。

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） お答えをいたします。

この療養病床の部屋につきましては、いま、病院の方には書庫あるいは物置等々

が不足の状況でありまして、この病床を活用して、一部は点滴等をやる部屋にする

んですけれども、書庫あるいは物置等に活用して、用途変更していこうということ

でいま進めております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 用途変更はいいんです。これ何部屋で１９床ということに

なっているのか。

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） それぞれ病床数があるんですけれども、いま５部

屋が１９床の対象の部屋となっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） １９床ですから、部屋が療養病床用の部屋ということでは

多分指定はないのだろうなという気がするんですけれども、用途変更をしながら、

せっかくある施設ということでは、さまざまな取り組みが考えられる。特に、具合

の悪い方に病院内で点滴を打つときにはといういまの話もそうですし、できるだけ

活用を考えながら、用途変更等も慎重にやっていただきたいなと思うので、よろし

くお願いします。

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） この療養病床廃止にかかわっては、このほかにも

さまざまな部分での用途変更も計画しております。活用されていない部屋につきま

しては、より有効に活用されるように用途変更を進めていくということで、院内で

も会議を持ちまして決定をしたところであります。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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。
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討論を打ち切り、日程第８、議案第６号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

す。

◎日程第９ 議案第７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第７号を議題といたします。

今金町観光施設に係る指定管理者の指定について、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７号 今金町観光施設に係る指定管理者の指定につ

いて、提案理由を申し上げます。

当該公の施設の指定管理者を、平成２９年４月１日より指定変更するため、地方

自治法第２４４条の２第６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。

岸君。

○１番（岸 徹也君） 指定管理を美利河のあの施設に、ＴＴＮコーポレーションに

行っていただくということですけれども、施設の名称が書かれております。その中

にはさまざまな備品等が入っていると思うんですけれども、その物の扱いのことを

ちょっと聞きたいと思います。それも含めて指定管理なのか。

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） 質問にお答えいたします。

施設に伴う備品類につきましては、今金町が購入したものと、あといま現在の指

定管理者であります株式会社マックアースリゾートが購入したものがございますの

で、マックアースリゾートが購入したものについては、会社の所有のものですから、

会社が撤去しますが、撤去というか持ち帰りますが、今金町のものについては、そ

のまま保管という形になります。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） あの場所に、圧雪車があるんですね。圧雪車はきっと町のも

のというよりも、リースになっているんだと思うんですけれども、その圧雪車とい

うのは、やっぱりあの地区において、スキー場がどうのというのではなくて、例え

ばさまざまなイベントに、歩くスキーも含めて活用できるものだと私は思うので、

そのあたり、圧雪車に関してというのは何かお考えがあるのかどうか、ちょっとお

願いします。

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） ご指摘のありました圧雪車でございますが、
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いま現在２台の圧雪車がスキー場で運営されておりますが、このうちの１台はリー

スで、平成２２年からリースをしているものなんですが、これにつきましては、３

月末をもってリース期間が切れますので、返却したいと思っておりますが、もう１

台につきましては、ご指摘のとおりいろいろな冬のアクティビティですとかがござ

いますので、まちの所有として管理をしていきたいというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） この指定管理者の指定変更については、長い間商工会が人口

減少問題として調査をされて、高等養護学校、それから農協、行政と連係プレーの

中で、いろんなソーシャルタウンという形の中で、町民センターで２回ほど経過に

ついて私も発表を聞かせていただきました。

ようやくこういう状況にたどりついたなというふうな感想を持っていますので、

今後このことを契機に、今金町があの美利河一帯を。

〇議長（村瀬 広君） この指定管理の指定という中身とちょっと視点が違うかなと

思うんですけれども。

○４番（向井孝一君） ああ、そうですか。わかりました。

先ほどの同僚議員の発言もありましたけれども、圧雪車の部分では、たしか最初

の管理指定者であるマックアースが中古で、これ町費で入れたと思うんですよね。

ですから、先ほど課長の答弁を聞くと、マックアースの部分が購入したという表現

だったんですが、その辺は。町費で入れたという記憶があるんですが、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） 説明不足で申しわけありません。

圧雪車２台のうち、１台はリース、１台はマックアースリゾートの関連会社から

まちが購入したものでございます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） ただいまの同僚議員と関連いたしますけれども、この圧雪車

のリース事業関係でありますが、２２年からの契約ということは、以前のクアプラ

ザピリカの契約という理解でよろしいんですか。継続という、今日までの。

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） まちとリース会社との契約で、平成２２年か

ら契約をしております。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） 一般的に、リース契約が満了した場合は、再リース契約、残

存に対して再リースをするという方法と、終わった時点でそれはチャラになるとい

いますか、一般的にはそういうものかなと思うんですが、その辺の考え方はどのよ

うに考えられていますか。
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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） お答えします。

平成２２年当初は、たしか３年契約でリースをしたと思うんですが、それを過ぎ

ましたら、単年度契約でこれをリース契約を再契約しておりますので、本年度３月

末日をもって、このリースについては終了するというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） それは、単年度の契約ということは、残存に対する契約です

よね。そういう契約ではないんですよ、一般的には。

ですから、契約が終わった時点で、契約をしなければ、それは町の所有に戻ると

いうことにはならないんですか。ちょっとその辺お願いします。

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） 議員のおっしゃるとおり、そういうふうには

なりませんで、１年度が終わりましたら、また再リースをするということで、それ

を解除する場合には、物を返却するという契約内容になっております。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 町長、執行方針の中で、マックアースリゾート北海道によ

る指定管理を解除したという表現をされていた。これ、解除っていうのが正しい表

現なのか、それとも契約期間は３年ですよ。期間満了ですよ。契約期間が満了した

ことによって、新たな指定管理をお願いするという表現になるんじゃないですか、

これ。解除っていうのは、３月末で途中、解除という表現になるんですか。

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） この解除という用語なんですが、４月１日よ

りＴＴＮコーポレーションとの指定管理の協定が締結されますと、それには議決が

必要なんですが、それ以前の指定管理者につきましては、新しい指定管理の協定が

結ばれた時点で前指定管理者とは解除になるというふうに認識しております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 管理の期間が満了するんでしょう。していないのか。ああ、

そうか。わかりました。いいです。次の質問をします。

このクアプラザピリカの指定管理と、それから美利河を拠点に観光農園等、いわ

ゆるソーシャルネットワーク等で、いまＴＴＮコーポレーションが活動しようとし

ていることは、全く関係ないというよりも、違う事業というふうにとらえていいん

ですよね。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議員のおっしゃるとおりだというふうに思います。

経過的に言いますと、いま、ハウスといいますか、野菜工場といいますか、そう

いうことで町の方に入ってきていただくところが、たまたまうちの方がお願いをし

て指定管理ということですから、美利河地区で同じ事業をやるということではあり
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ません。指定管理はあくまでも指定管理ということですので、議員の認識のとおり

でございます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） その辺は誤解されているところもあるやにも聞こえるので、

この指定管理は、クアプラザピリカ、いま管理をしていただくところというのは、

ここに明確に載っているわけですから、このことをまず確認をしておきたいと思い

ますけれども、今金町観光施設の設置及び管理に関する条例の中で、第２条で雄大

な自然環境と緑の空間を利用して、憩いとふれあいの場を提供することにより、住

民の健康増進とスポーツの振興を図り、いわゆるここで言うスポーツというのは、

何を指すのかお知らせをいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 条例の意味合いの当初の考え方とすれば、スキー場であっ

たりプールであったりということだと思いますが、いま現在、うちの方の考え方と

しては、次のアクティビティーといいますか、健康増進対策については、アウトド

ア、いろんな活動が考えられますので、前にも説明をいたしましたけれども、指定

管理を受けるに当たっては、クアプラザがもう一度住民の皆さんに親しまれる施設

になるように運営の方をお願いしたいということと、美利河のいま言われたような

自然だとか、いろんな環境を使って、町民の皆さんの交流の場であったり、健康増

進の場に期するような運営をしていただきたいということでお願いをしております

ので、意味合いとすると、そういう意味が含まれているということで解釈をしてい

ただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） この条例ができたときの多分考え方というのは、この以前

の条例、これはもう改正されているものですから、その以前。当時つくられたもの

には、やっぱり美利河という地域の特性を生かしながら、スキー場をということで、

スキーを通した健康増進と、それから観光客の集客等をいろいろ考えた条例だと思

うんですよ。

今回、残念ながらスキー場、スキーのリフトの運行は、これはもうできないとい

うことで説明をいただいているわけですけれども、これ、いま、指定管理の中には、

スキーのリフト、それから夜間照明、これゲレンデも入っているのかどうか。多分

入っているのかなという気もするんですけれども、ここまで管理をＴＴＮコーポレ

ーションにお願いをするということは、こののち、もしリフトの運行だけができる

のであれば、スキー場の再開とかも考えられるのかどうかということ。これ、運営

をするのがどなたかは別にしても、いまのこの指定管理の管理の仕方と、それから

条例の整合性と、それから、いま、町民から多くの要望があるようですけれども、

まだやっぱりスキー場を継続していただきたいという考え、これらをどう整理され

るのか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。
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○町長（外崎秀人君） 質問いただきました。設立の経緯から、いま、この思いみた

いなものを活字にして、その目的の中に書いているわけでありますけれども、これ

は変わらぬ方向性を私は持っておりますし、これからもそこを追求していかなけれ

ばいけないかなと思っていました。

ただ、議員はスキー場に特定しているわけでありますけれども、この間、テニス

コートだとか、さまざまな運動公園だとか、パークゴルフだとか、スポーツの類に

入るようなさまざまなところも、残念ながら断念した経過が当然あるわけでありま

すけれども、しかしながら、逆に一方では、あそこの湖畔を利用したマラソンをや

っていただいているだとか、ボートをもう既にやっていただいているとか、いろん

な、スポーツのレベル、段階というのは違いますけれども、そういう取り組みをさ

れてきていることは事実でありますし、これからもそれを求めていかなければいけ

ないと思っています。

いまの質問の部分にかかわる部分があるわけでありますけれども、美利河スキー

場の部分の、名称的には美利河スキー場の部分のリフト等々、夜間含めた整備とい

うことの管理をしてもらうということになっておりますけれども、以前から申し上

げておりますように、あそこの敷地は国有地であります。国有地には、なぜ借りて

いるかといいましたら、レクリエーションの森ということで位置づけでもって、さ

まざまなアクティビティを行うことを前提として、あそこを利活用したいのでお貸

しいただきたいということの国との契約の中で借りているわけであります。います

ぐにそれを断念するとすれば、すべて撤去をするような形を、手続をとらなきゃい

けないわけでありますけれども、国の方については、八雲を含めて国の方にはもう

少し時間をくださいと。さまざまな夏のイベントを含めたり、さまざまなことを考

える猶予も当然持たなきゃいけないと。これからどういう活動をするかということ

も含めていかなければ、いま言ったように、国有地のそれは撤去しなければいけま

せんし、さざまな整理も必要だろうと思っています。

その時間的なことも含めて、新しい管理者ができたわけでありますから、その方

々の、社長含めた思いというのは、いろいろなところで述べさせていただいており

ますので、そのことについてどれだけ可能性があるのかどうかということと、町と

突き合わせをしていかなきゃいけないのかなと。そのために、先ほど可決いただき

ました、まちひと交流課の専掌課を置きながら、交流、あるいは観光、さまざまな

拠点、そこにはもう一つ重要な要素は、この課の中には、公衆浴場等を含めた温泉

等を含めた機能も当然含まれているわけでありますが、総合的にその辺を考えてい

かなきゃいけない。そういう時間をいただきたいなと思っていました。

そのためには、まずは方針が出るまでは、基本的な構想が描けるまでは、とりあ

えず引き続きあの国有地をお貸しいただきたいという言葉はいま出させていただい

ているわけであります。その途上にあるということで、ご理解いただければなと思

っています。

実は、この議会をやる前に、９時からマックアースリゾートの社長さんがおいで
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いただきまして、いろいろこの間の経過も、また断念された思いだとか、今後に対

する思いなんかもきちっと私の方で話をさせていただいた部分があるわけでありま

す。私は、基本的な姿勢は、さまざまなことを含めて社長にも伝えたんですけれど

も、基本ルールとしては、この間、マックアースさんの可能性を含めて、一度断念

したといいながらも、新しいさまざまな環境が整った、すばらしい条件が整ったと

いうことで、そのことを含めて再開のめどがついたということで行った経過がある

わけでありますけれども、残念ながらそれも閉ざすことになりましたと。全員協議

会の方でも述べたように、これ以上の組織、団体がないということから、今後につ

いても断念せざるを得ないという方針は打ち出させてもらいましたという話をして

きているのは、もうご承知かと思いますけれども。

それとて、いま言ったように、私はそういう方針、いまのところは入れるものが

ないわけでありますけれども、常々申し上げておりますのは、二つの大きなポイン

トがあります。一つは、これから含めた投資というのが、当然何の組織も、施設も、

必要なわけでありますけれども、その辺の可能性がどうなのかというようなことは、

当然一つの選択肢にありましたし、もう一つは、何よりも今回のように日本でナン

バーワンというところが、途中で、契約期間の途中、３年の契約で２９年度で終わ

りだったんですよ。それが２７年度でやめるということで、何とか引き続きお願い

申し上げたいということでやってきて経過が当然あるわけでありまして、そこには、

いま言ったような、こういう１年、２年、３年で指定管理が変わるような、やっぱ

り将来見通しが立たない状況にある中で、私は継続して進めていくということには

ならないということから、方針を示してきているわけでありますけれども、そのこ

ともきちっと社長の方にも、きょう話をさせていただいて、理解をいただいた部分

があるわけでありますけれども。

いま、山崎議員がおっしゃるとおり、また新たな展開が可能だとすれば、それは

きちっとそこに向かった取り組み、対応というのは、町長としてしていかなければ

いけないのかなと思っています。

いまのところは、基本的な方針は打ち出させていただいているわけでありますけ

れども、新たな動きが、より以上の、とても評価も高くて、あるいは見通しがあっ

て、将来に希望を持てるような、そういうプランがある、あるいはそういう受け皿

のある組織がどんと出てくるとすれば、それは閉ざす何物もないのではないかなと、

私的にはそう思っています。それも、相手方、国の国有地を借りるという前提にな

りますので、そのことを含めた協議も当然必要になるだろうと思っています。

〇議長（村瀬 広君） いまの内容は３回目の質疑が終わったと認識しておりますけ

れども、違う質問ですか。

○１０番（山崎 仁君） 最初のが違う質問だった。

〇議長（村瀬 広君） ４回のうち１回目と２回目が違う内容で、その内容で３回や

っているという認識しているんですけれども。

○１０番（山崎 仁君） １回目と２回目と３回目と違うでしょう。
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〇議長（村瀬 広君） 山崎君、どうぞ。

○１０番（山崎 仁君） １回目は、解除の話。２回目は観光農園とこれは違います

よねという話。その後にこの話ですから。多分、もう一回ぐらいできるのかなと思

って手を挙げたんですけれども。

マックアースリゾートの本来の３年間ということじゃなくて、残念ながらこうい

う結果になったということですから、別にお互いに今金町の、それからマックアー

スリゾートも、お互いに友好的な部分というのは恐らく変わらないと思うんですよ。

これはもうマックアースも、会社の都合という説明を受けていますから。ですから、

最大限これからも、何かの機会があればおつき合いを続けていくというのは、私は

当然あってしかるべきだというふうに思うので、その辺は今金町としても配慮いた

だきたいなという気がします。

それから、請願も出ていますから、この中での答弁というのは、質問も答弁も限

界があるなと思うんですけれども、先ほど副町長からあったように、これから冬の

美利河で、どう楽しむ、お客さんに来ていただきながら健康を含めてというのは、

昨日ですか、ちょっとあったと思うんですが、例えばスノーモービルに乗っていた

だいて、風を感じてもらうだとか、いろいろなことが恐らく考えられると思うんで

すよ。いまの時点では、指定管理をお願いをするということですから、具体的な中

身というのは恐らくないと思う。しかし、これは必ず次に雪が解けて夏が来たら、

また雪が降るんですよ。ですから、それまでには、何らかの考え方、早目にそうい

うことをまとめていただきながら、もう夏のうちから美利河は新しい、仮にですよ、

仮にというか、スキー場はないといういまの話の中にあっても、リゾートとしては

大いに活躍できる場だということは早目につくっていただきたい。これは近隣町も

含めて、ＰＲをする必要があるわけですから、もう早い段階で。これをお願いした

いんですけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 質疑の途中ですが、山崎君の質問に対し理事者側の答弁を留

保して、午後１時まで昼食のため休憩といたします。

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。

休憩前、山崎君の質問に対し答弁を留保しておりましたので、理事者の答弁を求

めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） ご苦労さまです。

私の方から、改めて答弁をさせていただきたいというふうに思いますけれども、

美利河地区のいろんな運営につきましては、スキー場そのものの運営は指定管理に

もちろん入っておりませんけれども、当然ながら午前中に町長から答弁をいたしま
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したけれども、国有地を借りているということもありますので、四季を通じたいろ

んなアクティビティ、活用というのは当然必要になってきますので、早目にそうい

うプログラムづくりといいますか、そういうものに取り組みたいというふうに思っ

ておりますし、きょう可決をいただきました、まちひと交流課も、そのことを所管

をする課でありますので、目的の中にいろんなものに迅速に対応するということで

の答弁をさせていただいておりますので、早目にいろんなものを提示してご相談を

する機会をつくりたいというふうに思っています。

確約はできませんけれども、６月の定例会には、一定の予算の必要なものについ

てはご相談をしたいと思いますし、固まっていなくても、こんな方向で考えている

ということで皆さんからご意見をいただくような機会をぜひつくっていきたいとい

うふうに思っております。

昨日、徳田議員からもご助言をいただきました。当然ながら、美利河の開発につ

きましては、町民の皆さんも非常に関心のあることでありますし、昨日の交付金に

ついても、１億近い予算が国の予算の中でやれるわけですけれども、実質稼働は３

０年度になるわけですけれども、もう２９年度中にいろんなものの積み上げをして

いくことが必要になりますので、大きなボリュームではありますけれども、町にと

っては非常に大切な観光施設でありますし、昨日もちょっと答弁をいたしましたけ

れども、７町の観光の一つの位置づけもしておりますし、北渡島４町との交流もあ

りますし、何といっても、今金の町民の皆さんに使っていただく、健康づくりであ

るとか、交流の場に資するようなクアプラザにしたいということで取り組んでいき

たいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

〇議長（村瀬 広君） 議案第７号について、他に質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 先ほど課長から答弁をいただいたわけですけれども、今度指

定管理が３月３１日で前のところから切り替わって、４月１日から新しい指定管理

になるわけですけれども、当然この指定管理を行わせる建物に付随して、先ほど話

が出ていました雪上車のような、備品の管理がどういうふうになっているのかとい

うのが一番問題になると思うんですよ。

当然備品管理台帳ができていると思いますので、それらについてこの議会に提出

できるかどうか、ちょっとお知らせ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） 一覧表にしまして、本議会の会期中にお渡し

できるようにしたいと存じます。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） といいますのは、恐らくマックアースで買った備品も当然あ

ると思います。ですけれども、果たしてそれが全部、それじゃマックアースで持っ

ていって、向こうで必要になるのかというと、恐らく要らないものもあるし、これ

はこのままクアプラザに置いておいた方が利用価値があるなというものも当然ある
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と思うんですよ。そういうのもやっぱりきちっと分けて、お願いしてね、マックア

ースに理解していただいて、できる限り使わないような備品であれば、そのまま残

していってもらう。恐らくセンターハウスなんかには、相当マックアースで持って

きた備品等も入っていると思いますので、その辺のところを十分管理していただい

て、お願いするものはお願いして残していってほしいというふうに思いますけれど

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） ありがとうございます。町長の方から午前中にお話ししま

したけれども、きょう、一ノ本社長が見えられまして、その際にも町長の方から、

縁があって今金町でマックアースリゾートがスキーを通じた観光的なもの、教育的

なもの、いろいろこの間やっていただきました。一ノ本社長からも、途中で断念を

したということについては、本当に申しわけないという言葉もいただきました。

町長からも、いま、徳田議員が言われたような意味合いの話もさせていただきま

した。このあと、いま居る支配人と担当課の方でその辺の備品関係の取り扱いだと

か、きょうは好意的なお話をいただいておりますので、ぜひ使えるもの、活用でき

るものについては置いていっていただいて、今金町で活用できるような、そういう

流れにしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 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。

（「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１０ 議案第１５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、議案第１５号を議題といたします。

平成２９年度今金町一般会計予算について、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２９年度今金町一般会計予算について、

提案理由を申し上げます。

冒頭恐縮ではありますが、予算参考資料の８ページ表外に下段に数値等の誤りあ

り、正誤表にて訂正をさせていただきました。心よりおわびを申し上げます。

それでは、説明をさせていただきます。
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本町の財政状況は、平成２７年度一般会計決算において、実質収支で３，２７４

万円の黒字決算となり、健全化判断比率等の財政指標においても健全性が保たれて

いるところではありますが、高齢化の加速や人口の減少等に伴い、町税収入、交付

金の減少が懸念され、地方交付税についても、平成２８年度地方財政計画の水準を

下回らないよう総額を確保するとされていますが、予断を許さない状況にあると言

えます。

一方、歳出面においては、社会保障関係経費及び公共施設の老朽化に伴う維持補

修経費等の経常的、固定的経費が増加傾向にあり、さらには大規模公共事業である

国営緊急農地再編整備事業や総合体育館・図書館建設事業の実施や、中学校改築事

業等が控えており、将来の負担に備えた財源の確保に努めていかなければならない

ところであります。

このような厳しい財政状況の中、将来を見据えた健全な財政を維持しながら、第

５次今金町総合計画の主要な事業に取り組み、町民生活に直結する多くの事業を継

続的に展開し、今金町人口ビジョン及び今金町まち・ひと・しごと創生総合戦略に

掲げる施策について、動向を見きわめながら適切に対応しなければなりません。

平成２９年度の予算の編成に当たっては、本町の厳しい財政状況を深く認識し、

積極的な財源確保や、町民の視点に立った施策の展開、他部署との連携による効率

化、事務事業の検証・見直しを行い、職員一人一人の知恵と力を最大限に発揮して、

創意と工夫により最小限の経費で最大の効果を上げるよう努めるとともに、町民の

皆さんとの協働を推進し、本町の安全・安心と活力あるまちづくりを念頭に編成を

行ったところであります。

一般会計予算総額は５６億９，１５７万１，０００円で、前年度予算との比較で

は２億８，５７０万円、５．３％増といたしました。

予算の編成に当たっての財源調整としては、財政調整基金から５，１００万５，

０００円、減債基金から１億６，４６０万円、公共施設整備基金から２，２７０万

円、まち・ひと・しごと総合戦略基金から４，０００万円、地域福祉基金から３，

２９０万４，０００円を組み入れ、備荒資金からは２億円を支消することといたし、

財源調整の総額を５億１，１２０万９，０００円としたものであります。

予算総額５６億９，１５７万１，０００円の財源内訳については、２１ページを

参照ください。

町税では４億８，７７９万５，０００円で構成比は８．６％、地方譲与税ほか各

交付金で２億８４９万円７，０００円で３．６％、地方交付税では２５億８，５０

０万円で４５．４％、分担金、負担金と使用料金、手数料で１億５，１４０万３，

０００円、２．７％、国・道支出金では８億３，８１２万３，０００円で１４．７

％、財政調整基金、減債基金等各基金からの繰入金と備荒資金の支消金ほかでは５

億６，５９２万８，０００円で１０．０％、町債では８億２，３１６万円４，００

０円、１４．５％となったところであります。

予算の概要について、歳入より款ごとにご説明を申し上げます。４ページをご覧
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ください。

１款町税において４億８，７７９万５，０００円は、町民税において２億７５７

万７，０００円、固定資産税で２億１，９２５万９，０００円、軽自動車税で１，

４６６万６，０００円、町たばこ税で４，４４８万６，０００円、特別土地保有税

で１，０００円、入湯税で１８０万６，０００円であります。

２款地方譲与税において８，９８５万７，０００円は、地方揮発油譲与税で２，

９４８万６，０００円、自動車重量譲与税で６，０３７万１，０００円であります。

３款利子割交付金において２７万２，０００円であります。

４款配当割交付金においては１６０万４，０００円であります。

５款株式等譲渡所得割交付金において７６万３，０００円であります。

６款地方消費税交付金において９，５８６万１，０００円であります。

７款自動車取得税交付金においては１，８９９万５，０００円であります。

８款地方特例交付金において４４万９，０００円であります。

９款地方交付税において２５億８，５００万円であります。

１０款交通安全対策特別交付金において６９万６，０００円であります。

１１款分担金及び負担金においては４，９９５万８，０００円であります。

１２款使用料及び手数料において１億１４４万５，０００円は、使用料で９，１

６２万３，０００円、手数料で９８２万２，０００円であります。

１３款国庫支出金において５億３，３１６万１，０００円は、国庫負担金で２億

１，６０１万２，０００円、国庫補助金で２億８，８３８万２，０００円、委託金

で２，８７６万７，０００円であります。

１４款道支出金において３億４９６万２，０００円は、道負担金で１億５，０７

２万３，０００円、道補助金で１億２，５６４万９，０００円、委託金で２，８５

９万円であります。

１５款財産収入において２，５６６万１，０００円は、財産運用収入で２，５６

５万８，０００円、財産売払収入で３，０００円であります。

１６款寄附金においては１００万円であります。

１７款繰入金において３億３，９２９万４，０００円は、基金繰入金です。

１８款繰越金においては５００万円です。

１９款諸収入において２億２，６６３万４，０００円は、延滞金、加算金及び過

料で１，０００円、町預金利子で４１万７，０００円、受託事業収入で１５５万７，

０００円、雑入で２億２，４６５万９，０００円であります。

２０款町債において８億２，３１６万４，０００円であります。

次に、歳出であります。１２ページからです。

１款議会費においては６，９００万６，０００円であります。

２款総務費において９億６２５万５，０００円は、総務管理費で８億６，８５５

万６，０００円、徴税費で９６２万３，０００円、戸籍住民基本台帳費で８４２万

９，０００円、選挙費で１，８３７万１，０００円、統計調査費で２７万７，００
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０円、監査委員費で９９万９，０００円であります。

３款民生費において１０億９，２３４万４，０００円は、社会福祉費で９億１，

６３５万７，０００円、児童福祉費で１億７，１６９万５，０００円、町民費で４

２９万２，０００円であります。

４款衛生費において６億４，１８３万１，０００円は、保健衛生費に５億４５６

万１，０００円、清掃費で１億３，７２７万円であります。

５款労働費において３４万８，０００円は、労働諸費であります。

６款農林水産業費において３億４，４８６万７，０００円は、農業費で２億５，

８２３万３，０００円、林業費で８，６５２万６，０００円、水産業費で１０万８，

０００円であります。

７款商工費において９，３７８万５，０００円であります。

８款土木費において７億２，９０９万６，０００円は、土木管理費で１３９万９，

０００円、道路橋りょう費で５億４，０５３万２，０００円、河川費で１，０２６

万５，０００円、都市計画費で１億６，６６４万３，０００円、住宅費１，０２５

万７，０００円であります。

９款消防費において２億８，６２２万６，０００円であります。

１０款教育費において９億３，０８２万円は、教育総務費で１億７，６５０万８，

０００円、小学校費で７，０８５万２，０００円、中学校費で５，０９８万８，０

００円、社会教育費で３，６７７万５，０００円、保健体育費で５億９，５６９万

７，０００円であります。

１１款公債費においては５億９，３９９万３，０００円であります。

１２款予備費において３００万円であります。

次に、第２表債務負担行為について申し上げます。１８ページです。

事項、総合体育館建設事業、期間、自平成２９年度、至平成３０年度、限度額、

総合体育館建設事業、金額１９億３００万円。

次に、第３表地方債について申し上げます。１９ページです。

起債の目的、臨時財政対策債、限度額１億４，５４６万４，０００円、起債の方

法、普通貸借または証券発行、利率、年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り

入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後

においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金についてはその融資条

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

換えすることができる。

以降、起債の方法、利率、償還の方法については、同様でありますので省略をさ

せていただきます。

高齢者共同生活施設運営事業債３，０５０万円、認定こども園利用者負担額助成

事業債３，２８０万円、子ども医療費助成事業債９４０万円、森林管理道住吉支線

開設事業債６９０万円、住宅リフォーム助成事業債１，４２０万円、雪寒機械購入
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事業債１，３８０万円、中央通線交付金事業債２，５３０万円、神丘１０号線交付

金事業債２，２８０万円、豊田橋長寿命化修繕交付金事業債１，５９０万円、水槽

付消防ポンプ自動車購入事業債７，４３０万円、総合体育館建設事業債４億３，１

８０万円、計８億２，３１６万４，０００円。

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、よろしくお願いをいたします。

なお、昨日の本会議の中で、まちづくり推進課長の答弁の中に誤りがありました

ので、訂正の機会を賜りたく、ご配慮方お願いを申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） まちづくり推進課長、寺崎君の発言を許します。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 昨日、議案第８号 平成２８年度一般会計補

正予算、７款商工費の中で、村上議員から質問のありました住宅リフォームの件に

つきまして、私の答弁の中に誤りがございましたので、一部取り消しをお願いいた

します。

正しくは、今年度において３人の方が、複数回住宅リフォーム制度を利用してお

ります。大変申しわけありませんでした。

〇議長（村瀬 広君） ただいま、まちづくり推進課長寺崎君から、３月８日の会議

の発言について、今金町議会会議規則等の運用例規第１６０条の規定に基づき、平

成２８年度一般会計補正予算（第７号）、７款商工費の住宅リフォーム事業補助金

に係る発言の一部を取り消したいとの申し出がありました。

お諮りいたします。

これを許可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、まちづくり推進課長寺崎君からの申し出

がありました、発言の一部の取り消しを許可することに決定いたしました。

では、平成２９年度の一般会計予算について、説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明にかつ議題外にわた

らず、またその範囲を超えないようにお願いをしておきます。

１款議会費の質疑を行います。７３ページから７５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。７６ページから１１２ページです。

日置君。

○７番（日置紳一君） ８４ページの工事請負費なんですけれども、これ町有住宅を

２年にわたって改修するということなんですけれども、１棟２戸、今年３，０００

万円と来年３，０００万円ということです。たしか、今年中学校の教員住宅が新築

されるんだと思いますけれども、そのときに、１棟４戸、２世帯で１棟４戸の分と
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単身赴任４戸で１棟、たしか２棟で１億くらいでやろうとしていたと思うんですよ。

それから見て、改修の事業にしては大変高額な金額が出ているんですけれども、こ

れはもう見積もりが出た金額なのか、町が予算的に出した金額なのか。まず、そこ

をお尋ねいたしたい。

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） この金額につきましては、設計を組んでいただいた

ものを参考にしまして、予算計上させていただいたものという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） これ、いま、何ＬＤＫのものなのかわかりませんけれども、

２棟並んで建っていますよね、たしか。それであれば、これ２ＬＤＫなのか３ＬＤ

Ｋなのかわかりませんけれども、１棟４戸のものを建てた方が返って安いんじゃな

いかなというくらい高いですよね。その辺はどう思われていましたか。

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） 改修の内容につきましては、ほぼ全面改修というよ

うな内容になっておりますけれども、正確な比較はしておりませんが、同じ規模の

建物を新築しようとした場合には、かなりの高額な費用がかかるということであり

まして、この度につきましては、躯体そのものは十分このあとも活用できる建物だ

ということの判断をいただいておりますので、改修という形の中で、２棟４戸を２

年間かけて計画的に改修をしていきたいということで提案をさせていただいており

ます。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） やはり町が建てるものと、私たち民間が建てるものとのずれ

が相当あるんだと思いますけれども、直して安いのであれば直した方がいいんです

よね。だけれども、ここまでかけているんだったらと思うんですけれども。

これたしかブロックだったはずだから、それを壊してやるわけでないですよね。

それを残して中だけ直すと。何かちょっとずれがあるんですけれども。もう少し安

くという感じにはならないんですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 建物の構造は、いま、お話ありましたとおりコンク

リートブロック造、平屋で９１．８９平米の建物になっておりまして、工事概要は

内装は全般的にということでありますし、それから、屋根、それから外壁、外壁の

外回りの塗装といいましょうか、そういったもの、それから設備もかなり傷んでお

りますので、水回り含めてほぼ新たになるというところであります。

概算の工事費ですとか、いろいろはじいていただいておりますけれども、自治体

で手がけるものについては、やっぱり公共単価というものがありますので、それに

基づいての積算になっておりますので、ぜひそのあたりはご理解をいただきたいと

思います。
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〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） 二つお願いします。

まず、９２ページの電子計算費の備品購入なんですけれども、５００万円近い備

品購入、この中身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、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 職員が日々業務で使用しておりますパソコン端末で

ありますが、これについては、ほぼ５年経過するごとに計画更新をしておりまして、

本年度につきましては１４台を計上しているものであります。

予算計上の段階では、単価が通常お支払いしている単価よりも少し高めの単価で

見積もりをいただいているものですから、現実的には、実際購入する際には、かな

り落ちるかなと思いますが、予算上根拠としている見積もりの単価が、１台当たり

いま３３万円ということになっておりますので、そのこともあって、予算的には少

し高額の予算になっているかというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） 質問を変えます。

続いて、９３ページの生活改善センターの部分で、修繕費ですか、これどこのセ

ンターを直すのか。そして、直すところはどういったものを直すのか。その辺、お

知らせお願いします。

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） お答えいたします。

まず、白石寿の家の屋根の修繕及び男子トイレの洋式化、それと神丘、種川、消

火器の修繕、それと中里交流センターのトイレの洋式化、それと八束、八鈴センタ

ーの街灯のＬＥＤ化を行いたいというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） 神丘、種川は消火器ということなんだけれども、神丘の改善

センターの屋根の塗装だとかああいったものについては、そうしたら今回これは含

まれていないということなんですか。

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） ご指摘のとおり、神丘の改善センターの屋根

がさびているとか、色が変色しているというのは認識しておりますので、これにつ

いては、来年度予算には含まれておりませんが、年次計画を持ちまして、随時補修

をしていきたい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） １０１ページの１２０年の記念事業の件についてお聞きした

いと思いますけれども、町長の執行方針の中にも、１２０年のことについて、１年

をかけた中で行事を設けたいというような話がございました。それで、非常に１２

０年といいますと、記念すべき事業で、町長の思いからいきますと、相当大きい事
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業をやるのかなというふうに想定はできますけれども、いま現在、やらんとするこ

とがはっきり決まっているものがあれば、教えていただきたいんですけれども。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。

まちづくり総合戦略室から常任委員会へ提出した書類にもありますけれども、実

施事業の概要の３１ページにもつけておりますので、そちらの方をご覧になって、

説明をいたしますのでよろしくお願いをいたします。

まず、１２０年の記念事業推進委員会の実施本部の事業でございますが、今年度

６事業予定をしております。総額で言えば７５０万円であります。

まず１点目は、ふるさと応援大使の栗城氏の事業で６０万８，０００円、次に、

札幌交響楽団の記念公演会ということで２８３万７，０００円、また、ふるさと応

援大使の阿知波悟美さんと春風亭昇太さんの記念事業といたしまして１０３万８，

０００円、また、ふるさと応援大使の工藤敏之さんと坂井宏行さんの記念事業とい

たしまして９５万９，０００円、また、いまかねこどもまつりということで、子供、

親子を対象とした記念事業ということで開催を予定しております。これは１４８万

８，０００円、また、去年から活動を再開しております札幌今金会のふるさとバス

ツアーということで３０万円ということで、６事業、総額７５０万円の予定をして

おります。これは推進委員会が実施する事業でございます。

それとは別に、町民有志が委員会を構成して、自らまちの記念事業を行いたいと

いう事業に対しては、１団体３０万円という上限をもって支援をするということで

制度設計をしております。募集いたしましたところ、今回３事業予定をしています。

応募がありました。こちらについては、スプリングコンサート事業、あとピリカる

２０１７、これは夏フェスというコンサート事業でございます。また、道南王将戦

ｉｎいまかね事業ということで、３事業提案をしております。

また、１事業については、今後申請があるやと思いますので、予備で３０万円持

たせていただいて、総額１２０万円の予算ということにしています。

また、この国の予算につきましては、各種既存団体が冠事業として２９年度に記

念事業として実施する事業に対しての補助ということで、所管ごとに整理したもの

で、総額で７４７万８，０００円という形になっておりますので、こういった形で

冠事業が６事業、町民提案が４事業、推進委員会が６事業という形で事業を推進し

てまいり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） 加藤君。

○３番（加藤三明君） どうしてそういうようなことを聞いたかというと、せっかく

の記念事業をかなりやるんですから、町民に一日も早く、決まっているものであれ

ば教えていただければ、いろんな角度から呼びかけもできるのではないかなという

思いがあって、いま聞いたわけなんですけれども。

それともう一点は、ちょっと案件と関係ありますからお聞きしたいのですけれど
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も、いま、美利河のホテルなどのリフォームの件について、１億の多額なお金をか

けるということでございますので、それを一日も早くやれることであればやってい

ただいて、この行事に合わせて、そういう絡みを関係を持たせたらいいんでないか

なという思いが私なりにしているものですから、その辺を、美利河のリフォームも

いつごろやっていつごろ完成するか、できるだけ早い機会に完成して、せっかくの

機会ですからそういうような活用の方法もあるのではないかなという思いがありま

すので、その辺再度お聞きしたいと思います。

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） お答えをいたします。

多額の予算をかけて、事業をさせていただきます。それにつきましては、予算議

決後、４月年度当初になりましたらすぐ、町の広報ですとかまちづくり情報紙等々

で、積極的に私どもの方でＰＲ、啓発の方はさせていただいて、その都度その都度、

事業を実施する段階では、チラシ等も配布予定でございますので、そちらの方も早

目に住民の皆様にお知らせさせていただくような形で進めさせていただきたいと思

います。

また、先ほど２点目の美利河のプールの関係でございますが、昨日も答弁したと

おり、スケジュール感がかなりタイトなスケジュールでございまして、完成予定が

年度末ぎりぎりというふうな想定もしておりますので、記念事業とは別な、記念事

業には盛れませんけれども、３０年度に合わせて、先ほど副町長からも答弁ありま

したけれども、記念事業以外の事業で美利河を観光拠点とするリニューアルした施

設ということでＰＲしながら、事業展開を図ってまいり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。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ８６ページ、中ほどにちょっと暮らしの体験住宅ということ

で載っております。これは町外の方々が今金町に来ていただいて、商工会住宅、あ

と美利河の小学校に短期間で移住をして体験をしてもらうというものだと思うんで

すけれども、これ最終的には気に入っていただいて、今金町に移住まで持っていき

たいという事業だと思うんですけれども、簡単に過去の実績と、もし今年度の予約

なんか入っているものがあれば、その辺まずお聞かせ願いたいと思いますけれども。

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） 来年度の予定につきまして、いま手元に資料

がございませんので、答弁を留保させていただきたいのですが、よろしいでしょう

か。

〇議長（村瀬 広君） いま答弁を用意するそうですけれども、他の質問があれば。

岸君。

○１番（岸 徹也君） じゃ、数字的なものは届いてからということで。実際に、い

ろいろアンケートなんかもとっていると思うんですけれども、移住に対して前向き
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なものがあったかどうか。ちょっとその辺ってわかりますか。

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） ちょっと暮らしにつきましては、毎回アンケ

ートをとりまして、今金町の感想ですとか、今後の展望なんかをお聞きしてまとめ

ておりますが、一件一件の内容については、私も細かくは承知しておりませんが、

概略的に申しますと、リピーターがまず多いというのも一つの特徴です。

それと、感想につきましては、やはり自然にあふれていて、また人と人との交流

も身近に感じられてよかったというような感想が多いのですが、なかなかそれでは、

じゃ、移住に結びつくかと申しますと、なかなかそこまでの方はいままではいらっ

しゃいません。やはり２週間程度の滞在で、今金町の、あるいは近隣のまちを観光

していただいているというのが現状かなと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） さまざまな理由で、今金町に来られている方もいるんだと思

うんですけれども、本当に今金を気に入っていただいて住んでいただくような、や

っぱりまちとしても、動きというものは、これ必要になってくると思いますし、こ

れ事業調書を見ますと、やっぱり平成３３年までやりますよとしっかり予算をつけ

ているということですので、まず数値をしっかり把握していただきたいという部分

と、今後に向けてどういうニーズがあるかというものを、しっかりそこはとらえて、

ぜひ移住につながるような、そういう動きにしていただきたいということをお願い

したいなと思いますが。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 数字についてはこの後あると思いますが、私が聞いている

限りでは、２６年度は３件、２７年は９件、２８年は４件と。この後、間違ってい

るかもしれませんので、数字の方はよろしくお願いします。

それで、いま、岸議員が言ったように、私も傾向を見させていただいているんで

すが、定住に向けてというのは、なかなかそういう希望の方はないというふうに感

じていました。うちのまちだけではなくて、あちこちご夫婦で経験をしたいという

ことで、また、ただうちのまちを気に入ってくださって、来たいとか来るとかとい

う方は居るんですけれども、定住に向いていないということで、これもきょう承認

をいただきました新しい課の方の所管になりますので、少し攻めの手を打たないと、

受け付けだけしてどうぞということだけやっていても、実際に定住につながってい

きませんので、その辺も改めてきちっとした戦略を持って対応していきたいという

ふうに思っておりますので、また議会の皆さんからもご意見があればいただきたい

と思っていますので、ぜひよろしくお願いをいたします。

〇議長（村瀬 広君） いま実績の数字がとれたと思うんですけれども、いまの副町

長の述べた数字に間違いないですか。

○まちづくり推進課長（寺崎康史君） 間違いございません。

〇議長（村瀬 広君） 岸君、いまの数字で間違いないということで、よろしいです
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か。

○１番（岸 徹也君） はい。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありますか。

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） 来年度の希望者について、いまのところ６件

の方々が申し込みをされております。それで申し添えますが、年齢的にはやはりリ

タイアした６０歳以上の方が多いという傾向がございます。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 先ほど私の方で新しい課が全部所管と言いましたけれども、

全部ではないので、例えば交流的なことに関しては新しい課が担いますので、そこ

との連携をきちっと持ちながら、戦略的なものの視野も入れながら対応していきた

いということでご理解いただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） ８７ページの渡島半島の促進期成会の関係で、ちょっとお尋

ねしておきたいと思います。

ご存じのように、平成２２年のいわゆる民主党政権になってから、北海道開発予

算ががくっと減らされたことによって、道路予算もそれに伴って減らされたことか

ら、国縫道路、花石道路とつないできたこの渡島半島横断道路を、少し方針を見直

した方がいいのではないかということから、維持費の中で改修をお願いした方が早

く行くだろうということから、昨年ですか、小学校の前もやっていただいた経緯が

あるわけなんですけれども、大分世の中も変わってきておりまして、これから北海

道新幹線が札幌延伸になったときに、長万部、あるいは八雲から高速道路を使って

この瀬棚線に流れてきてもらって、物流のスピードアップを図るとか、農産物の付

加価値を高めるとかといったときに、やっぱり道路網を中心としたインフラ整備と

いうのは、必ず必要なときがまた来ると思うんですよ。いままでは、そういうこと

で当面は棚上げした形にしてあるんですけれども、開発の中には、まだ渡島半島横

断道路という計画路線の中には、そのまま残っているわけなんですけれども、地元

の八雲道路事務所あたりでは、もう既にこの渡島半島横断道路については、工事は

完了したものだというふうに、その所長、所長によって違うでしょうけれども、そ

のように答弁されている所長も居るものですから。その辺、本当にこの高規格道路

についての整備は諦めたのかどうなのか、その辺のところを答弁願いたいと思いま

す。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 私の方から答弁をさせていただきます。

ここにありますように、基本的には、いま徳田議員がおっしゃったように、私が

町長になってからは、進捗度が非常に厳しい状況になったということから、少しで

も早く実現できるということで、１．５車線という一つの提案をしながら、とにか
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く真っすぐにしてくださいということで、進捗度を高めていただいた経過があるわ

けであります。

現在も含めてそうでありますけれども、ここにある名称の組織はまだ存続してお

りまして、基本的には、３町の町長、議長の構成している組織であるわけでありま

すけれども、書面総会でもって進めて、基本的なスタンスは、いま、徳田議員がお

っしゃったように、いまの情勢を考えた場合には、非常に難しい情勢にあるし、新

たに新しい規格の道路が、延長するような道路が実現は難しいということを含めた

方向づけをいただいているわけであります。先ほど言ったよう、せたな、今金、長

万部含めて、重要な箇所をまず最優先して整備してもらおうということの方針をし、

私的にはそれなりに着々といま国縫地区の方を含めてやっていただいているわけで

ありますけれども、進捗度は他の方から含めれば非常にスムーズに行っていただい

ているなという思いがあります。

実は、私も北海道の道路の促進協会の会長代理で、いま、会長なんですけれども、

すべての要請書、すべての打ち合わせ、調整の中には、この道路の名前、きちっと

載っけております。なくなるということは、決してあってはならないし、その中で

の現道整備という中で進めさせてもらっているなと。

これ、進捗度を高めるためにはどうしたらいいかということでありますけれども、

私もそういう立場はありながらも、地元の声も上げるわけでありますが、国全体的

には、今年度の新年度、２９年度道路予算につきましても、少しく道路と農業の関

係については、農業の基盤整備については数字が上がっております。あとは軒並み

下がっているわけでありますけれども、その中で、新しい道路については、ある程

度予算がつくわけでありますけれども、一番大きな課題が、この瀬棚線にも影響す

るわけでありますけれども、補修費、改修費、維持費がなかなか数字が上がってい

かないと。この数字を上げていただかなければ、こちらの方に手をつけるような状

況にならないので、そのことについては、何とかお願いを申し上げたいという要請

をしております。

去年も含めてそうでありますけれども、３町の町長で開発等々含めて要請をし、

最優先する入り口、出口であるところも美利河峠から下の道路についての整備をお

願いしているわけでありますけれども、その進捗度をこれからも高めていきたいな

と。

せたなはせたなの方で、丹羽地区を含めて、いま大きく線形改良してもらいたい

という声を上げておりますので、そこについては、まだ、河川がありますので、ち

ょっと手をつけられない状況にあるわけでありますけれども、その辺の動きは、私

としては、非常に流れ的にはいまこの手法の方が望ましいだろうと。

多分国として、徳田議員おっしゃるように地域高規格道路という形の中でやると

すれば、大変なボリュームになりますし、多分ルートの選定でもって相当大幅な期

間も要するだろうし、事業費も要するだろうと。実現性の難しさというのは当然あ

るだろうと。私どもとしては、いち早くスムーズな道路が開通することを望んでい
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るわけでありますので、いまのところは、線形改良含めて、箇所づけの整備をして

くださいということで、これからも進めていければなと。

改めてその辺の確認は、常々とっていかなきゃいけないという部分があるわけで

ありますけれども、整備促進について努力をしてまいりたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 町長のおっしゃることは、よく理解をしているつもりでおり

ます。しかし、なかなかこれ時代が変わってくると、やっぱりその必要性というの

もだんだんだんだん出てまいりますし、いま、この北海道新幹線ができたときに、

どう、それじゃ、この瀬棚線のアクセスをよくしていくのかということを考えたと

きには、やっぱり高速道路の必要性というものは当然また出てくると思うんです。

町長は、北海道の道路期成会の会長でもございます。ですから、ひとつ置き土産

に、この渡島半島横断道路の道筋をきちっとつけていただければと思いますけれど

も、その辺いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 鋭意努力いたします。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） ８８ページの住民活動推進費、この中においての報酬費はよ

ろしいんですけれども、委員の定数が昨年から見ると２名ずつ減になっているんで

すけれども、減になったその要因といいますか、お知らせをお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君、どちらの、両方ともですか。

○５番（芳賀芳夫君） 両方とも２名ずつ前年から見ると減になっているんですが、

その要因を。

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） 総務財政課で財政を立てる段階で、これの表記の仕

方を統一をしました。というのは、報酬を支払っている実人数で記載をしていると

ころもあれば、例えば条例定数で記載をしているところもあったりして、ばらつき

があったものですから、今年度から実際報酬を支払いをしている、予算上ですね、

報酬を支払いしている人数で統一をした経過でありますので、多分いまおっしゃっ

ているのは、ふるさと創生支援委員会の委員の関係かなと思うんですが、記憶に間

違いなければ、去年は多分１０名だった思うんですけれども、そういうことで実人

数で統一をさせていただいたという経過であります。

〇議長（村瀬 広君） 芳賀君。

○５番（芳賀芳夫君） それはわかりました。

ちょっと感じたのは、まちづくりの基本的な情報提供の大きな場なのかなという

ふうな認識を持っていました。というのは、前回、としべつの方からも、高齢者の

一番のいま不便性を感じている部分として、まず入浴の問題であるとか、あるいは

買い物だとか、さらには病院に通院する交通手段の問題だとか、そういったことが
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末端の方では非常にシビアな問題になっていると。そういった部分の情報を収集す

るためにも、やはりここの人数というのは、できるだけ多くするようなこともやは

り大事ではないのかなというふうに思っていますけれども、その辺はいかがでしょ

うか。

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） 芳賀議員がおっしゃっているのは、安全で住

みよいまちづくり推進協議会の委員のことであると思いますが、これにつきまして

は、主たる事業が、交通安全を始めとする連絡協議会のようなものでございますの

で、いま現在１５名の委員を委嘱しております。そういった形で、この１５名の、

条例では１６名以内となっておりますが、１５名の委員でもって今後も継続したい

というふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） この組織的には、町長の方が設置した部分があるわけであり

ますけれども、議員おっしゃるように、安心で安全というのは、全体が網羅できる

わけであります。個人の委嘱じゃなくて団体を、さまざまな関係する団体を網羅し

て、福祉団体含めて、ＰＴＡ含めて、あと公の組織含めての組織体でもって情報交

換をすると。さまざまこういう取り組みをしている、あるいは、今後こういうよう

な大きな課題があるんだということの情報交換の場である、共通認識を図る場であ

るわけであります。

いかにして、そこできちっとした情報を出していただくことによって、すべての

組織が関連がありますから、そこで共有しながら、ぜひ持ち帰っていただいて、啓

発なり情報を提供してくださいということをしておりますので、いま、議員がおっ

しゃっているような部分、そういう組織も入っておりますので、きちっと広くまず

は周知していただけるような形の取り組みをしてまいりたいと思います。

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） 先ほど委員定数の予算書の表記の関係で答弁をいた

しました。中で報酬を辞退される方に触れましたけれども、報酬の対象となってい

る方の人数ということで、表現の方がちょっと誤っておりましたので訂正をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。

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） 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。１１３ページから１３３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。１３４ページから１４４ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） あったからんどでお願いをいたします。
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現在ある温泉井戸から、さらにもう１本井戸を掘るということでお話をいただい

ております。この場所というのは、下に温泉鉱脈があるんだろうなと思っているわ

けですけれども、その辺、掘ってみなけりゃわからないと言ったらそれで終わりで

すけれども、いかがですか、可能性としては。

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） これにつきましては、確実にというようなこ

とは言えないかと思いますが、おおよそ私が業者から聞いている限りでは、１００

０メートルも掘れば、そこの温泉の水脈に当たるというふうに聞いておりますので、

この辺の一帯の話ということで認識しています。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） かなりの確率で出るんだろうなと思いますけれども、この

場所というのは、温泉が出たからあったからんどという施設整備がされた場所だと。

温泉が、このままでいくとほかの方法で、これは公衆浴場になっていますから、ほ

かの方法、いわゆる加温しながら水道水と、こういうことには恐らくならないと思

いますから、ぜひ１０００メートルが出なかったら１５００とかっていうのもある

かもしれませんけれども、できるだけ努力をしながら、いまの現状、温泉という、

公衆浴場とはいえ、町民にとっては憩いの場となっているわけです。ぜひ、そうい

う意味では期待をしていますので、よろしくお願いしますというのと。

同時に、このあったからんどとても、将来この施設を含めてどうなんだという多

分議論にもなろうかと思います。平成、たしか７年にここが開設をされているとい

うふうに記憶があります。もう２２年です。これも将来のことを考えると、建物自

体、いわゆる躯体を含めてどうなのかなということもありますから、温泉の井戸も

そうですけれども、建物も含めて、将来の考え方でもあればお知らせをいただきた

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） 山崎議員の質問にお答えしたいと思います。

温泉は、無尽蔵では当然ないわけでありまして、そこにはざまざまな波がありま

す。浅ければ浅いなり、深ければ深い、北海道的にはいろいろなところで、以前か

ら話されていますけれども、マックスで１５００掘ったら確実あるんだというよう

な話も聞いているわけでありますけれども、何とか、いま、課長がおっしゃったよ

うに、さまざまな事業者含めて、現況、いま掘っているわけでありますから、１０

００メートルくらいに脈があるということですから、そこに期待をしたいなと思っ

ていました。

そういうことから、現在は温泉水を活用した公衆浴場という形になっております

けれども、以前からもさまざまな議論が当然ありまして、私としては、いま構想を

練って、新しい課の中でも具体的に、いま議員がおっしゃったような方向に向けた

具体的な検討をしたいと思っております。

それはどういうことかといいますと、いま、町長として描いておりますのは、一
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つはこの温泉を、現在、温泉であって温泉ということを表記していないんですね。

あくまでも公衆浴場という形の中でしているということが、一つ大きく課題があり

ます。ですから、隣のホテルの方にも温泉という言葉を使わないでくださいと、隣

には公衆浴場という言葉を使ってくださいということで、これはもうお願いしてこ

んにちまで来た経過があるわけであります。

もう一点、今後の方向性含めて、議論しているところの美利河も含めてそうであ

りますけれども、種川も含めてそうでありますけれども、新しい課の中では、この

温泉の所管をするわけであります。観光等々含めたり、交流含めたりの部分含めて、

私の方で職員の方にお願いし、指示をし、この２年間かけていままで若手を含めた

さまざまなアイディアなんかもいただきまして、改善なんかも含めているわけであ

ります。

それは何かといいましたら、あったからんど交流促進センターという名前なんで

すね。決して公衆浴場を限定するものではないんですよ。その名称にふさわしい体

系に持っていきたい、持っていきましょうということで、もう既に発信はしており

まして、そのアイディアとして、いろいろな動きがいま少しずつ出てきているわけ

でありますけれども、そこで大きくネックになるのが、公衆浴場でなくしたらどう

なるんだという部分が当然あるわけでありますけれども、これも私は解消したいと

思っておりました。公衆浴場じゃなくて、温泉ということを銘打って、やっぱり交

流センターにふさわしい機能に持っていきたいと。

温泉と公衆浴場の違いというのは、議員さん方も当然ご存じだと思うんですけれ

ども、公衆浴場は公衆浴場法に規定されて、料金も大体統制の料金があるというこ

とのたががはめられているわけでありますけれども、それ以外は、別に何もないわ

けです。

温泉はあくまでも温泉ですから、別に冷泉であろうと何であろうと、ここには規

定がないわけであります。問題は、どこの自治体も引っかかっているのは、公衆浴

場と温泉の違いは、温泉と名乗りを上げると、入湯税がかかるわけであります。入

湯税は地方税ではありますから、町村で決められるんですよ。この事例を考えてみ

ても、あるところは、それは国の方では大体入湯税は１５０円くらいを目安にして

という言葉しかないんですよ。もっと高く取っているところもあります。無償にし

ます、町としては無償にしています。国の法律の中では、入湯税は使い道が限られ

ているんですよ。さまざまな施設の管理だとか、運営だとか、そういうものに供す

るために、環境を保持するために使いなさいということで、基本的には入湯税の使

い道を限定して入湯税という言葉になっています。

それを、今金町で例えば温泉にした場合は、当然利用者は１５０円ぐらい増える

わけですから、金額を幾らにするかは別にしても、その分をどう配慮するかでもっ

て十分私は可能性があるだろうと。

そんなに多額なお金を要しないとすれば、温泉という形の中で、そうして重要な

のが、先ほどの美利河の指定管理ではありませんけれども、いまのところは業務委
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託でもって管理委託をしているわけであります。民間の力をいただいて、交流の促

進を図るためのさまざまなアイディアだとか、さまざまな事業展開をしていただく

と。そこに温泉を活用しながら進めていくということで、施設全体のことを考えた

場合には、私はもう指定管理も施設と位置づけて、そういう方向性に持っていって

しかるべきではないかなと。そこで事業展開をすることによって、指定管理者はど

んどんどんどん事業量を上げていただくことによって、指定管理の町からお願いす

る部分も少し軽減されていくだろうと。

何よりも町民の方が、あるいはそれ以外の方も多くの利用をしていただくという

ことを考えた場合に、私はそれが必要ではないかなということから、考え方として

は、いま、内々の中では話をしておりまして、その方向性にぜひこの機会、温泉が

出た暁を含めて、これに取り組む段階から、いまそういう考え方をぜひ示してまい

りたいなと。

随分さまざまハードルがたくさんあるわけでありますけれども、私としては、そ

ちらの方向に持っていくべきと。いつまでも管理業務だけという形では、これから

の施設はあり得ないだろうと。やはり指定管理ができるものについては、民の力を

いただきながら進めていく、これはずっと以前から町民センター含めてそう、あっ

たからんど含めての指定管理に向けたご意見というのはいただいているわけであり

ますから、そちらに向けて努力してまい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） 新しい考え方というのは、常にこれ想定をして取り組んで

いかなければならないということでは、築２２年ですか、あったからんどの将来と

いうのは、いま、一つの考え方が示されたと思います。

指定管理者を受けていただけれるのであれば、さまざまな指定管理者による営業

というのはできるわけですから、ぜひ大いに検討いただきたいと思う中では、一つ

だけ、やはり公衆浴場と温泉という中で言うと、いまいう入湯税が１５０円程度と

いうことになると、料金の値上げの話がある。いま４３０円ですか。公衆浴場法で

いうと、金額はもう決められております。これが町民の中では、あれ温泉パスポー

トって言っていましたっけ。温泉って表記ができないのであれば、温泉パスポート

もちょっとどうかなと思うんですけれども、そういう優遇している施策もとってい

るわけですよ。ですから、当然そういうところも十分に配慮をしながら取り組んで

いただかなければならないことだと思う。

今度は逆に、温泉と表記しても公衆浴場ですから、いまは公衆浴場と言っても温

泉の意味合いがあると。ですから、そういう変更するというか、変わっていく部分

では、しっかりとした説明と、それから町民に対する理解をもらわなければならな

い。その中でも一番大きいのは、やっぱり料金がかかわってくる。それは本人もそ

うだし、付き添って行ったらって、いろんな施策をとっていますから、その辺のと

ころも対応していくという考え方でよろしいですか。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。
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○町長（外崎秀人君） そこまで取り組もうという姿勢の私の中には、先ほど言った

ように、地方税でありますから、この町の裁量権でできるわけでありますので、そ

ちらについては転嫁しないように、高く転嫁しないような形の中で、町民の多くの

方が利用できると。

そして、健康増進になる要素が非常に高いわけでありますし、加えて交流という

部分のキーワードを当然持つわけでありますから、そこの可能性として合致できる

のであれば、私はその辺を今金町としては減免にして、いまのスタンスを守ってい

くことを基本として考えていきたいなと思っていました。

〇議長（村瀬 広君） 他に衛生費の質疑ありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 私からもちょっとあったからんどについて、いま、町長から

もお話があったのでお聞きしたいと思います。

２７年の１１月ですか、若い者たちを中心にして、これからのあったからんどの

あり方について検討しようじゃないかということで、３カ月ほどかけてアンケート

をとったり、あるいはニーズ調査したり、いろいろと話し合いを持って、町長、副

町長に提言がなされたと思います。

大変いいことだし、どういう意見が出たのか我々にはまだ聞こえてこないんです

けれども、まとめの中でいいことだけでも、予算の関係で取り組めないものとか、

あるいは取り組みたいけれども制度上の問題があって取り組めないとか、いろいろ

なアイディアに対して出た答えがあると思うんですけれども、まず、その提言を受

け取った感想と、今後これらをどう生かしていくのか、その辺についてお答え願い

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） 徳田議員のおっしゃったとおり、若手の役場

職員でプロジェクトチームを組みまして、利用者にアンケート、あと町内の旅館業

に対しても聞き取り調査を行いまして、どういったことがあったからんどにとって

望ましいのかということを数カ月かけて検討をしました。

その結果につきましては、ある時点で議員さんにもお伝えしていたかと思います。

その中で、何点か実現できた点がございます。それは、一昨年度ですか、要望書と

してあったからんどの入館時間を延長してほしいという要望がございましたので、

それについてもアンケートをとりまして、夜の時間の延長よりは水曜日の休館日を

午後から、通常１時から開館するというような時間の延長に結びつきました。

もう一つは、アメニティグッズ、シャンプーとリンス、せっけんをボトルで用意

しまして、それで利用者の利便性を図ったということが、意見の反映とつながりま

した。

そのほか、いろんなアイディアがありまして、例えば月に１回イベントを開催し

てはどうかというような意見もありまして、検討に入っていますが、いま現在、実

際にはそこには至っておりませんが、そういった月１回の町民が交流できる日とい
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うようなことを今後も引き続き検討させていただきたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 新しく役場へ就職して、恐らく業務以外でみんなで話し合っ

て一つのことに向かっていったというのは、恐らく初めての方もいらっしゃったと

思いますし、非常にこの方々にとっては、いい経験をしたと思うんですよ。

よく昔でいうと奉職という言葉を使ったものですけれども、いまの人方には、そ

ういう言葉っていうのは合わないそうで、私は古い人間ですからあれですけれども、

いまそこまで束縛する何物もないわけなんですけれども、やっぱり役場で採用して

いただいたら、まずまちを好きになってもらう、まちを愛してもらう。そして、そ

の中で自分たちのやったことが、一つでも実になっていくと、ああ、こういうこと

を私のまちはすぐ取り上げてくれるんだというふうに、何かやる気を持たせる、そ

ういう意味でも、私は大変いい企画だったと思うんですよ。

残念ながら、予算の関係でできないものもあったでしょうけれども、今後やっぱ

りこういう形というのは、これからの美利河にしても、あるいはこれからできるで

あろう体育館にしても、図書館にしても、こういう若い人方の意見をどんどん取り

入れていって、そして、みんなでこのまちを守っていく。そのためには、どういう

施設が必要で、どういう施設になっていったらいいのかという、そういうことを大

いに話し合いができるような場づくりといますか、そういうところも必要でないか

なというふうに感じたところでございます。

せっかくこうやって若い人方が一生懸命やって出した答えですので、ぜひそれに

こたえるようなことを、ひとつこれからも上の人は考えてい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） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） ありがとうございます。あったからんどにまつわって、プ

ロジェクトをつくらせていただいて、前に報告もさせていただきましたけれども、

町長が、いま、あったからんどについて自ら手を挙げて熱く話されましたけれども、

その根本には、若い人たちのいろんなアイディアも酌み取ってのことでありますの

で、そういう意味では、本当に入って１年から３年目の職員が、トップと、それか

らグループでいろいろ重ねて論議したものを直接伝えて、町長から感想をもらった

りというのは、非常にいま言われたとおり士気の上がることであります。

私もこの任をいただいて、職員の一体感というのは、やっぱり昨年の災害のとき

にもすごく感じました。なかなか役場だからって、チームで動くっていうことはあ

りそうでないんですよね。災害が起きると、職員というのはやっぱり使命感を持ち

ます。町民のためにということで、まずは自分たちのことは置いてやろうという意

識に立ちますので、すごくいいことだなというふうに思っております。

先ほど言われたとおり、これからいろんな財政のかかる大きな公共施設もありま

す。財政計画もあります。それから、いろんなプランニングなんかがありますけれ
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ども、やはり担っていくのは、多分その年代が直面することがかなり多いと思うん

ですよね。全くかかわっていないと、多分あの人たちがつくったとか、おれたちは

かかわっていないんだということになってしまいがちですので、かといって、２０

人も３０人もの会議を開くというのはなかなか難しいですから、いろんなグループ

をつくってというふうに考えておりますし、それから、その頭をとるのは補佐、主

幹クラスというのも一つの手かなというふうに思っております。

いずれにしましても、まちの町職員というのは、住民の皆さんにとっては事務局

でありますので、すべてが完璧ではありませんけれども、住民目線でいろんなこと

ができるように、皆さんからはときどき足りないというご指摘を受けますけれども、

間違いなく次につないでいくという視点と、人材を育成をしていくという視点を根

底に置きながら、いろんなものに取り組んでいきたいというふうに思っていますの

で、今後ともぜひそれぞれの立場でご助言をいただければというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） これはいただいております。だけれども、これに対する結果

ていうものが、我々には知らされていないんですよ。ですから、その辺のところを

やっぱり追跡調査でないですけれども、これはこういうふうになって、これはこう

いうふうになりましたよというのを、議会にもお知らせいただけると。じゃ、なぜ

こういうことなのにやってあげられないんだというような、議会としても、この姿の

やりたいということを後押ししたいという気持ちもありますので、その辺のところ

を生かしていくようにしていただきたいと思います。答弁要りません。

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） 衛生費の質疑を終わります。

午後２時３０分まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時１７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。

５款労働費の質疑を行います。１４５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。１４６ページから１６４ページです。

村上君。

○８番（村上忠弘君） １５１ページの産業基盤整備支援事業で、これも２７年から

スタートしたわけなんですけれども、こちらの参考資料の方ですか、これは一応事

業年度が２７年から３０年と区切られているんですけれども、去年は、要するに２
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７年のときには、時限を切らないでやると、予算は補正をつけてでも取り組むとい

った話が、２９年度からは、残りあと２９、３０と２年になってしまったと。その

経緯について、まずお聞きしたいと思いますが。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） この産業基盤整備促進支援事業につきましては、町

の単費事業であります。単費事業につきましては、通常農業予算であれば、３年程

度でほとんど見直しを図って、そのあと廃止するのか継続するのかという見直しを

図るようなことをしております。

ただ、いま言われましたとおり、当初にこの産業基盤というものにつきましては、

年次を区切っておりませんでした。ただ、それがいつまでやれるかということもあ

りましたので、再度内部で協議いたしまして、３０年度までということで４年間や

るような形になると思います。

実績を言いますと、２７年度、２８年度、件数ですが、２７年度では６３件、２

８年度は９４件、１５０件程度あります。さらに、今回２９年度に向けた説明会と

いうか相談会を受けました。その中でも１００名を超える人数もありましたので、

ほぼある程度２９年、３０年やると、我々が思っていた、いままで例えば直したか

ったけれども直せなかったとか、更新したいものができなかったというものが、す

べて整備できるのではないかなというふうにある程度考えておりましたので、３０

年で一度区切らせていただきたいというふうになりました。

よろしくお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） この支援事業、農家にとっては大きく恩恵を受けて喜んでい

たわけです。このまま行くと、３０年で終わりだと。３０年以降の考え方というか、

その取り組みというのは、もし持っているのであればお聞かせ願いたいんですけれ

ども。

当然、持ってもらうようなことをやっぱりとってほしいというふうに思うんです

けれども、いかがでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 経過については、いま、担当課長からお話をしたとおりで

あります。

ただ、その際に早目にといいますか、相談会的なものをきちっと持って、農業者

の皆さんには早目に情報を提供して、知らなかっただとか、ずっとあるものだと思

っていたということのないように配慮をしようということで伝えてあります。

それから、どんな施策でもありますけれども、特に単費事業については、町長の

政策事業といいますか、ある意味町長の私は政策事業だと思っておりますので、そ

うなりますと、町長の任期については平成３０年度でありますので、町長自身もそ

ういうことで、村上議員が言ったとおり、それ以後も、例えば必要だとかそういう

状況があるとなれば、やっぱりそういう状況も考えなければならないと思いますけ
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れども、どんな事業もずっと続くということではありませんので、一定程度の検証

をするためにも、一定の年度を持ちたいということで考えておりますので、経過も

踏まえてご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） だからそう思って、これ当初、２７年の９月にそういう概要

説明があって、その年の１２月定例会で補正を組んでやってきた中で、そのときに

私は聞いたはずなんですよね。これ本当に年次切らないで大丈夫なんですかと。そ

のときに聞いたときには、いや、大丈夫ですという返事をもらっていたにもかかわ

らず、３０年で終わりっていうふうに参考資料の中にはうたっているんですよね。

であるから、これはやっぱり農業政策の振興事業として大事なところだというふ

うに思います。それでなくても、全体予算の６％しか農業予算というのはとられて

いないんだから、やっぱりこれからそういった部分の振興策という部分で、もう少

し先の農業を救済できるような施策を、いまからやっぱり考えて準備しておいてほ

しいというふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 議員、当然すべてそうでありますけれども、国の制度、政策

なんかも、１年１年で当然変わるわけで、情勢、状況を見て考えていかなきゃいけ

ないかなと思っていました。

政策をつくる場合、新たな制度をつくる場合については、それ相応の将来を見越

したさまざまな政策を打つわけでありますけれども、ただ、それも短期、中期、長

期という視点を持たなきゃいけないと思うんですね。事業はいつまでもありきとい

う認識は、私はとってはいけないと思うんですよ。都度、都度、情勢を考えなけれ

ばいけない。

ですから、去年の台風でもそうでありますけれども、台風のための対策をとるに

しても、従前の制度を使うのか、新たなそのための制度を使うのか。一回つくって

しまうと、やはりそれがずっといってしまう。それはあくまでも災害のための制度

だったわけですけれども、受ける方としては、ああ、あれでまた受けれるんだから、

また同じような形で取れるだろうと。

これは、非常にルールづくりって難しいんですね。情勢も当然変わるわけであり

ます。ただ、一つのルールが同じようなルールで、例えばこのルールというのは、

わかりやすいと、支援の率、補助率、３分の１だとか、３０％とか、３割だとか、

あるいは何ぼを上限にする、下限にするだとか、そういうルールというのは、いつ

までも永遠に同じような形で持っていけるか。あるいは、拡大しなきゃいけないと

きにも、同じようなルールで踏襲していくかというようなことの当然議論はあるだ

ろうと思っています。

そう考えた場合に、あともう一つは、町の方も担当含めて、私も含めて、この事

業の本当の必要性を感じているところがどのくらいあるのかというのは、将来推計

までいかなくても、短期、短期でもって事情聴取をしながら、件数的なものを含め
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て可能性含めて、やっぱりチェックしていかなきゃいけないと。それに基づいて、

どういう形をとっていくかと。

ただ、この事業が、いまこれからやろうとしていることにふさわしい事業なのか

どうかというようなことも、やっぱり大きな課題も出てくるだろうと思っています。

いま何よりも重要なのは、この政策の部分の中で、いま、国営基盤整備やっており

ます。それと見るからにすばらしい圃場整備ができているわけでありますけれども、

だれが考えても、いま持っている機械の中で従前どおりの作業ができるかといった

ら、相当、それに追いつかないくらい規模が大きくなるわけでありますから、それ

に向けたＩＣＴ活用、スマート農業と言いますけれども、そちらに向けた支援をど

うするんだと。あれもこれもという形にはなっていかないだろうと。

そう考えた場合に、一定程度やっぱり精査をしていかなければいけないと。そし

て重点化をしていかなければならないとすれば、いまある制度、施策についてもき

ちっと見直しを図っていくということの積み上げをしていくことが必要ではないか

なと。そう考えた場合に、いつまでもということにならないし、実際さまざまな事

業を補助を使いたいなという計画を持っている方々についても、やっぱりその判断

基準を、目安を３年の中で、２年の中で、１年の中で、その後の計画期間を過ぎた

中でやるのかどうかという、一つの大きな目安にもなるだろうと。いつまでもある

という認識を持たれるということについては、世の中の動きの中ではついていけな

い情勢もあるので、計画性を持ってもらうためにも、あるいは財政の計画を含めて

そうであります。

何よりも重要なのは、私どもがいつも言っております、総合計画の範囲の中で裁

量権を発揮しながら進めているわけです。それを超えてやるということについては、

全体の総合計画の策定含めたり、議会の承認をいただきながら、方向性を持たなき

ゃいけないわけでありますから、何をとっても、やはり期限というものが当然ある

わけでありますから、ぜひご理解いただければなと。

いま言っているところについては、総合計画の範疇内でおさめるような形の中の

取り組みになるだろうと。そういうことから、総合計画、あるいは基本計画、実施

計画についても、早目早目に手を打ちながら、そういう声を反映しながら取り組む

という姿勢を持たなければいけないという認識を私ども持っておりますので、ご理

解いただけばと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 農業振興についてお尋ねをしたいと思うんですけれども、

行政執行方針の中にもあります、第７次今金町農業振興計画の後期計画が始まる。

この中に、重要なことが書かれている。いわゆる外的要因に影響を受けるという。

外的要因の影響をものすごい受けるんです、農業は。今金町にとって基幹産業は農

業だということは、これは昔から言われているし、自他ともにそうだというふうに

認めるわけですけれども。あるいは天候により、さらには市場動向により、その外
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的要因を受ける中で、これをどう克服していくかということで、農業振興予算が私

はあるのだろうなと思うんです。それをローリングしながら、いろんな可能性を探

るということは、私はこれ大事なことだし、ここのところは評価をするわけですけ

れども。

例えば、いま国が進めるいわゆる大規模化だとか、それから輸出に重きを置くだ

とかっていういろんな方法をとられていますけれども、例えて言えば、酪農畜産で

言うと畜産クラスター事業という大きな事業がある。これは大規模化を進めるため

に国費を投入しながら、生産性を伸ばしていくということですけれども、いかんせ

ん、当地区においては、地理的要因もあるし、それから個別の経営規模もある。ど

うも事業の取り組みがしづらいということが現実、この二、三年ありました。

やっぱり農業振興、特に酪農、畜産のことを考えると、このことを利用する、活

用しながら将来に向かって生き残るということが必要だと思うんですけれども、そ

のところのまず見解をお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） いまご質問ありましたクラスター事業について、あ

と畜産全般についての考え方でありますけれども、いまご指摘のとおり、この二、

三年なかなか思うように進まないという実情があります。我々どうしたかといいま

すと、まず、クラスター協議会はありますけれども、その下に実際に実務をしてい

る実務レベルの関係団体、町も含めた農協だとか関係団体の職員、それから各部会

ですとか和牛改良組合の実際の農家の人を集めた中で、検討会というのを設けまし

た。

その中での目的は、ある程度部会なり和牛振興会がありますので、その中で統一

した意見が出れば、その中でクラスターを進めていきたいという思いがあって、２

８年度、４月からやったんですけれども、なかなか統一した意見にならないと。こ

れについては、アンケート等でもいろいろとりますと、極端に規模を拡大したい人

と、現状のままの人と、それから少しずつ減らしていきたいだとか、そういうそれ

ぞれの思いが違うというか、方向性が違うわけでありまして、それを一緒くたにす

るのはちょっと難しいだろうというふうに考えています。

それで、今後２９年度に向けては、実際に拡大したいなら拡大したいだとか、現

状のままでもこういう課題があるだとか、そういうふうに小分けといいますか、小

さな協議会のようなものをつくって、そこでできることは何かということを探って

いきたいなというふうに考えています。

ですから、その中の一つにクラスター事業があれば、クラスター事業も使いたい

ですし、ほかの道費の事業ですとかほかのものもあれば、そういうものもできるよ

うな形に持っていきたいなと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 具体の事例については、いまのようなことが想定をされる

というのは理解をいたします。それをどう進めていくかということ。農家個々にお
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いても、意識、考え方が全く異なることが多くある。それを、じゃ、すべてを同じ

考えで規模拡大なり法人化なり、これから必要と思われる取り組みをすべて一斉に

できるかといったら、多分無理だと思う。そうなったら、じゃ、それできないから

やめるかということには、私はならないと思う。そこを意欲を持った方にどんどん

生産を伸ばしていただくようなことを考えていく支援がどうできるか。

さっき言ったように、外的要因に対して、さまざまに対応できるようにというこ

とで、農業振興予算、きめ細かな振興予算が出ているというのはさっき言いました。

しかし、これからもしかしたらこの地域の中で先導的な役割を担うような大きな経

営体、大規模化、さらには法人化、さまざまなこれからの農業の生き残りをかけた

動きが、まさにいま動こうとしている。今金町として、それをどうリードしていく

かという、これは農業者の問題だと言ってしまえばそれで終わりなんですけれども、

当然生産があることによって、今金町にとっても、さっき言った基幹産業という位

置づけができるわけですから、ですからその辺のところを、町長いろいろお考えの

こととは思いますけれども、いま喫緊の課題として上げられるのは、やはり国の支

援がなかなか当たらない、支援に該当しない事例が多く見られる。これに対して、

どうこれから取り組んでいかれるのか、考えが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） 私の方の行政執行方針の中にも出ておりますように、これは

もう、去年、おととしあたりから、随分私、声高らかに言っている言葉があるわけ

でありますけれども、先ほどから言っているように、あるいは国の制度、政策とい

うのが一つのベースになるわけであります。

それよりも何よりも、農業を例にとった場合は、自分の努力で自助努力でもって

何とか農業をやっていくのかどうかという視点。レベルをちょっと上げて、町の支

援の範疇の中で農業経営をやっていこうかという努力の視点。もうちょっとレベル

を上げて国、北海道レベルのさまざまな補助制度、支援制度ありますから、それを

活用していくのかというレベルの問題。

やはりもっともっと大きくするとすれば、議員おっしゃるように、さまざまな国

の施策でもって３０％アップだとか、クラスターを含めたそういう事業を取り込ん

でやるのかどうか。この判断というのは、それぞれの経営体でもって、経営者の視

点としてまず持たなければいけないと思うんですね。その中に当てはまって、どう

何を拾っていくか。あるいは相談を受けながら、どういう支援体制を持ちながら努

力していくかということが、重要な選択肢のスタートラインに入ると思うんですよ。

国はとにかく流れが速いし、動きも速いわけであります。私は常々お願い申し上

げておりますように、国の農業支援に対する視点は、明らかに変わってきておりま

す。幾ら北海道が、今金町が、道南が、家族経営を主体とした農業振興だと胸を張

って言っても、それはもう実態としては変わらないわけでありますけれども、何と

しても国の方は、そういう個別の個体としての農家個々への支援体制というのは、

もうとっていくことは不可能だと。個人支援というのは難しさがあるよと。それを
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広域性という、公共性という視点を設けた場合には、グループをつくって、それは

組合だろうが協会だろうが、いわば法人化みたいな形の中にとるとすれば、広域的

な要素があるので、一般国民の方も十分承知していただけるだろうと、そういうこ

とにもう切り替わってきておりますので、これはもう紛れもない事実であるわけで

ありますから、これに向けた対策をとっていかなければならない。

その場合の一つの大きなベースは何かといったら、生産性をまず上げるというこ

と。所得を上げるということの全体的な考え方を持った基本計画を持たなければ、

絶対支援は当たらないよということは、もう決まり切って言われるわけであります。

ですから、ハードルはハードルでだんだんだんだん高くなっていくわけであります。

そうすると、クラスターを例にとって見ても、今金町のレベルの中でクラスター

の点数がとれるか。基本の数字がないものですから、そこからそもそも、もう３０

点行かないわけですから。今金は一生懸命努力しても。そこから幾ら個別の農家が

すごい事業計画を考えても、１０億くらいの事業を考えても採択にならないんです

よ。まち全体、地域全体でもって、そういうものは構想がなければ。

そうすると、私はよく言いますけれども、今金、せたな、多分、長万部、八雲入

れてようやく一つ取れるか取れないかだと。そういう状況を踏まえれば、そこに向

かった一つの視点をまず持ってくださいと。すぐには、多分法人というのは非常に

難しい要素がありますけれども、ただ、法人のつくり方もさまざまあると思います。

これは随分勉強会もしているわけでありますけれども、今度ちょっと目を離します

と国営で基盤整備をやっております。私は、これを機会に農地の利用法人をつくっ

てくださいと。経営はなかなか難しいでしょうと。農地の利用法人をつくって、そ

こでさっき言った大きな機械とか何かを導入する受け皿としてやっていくことは可

能性あるよと。酪農・畜産を考えても、機械利用組合みたいな形の中での可能性が

あるとすれば、それに取り組んでいくといったものを勉強していきませんかという

話をさせていただいて、まずはそこをどう考えていただくかというのが重要だと思

います。

もう一点は、先ほどから言ってるように、それぞれの経営の方向づけと経営体の

考え方を含めて、どの辺の支援を受けながらやっていくかということが非常に重要

でないかなと。

もう一点、大きく様変わりしたのは、今金町で行っている国営基盤整備は水田の

基盤整備、利活用だったんですよ。それも完全に方針が変わってきました。基盤整

備をやっている。本当は米をつくりなさいという基盤整備なんですけれども、実際

国の最高レベルの方々は、そうでないんだと、もっともっとフル活用してくれと。

米でなくてもいい。いつかは米をつくれる状況になるわけだから、そこにメガのハ

ウスでもぼんぼんつくって、そこでとにかく儲けてくれと、生産性を上げてくださ

いという方向まで来ているんです。

何を言わんとしているか。その言葉は必ず出ると思います。高収益作物という言

葉を使っているんですよ。高収益作物っていうのは、いままでは米だ何だって使う
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と、国では必ず補助金を出すんです。補助金で奨励したんですよ。作目奨励という

のが、補助金を一定程度の期間限定して支援するんですよ。もうそれはしないと。

だから、儲けるのであればどんな作物をつくってもいいから、高収益作物。要は補

助のつかない、バックがないやつをどんどんどんどんつくってくださいという言葉

に、あちこちの要綱に書いているのはそこなんですね。それに基づいた基本的な考

え方をやっぱり持っていかなければいけない。というのが１件あります。

あと、今金町、私のスタンスとしては、この間、議員おっしゃるような形の中に

何とか取り組んでいきたいという思いがありますので、国会議員を含めて、私の外

崎提案をしております。今金町バージョンの提案をしております。それは、余りに

も規模、レベルが高いわけでありますから、クラスター事業でも何百万円事業、何

千万円事業、小さいレベルのクラスター事業、億単位のクラスター事業、そして、

１０億以上の大きなメガでやっているところの、道東とか向こうの方でやっている

ような規模の大きいところの、その段階を踏んださまざまな支援体制のレベルに合

わせたような支援体制はとれませんでしょうかという提案をしているわけでありま

す。

先般、北海道農業農村の振興会の総会が、役員会がありまして、そこに道の担当

課長も来ていただいて、私がいま会長代行をやっているものですから、そちらの方

で振って、その辺のお話を聞かせてもらいました。これも議員おっしゃったように、

いま、そういう大きな補助ありきでもって進める、それも重要でありましょうけれ

ども、やっぱりレベルが、規模が小さくなるとすれば、いろんな補助制度が多分あ

るはずですから、ぜひ個別でこの事業、本当にやりたい事業はこれなんですと、ク

ラスター全体の事業の中のこれなんですというものをピックアップしながら、相談

にぜひ来てくださいと。ぜひ乗ってくださいというアピールをこれからもしますし、

我々もさせてもらいたいと。その中には、何かしら支援できるような形がとれるの

ではないかという話をいただきました。

昔は、補助金ありきでなくて、逆引きってあったんですよ。この事業をやりたい

ので、何かないかなと探していったらこの補助金があると。逆引きってあった。最

近、私も随分言ってきました。ようやくそういうのが出てきたんです。この事業を

やりたいので、何か補助金ありませんかと。クラスターやりたいんですけれども、

補助金ありませんかといったら、始めからだめ。規模が違うと。この事業をやりた

いんですよ。畜舎を改築したいんですよとやると、逆引きでいくとこれも補助で拾

えるよと。そういう個別の多分提案、個別のやっぱり要請をしながら、補助をいた

だいてそれを力にしながら進めていくという手法に切り替えていく必要があるので

はないかなと。重々私もその辺の思いを持っておりますので、ぜひそういう取り組

みをこれからもしてまいりたいと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 町長の考え方というのは、すごくわかりやすいところだと

思います。農業者にとっても、支援がなければ経営ができないというのは、これは
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本意ではないわけですよ。自立できればいいんですけれども、これ最初に言ったよ

うに、外的要因が余りにもあり過ぎる。特に北海道っていう、この土地柄を考える

と、積雪、寒冷、１年のうち半分しか土の姿が見えないという中で、どう１年分の

生活費を稼ぐかという。その中で言うと、非常に難しい中で、これは開拓当時から、

このこととの戦いだったというふうに思います。

それが、いま、技術の向上、それから環境の変化によって、少しずつよくはなっ

てきている。しかし、まだもう少し自立できるまでは力が弱いというのが現実です

から、ですから、何年もやっている振興予算、これは都度成果を上げていると思い

ますから、これはこれとして考えていただきながらも、いま言われたような個別の

そういう大きな発想、この地域にすれば大きな発想、これは十勝、それから根釧、

あちらに行ったら、とてもじゃないけど小さいなと言われても、この辺にすれば規

模が大きいなと。でも支援も何もなかったらできないなと、ここのところに今金町

が手をかける。

それから、今金町だけじゃなくて、もしかしたら広域で、いま、町長が言ったよ

うに、せたな、八雲、長万部、こういう広域の中で大きな事業をどんどん持ってこ

れるということも、私は可能性としてはないわけではないと思いますから、ぜひそ

の辺のところを、今金町、道南、檜山北部、農業振興という大きな観点から、ぜひ

力を出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） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 同じような話になりますけれども、議員がいまおっしゃった

ようなスタンスを当然持たなきゃいけないと。

加えて重要なのは、農業者にしても、国有の基盤整備で大体、言葉は悪いんです

けれども、そんなに負債がなくて、歳も７０も来たしリタイアしようかなという可

能性のところも、やっぱりなきにしもあらずなんですね。でも、私はそういう方々

にも声をかけられるのは、国有の基盤整備をやることで、農地はずっとすばらしい

農地があるわけですから、いつまでも経営者であり続けられるよと。それはコント

ラクターだとか、さまざまものを入れながら、そして、農地の利用法人をつくれば、

その利用法人の一人として経営にもかかわっていけるし、さまざまなノウハウも生

かしていくことが可能ではないでしょうか。ぜひ、その辺に向けて、ただ単なるリ

タイア、歳だからやめるんじゃなくて、もっともっといままで、議員がおっしゃっ

たような、さまざまな歴史の経過の中でここまで育て上げた部分があるわけですか

ら、将来にきちっとつながるような視点を持っていただければなというお願いして

いるところです。

もう一点、非常に国も、道もそうでありますけれども、町はなかなかそういう視

点は持てませんけれども、とにかく新しいアイディアで、こういう取り組み、新し

い取り組みということについては非常に敏感です。あそこもやった、ここもやった、

ここもやった、ここもやったらモデルではなくなるんですよ。全部やってしまった

らモデルではなくなる。国は、モデルケースとしては随分支援体制をとりやすい環
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境にあるんですよ。まずやってみよう、応援しますよと。それがもう全国津々浦々

にあったものについて、いや、うちもやりますからとなったら、それはなかなかそ

の辺の応援態勢はとれないという、薄くなる可能性ありますので、やっぱりその思

いというものを早くに打ち出していただいて、何とかモデルケースになるような、

そういう経営体の思いなり、あるいは私が言うところ利用組合なり、法人なりの形

を見せていただきつつ、向かっていただくような環境もこれからつくっていただけ

ればなと。

加えて、いまも今月最終的に農業振興計画がまとまるわけでありますけれども、

それにも根強くその思いなんかも、法人化に向けた文言もきちっと位置づけながら、

これからそちらに向けた指導もしていかなければいけないのかなと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

向井君。

○４番（向井孝一君） １６２ページの林業費の中身についてお尋ねをいたしますが、

先日、森林組合の総会に出席いたしまして、昨年の台風による風倒木の処理につい

ては、国の方で３年間搬出の助成をしてくれるということなので、ほっとしている

わけですが、幸いにして、またトドマツ材のたまたま国営の事業で、チップにする

ということで、これまた幸いなことにすばらしいタイミングだなと思っております。

いま、やはり町有林、それから民有林含めて、森林組合を中心としてそういう事

業を起こしていくわけですけれども、その中で、処理後の町有林の植樹について、

どういう樹木を選ぼうとしているのか、それをちょっとお知らせいただきたい。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） 民有林において、昨年測量だとかして、今年既に国

の補助を使いながらやるところに関しては、ミズナラを植えるというふうに聞いて

おります。

それで町有林につきましては、いまのところトドマツをやるような予定になって

おりますが、その状況に応じて考えていきたいと考えております。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） トドマツ材というのは、生育は早くても３０年後に伐採でき

るんですが、３０年後のことを考えたら、トドマツを利用するというのは、果たし

て正しい判断なのかと非常に疑問なもので、例えば住宅リフォームの中で、カラマ

ツ材に対しての助成措置をとっているわけですよね。そういうことを考えると、カ

ラマツを植樹して将来に備えるといった方が、私は行政としては正しい判断かなと

思うんですが、その辺の考え方をお聞きします。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） 樹木につきましては、いまのご意見もありましたの

で、今後協議して決めていき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） 向井君。
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○４番（向井孝一君） もう一点ですね。いま、森林作業員が高齢化をした中におい

ても、今金町の数少ない事業所に八雲町からも若い人が来ているんです。山仕事に

ね。そういう中で、やはり若い人に聞くと、いやでないかと言ったら、いや、そん

なことないと。それは賃金の問題にあるだろうなというふうに思うんですけれども、

そういうことを考えた場合に、行政として森林組合、今金町は単独でやっていて、

事業が成り立っていると。そういうことを考えたときには、積極的にやはり森林組

合に対する後方支援、そういうものもやっていって、地元の若い人もそういう仕事

を選択しながら地元に残れるというようなことを進めていくべきと思うんですが、

その辺の考え方をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 産業振興課長、川平君。

○産業振興課長（川平秀明君） 作業員につきましては、大変若い人が入ってきてい

るというのは承知しておりました。若干、いまの現状では、町といたしましては、

一部森林作業員の就労条件整備事業というもので、本当の一部ですけれども補助し

ている部分はあります。

ただ、これですべてが間に合っているかというと、そうとは思っておりませんけ

れども、ただ、今後そのような形のものが必要かどうかというのは、ちょっと検討

なりしていきたいなと思っていますし、いままでそういう要望のようなものという

のが森林組合としても一度もなかったものですから、今後ちょっと考えていきたい

なと思っています。

〇議長（村瀬 広君） 他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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。１６５ページから１６８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。１６９ページから１８０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。１８１ページから１８２ページです。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 水槽付消防ポンプ自動車の購入ということで、提案があっ

たようであります。これは自賄いということでは、今金町が装備として用意をする

ということだと思います。

これによって、今金町にはたしか２台の水槽車があったと思うんですけれども、

これで水はどのくらい現場で用意ができるというふうになるんですか。

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） 今回購入する水槽付消防ポンプ自動車には、

水槽容量が５，０００リットルございます。それで、いま現在２台ある、ご指摘の
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とおり２台ありますので、総量で２万５，０００リットルの水があります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 一朝有事の場合には、いままで２台の体制で交互に水をく

みながらということもあったようであります。町内でも、残念ながら年明け、火災

によりお亡くなりになられた方がいたり、それから、最近テレビで出ていましたけ

れども、防災ヘリが墜落をしたと。この救急、それから消防等に関して、人命、財

産を守るという最前線で仕事をされる方々というのは、危険がつきまとっていると

いう現状は、我々が見ていても、想像していても、それもはるかに超えるような危

険な状況だというふうに思うんですよ。

今金町も消防に関しては、それぞれ装備をいろいろしているわけです。もしでき

れば、装備一覧のような、車両等の一覧でもあれば、のちでいいですからお知らせ

をいただければ、うちのまちはこのくらいの装備をしているんだということで認識

できますから、それをまずお願いできればと思います。

それから、当然職員の皆さんは、もう本当に命をかけながら、我が身も省みず活

躍をされているということでは、敬意を表するわけですけれども、装備に関して、

もし必要なものがあれば、これはもう適宜準備はしているとは思いますけれども、

最近はいろんな装備が出ているようであります。たまに聞くのは、例えば火災、そ

れから災害の現場では、ドローンっていうんですか、上空からカメラで見ながら現

場を一目で把握するだとかという、そういうものもこれからは恐らく、自賄いとい

うことであれば、町が考えればできることですから、そういうものも導入しながら。

それから、それぞれ救急に関しても、救急救命士の資格を取りながら活躍されて

いる消防の皆さんいるわけですから、士気の高揚を図るためにも、ぜひそういう装

備なり資格の取得なりということで進めていただきたいと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） 車両を始めとする装備一覧につきましては、

会期中に一覧表にしてお渡ししたいと思います。

なお、新年度実施事業の概要の３５ページに、消防団員の防火衣ということで、

今回更新するということもあわせてご報告いたしたいと思います。

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） いま、ご質問の中で、ドローンの活用の件が話題と

して出ました。総務財政課の方で所管をしておりますが、職員の研修の関係の予算

がありますが、その中では職員が自らグループをつくって、企画をして、行政課題

を見つけてそれをテーマとして視察に行くというような予算の使い方もできるよう

にしております。今年度、いまおっしゃっていただいたようなドローン、全国的に

さまざまな活用の仕方がありますので、例えば防災のことであったり、あるいは測

量関係であったり、あるは場所によっては農業的には農薬散布だったりとか、いろ

んな活用の仕方がありますので、関係課、消防も含めてですけれども、今回の視察
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に行ってきた経過がありまして、静岡県の焼津市の方に行ってまいりました。今後

どのようなことでそれを行政的に取り組んでいくかということは、こののちのまた

検討になりますけれども、事例としてそういう取り組みもいまあるということで、

まずはお知らせをしておきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 先進地視察をされてきたというのであれば、話は早いと思

います。いま言ったドローンっていうのは、私は使ったことないんですけれども、

非常に汎用性が高いということでは、今金町にとっても活用の道というのはかなり

あるんだなというふうに思うんですよ。ですから、消防だけじゃなくて、各分野に

おいてこれが活用できればというふうな気もしますから、ここで入れますというの

はなかなか言えないかもしれません。これ資格の問題もありますから、それから航

空法の問題もあるようですので、それらも調査研究しながら、ぜひ早急な取り組み

がほしいなというふうに思うんですけれども、再度いかがですか。

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） 私どもがいま所管をしている、そういう職員の研修

制度、これも先ほど言いましたが、その時々の課題を見つけ出してということがあ

りますので、少なくともいまおっしゃっていただいたような活用の仕方は、かなり

広範囲に及ぶものだというふうに思いますので、条件整備の部分がまだ、いまおっ

しゃっていただいたように資格の関係ですとか、それから航空法上の問題ですとか

さまざまありますけれども、そういったこともとらまえながら、今後の方策につい

ては引き続き検討させていただ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。１８３ページから２１０ページです。

向井君。

○４番（向井孝一君） １８８ページにコミュニティ・スクール運営等事業というこ

とで、新規事業で予算計上されております。この事業概要は、常任委員会でも説明

があったわけなんですが、やはりどうもＰＴＡ活動と、これは同僚議員からも質問

があったんですが、ＰＴＡ活動と重複する場合、ＰＴＡ活動は無報酬で活動をして

いるわけでございまして、このコミュニティという部分での委員が何名なのかわか

りませんが、この人たちというのは、ある意味、日当とかそういうものが出るとす

れば、若干のぎくしゃくしたようなことが起きないかなという心配があるんですが、

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、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 向井議員のご質問にお答えいたします。

いまの質問の内容につきましては、既存のさまざまなＰＴＡだとかの活動の部分、
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これについては無報酬であるのに対して、この学校運営協議会の委員については、

報酬も払うことが可能というような規定の中で、その辺のバランスの問題について

ご質問いただいたと思いますけれども。

コミュニティ・スクール、学校運営協議会そのものにつきましては、いま、既存

のさまざまＰＴＡの活動ですとか、あるいは学校評議員としての活動であったりだ

とか、そのほか地域住民の方がさまざまな形で学校にかかわりを持っていただいて

いるもの、これをすべて断ち切るものではなくて、それぞれの活動については、必

要に応じて今後も継続をしていただきながら、そういった、いまはそれぞれと学校

がかかわっている形になっているんですけれども、学校運営の最終的な意見の集約

の場として、この学校運営協議会委員の皆さんに集まっていただいて、最終の確認

だとか協議だとかをしていただくというような流れでございますので、いまある活

動をすべてなくした中で新たなものをつくるということではありませんので、まず

そういったご理解をいただければと思っております。

なお、私どもの規則案として出しているところにも触れておりますけれども、一

応非常勤の公務員という扱いで、責任を持った発言をしていただかなければなりま

せんので、いま現在、今金小学校、今金中学校でお願いしております学校評議員と

いうのがあります。これは学校の活動に対して、校長の諮問機関として意見を伺う

ために指定しているものでございますけれども、これらの報酬が、いま、会議１回

当たり２，０００円ということになってございますので、これにベースを合わせた

形で、学校運営協議会の委員さんについても、これからそれぞれ委嘱されていくわ

けでございますけれども、会議１回当たり２，０００円ということで考えてござい

ます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ２０２ページ、ピリカ旧石器文化館、この部分において、２

９年度においてはリニューアルをすると。内装の方を中心にするという話でした。

パネルであるとか映像コーナーの一新をして。

私、やっぱり美利河地区、美利河地区に限らず、今金町の本当に重要な観光資源、

文化資源だと思っていますので、まず、その２９年度リニューアルをして、昨年度

もしているようですけれども、リニューアルをして、その後どのようにこれを国内

外まで含めてなのか、どういうアピールをして盛り上げていきたいんだという、ち

ょっとそういう話を聞きたいなと思うんですけれども。

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） 岸議員のご質問にお答えをいたします。

昨年度、いまご指摘のありましたとおり、まず外装の部分、外壁等のリニューア

ルをさせていただき、平成２９年度につきましては、内側の方のリニューアルとい

うふうになっております。

特に展示の部分について、力を入れてリニューアルをしようとしております。非
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常に貴重な石器類の展示やガイダンスを行っているわけでございますけれども、小

さなお子さんから高齢者の方まで、非常に幅広くご来場いただいております。そう

いった中では、専門性も確かに必要なんですけれども、いまの展示そのものが、余

りにも高度なレベルにあるといいますか、専門性の高い表現がされているような展

示でありまして、なかなかお子さんたちに理解がしづらい、強く興味を引いていた

だけるような形になっていないということですから、さらにこれからは幅広い年齢

の方に、あの石器の重要性だとか意味合いだとかをわかっていただきたいというよ

うな形の展示に変えていきたいと思っています。

また、こういった時代でありますので、いま画像映像もやっておりますけれども、

もう少し精度の高いものということで、その辺の見直しもしてまいりたいと思って

おります。

また、全国的に文化財についてはネットワークがありますので、そういったとこ

ろをつなぎながら発信もしていきたいと思っておりますし、昨年度は全国規模の史

跡にかかわる大会が函館市で行われました。今金町も旧石器文化館を持っておりま

すので、そこの実行委員として入らせていただいて、その全国大会に来られた、さ

まざまな本当に学者の先生であったり、政治的な動きをされている方だとか、多く

の方にもバスに乗っていただいて、美利河をご紹介するような機会もいただいたり

しております。

そういったことをどんどんどんどんやっていきたいと思っておりますし、昨年は

さらに札幌のチカホと呼ばれるところで、これは全道のこういった史跡を持ってい

るような市町村が一緒になってイベントを組んだのですけれども、チカホで縄文人

に扮して、いろいろと石器だとかそういった昔の暮らしに対する紹介をしたり、あ

わせてそれぞれが管理運営しているような施設の紹介も複数回にわたって行った

り、あるいは、うちの学芸員は、本当に全道各地に呼ばれて飛んで歩いております。

それぞれ本当に広い範囲で、ピリカ旧石器文化館、あるいは美利河の遺跡の重要性

だとかについてＰＲ活動を行っておりますので、今後ともさらに幅を広げながら、

努力をしてまいりたいと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） いま局長がおっしゃったことを、とにかくしっかり実践して

いただければ、すばらしいものになるんだろうなと思いますし、あと先ほど国内の

部分においてのＰＲも含めて、何か工夫をこらして美利河という名前というのも、

かなりブランド力もありますので、そういった部分で本当に期待をしている施設だ

なというふうに思います。

あとは、中にいる職員の方も一生懸命やっていまして、もちろん学芸員の方は専

門的な知識、知見ありますので、お話も上手。その方には劣るという言い方ではな

いですけれども、一生懸命それはやっていますので、中にいる職員の方々も、その

辺もしっかり研修なんかもしていただいて、本当にいつ来ても、営業している期間

というのは限られているのでしょうけれども、いつ来ても楽しめるような施設だと
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思いますので、ぜひ強くアピールをしていただければなというふうに思います。

あと、ちょっと内容が変わりますけれどもよろしいですか。

次は、奨学金のところです。

〇議長（村瀬 広君） 参考資料ですか。

○１番（岸 徹也君） いいえ、予算書で何ページでしたか、奨学金の部分あります

よね。１８８ページでも奨学金という一つ文言が出ていますけれども。この予算書

の参考資料だったら１１０ページですよね。

今金町の奨学金の基金の運用状況ということで載っているんですけれども、これ

もう少し具体的に、貸付の何か条件的なものをざっくりと教えていただければと思

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） いまのご質問についてお答えいたします。

奨学金の貸付金の制度の内容についてということだと思います。

予算参考資料の１１０ページの方には、現在の基金残高の状況、それから貸し付

けの状況について記載がされておりますので、その部分についてはこの資料をご覧

いただければと思います。

まず、貸し付けの内容でございますけれども、今金町に住所を有するご家庭のお

子さんが進学する場合に、一定程度の金額をそれぞれの学校の内容に合わせて金額

の上限を定めて貸し付けをしているところでございます。大変申しわけありません。

詳細を書いたもの、条例に書いてあるんですけれども、ちょっといま手元にござい

ませんので、記憶の中でのお話になります。正確なものについては、のちほどまた

ご報告したいと思いますが。

上限金額については、月当たり３万円だったように記憶をしてございます。それ

で毎年１回、その学校への入学が決定した段階で、貸付金の申し込みを受け、年度

明けたところでその奨学金の貸与審査委員会を開催させていただいて、貸し付けに

対して適任かどうかという審査をさせていただいております。

これにつきましては、経済的にやはり支援が必要な家庭を中心になるべくお貸し

したいということでありますので。定義については余り厳しい条件を設けておりま

せん。最終的には、返済の能力が見込まれるというところが貸し付けの審査のポイ

ントになろうかと思っておりますし、その借り受ける人間についても、その返済を

する方についても、学生、当事者でありますので、そういったところを原則にして

お貸ししているところでございます。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） ありがとうございます。いろいろ経済的にも厳しいと。しか

し、進学をして何とか学びたいんだと、そういう方々に対して手を差し伸べるとい

う、そういう部分だと思うんですね。条例もしっかりあると。

これ、条例もあるものですから、それに沿ってもちろん今後も進んでいくという

ことになるのでしょうけれども、いま、昨今いろいろ学校、大学に行くにも大変お
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金のかかるものですから、卒業してから、要は借金というか、奨学金の返済の部分

関して大変苦労していると、そういう報道なんかも多いものですから、例えばこう

いう部分に関して、給付型というものを、いまこの時期に来月からどうのこうのと、

そういうことではないんですけれども、何かいままで議論の中で、給付型を今後と

いうような何か話があったのかどうか、あれば何か教えていただきたいと思います。

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） まず、先ほど記憶をたどりながらというとこ

ろにつきましては、資料が届きましたので、正確な数字をまずお答えしたいと思い

ます。

まず、高校、専修学校の高等課程等へ進学されるお子さんにつきましては、月額

１万５，０００円、これは国公立の場合。私学の場合には２万円というのを限度に

してございます。

また、専修高校、専門学校ですね、こちらに進むお子さんにつきましては、月額、

国公立で２万円、私学で２万５，０００円、それから短大へ進む場合には、国公立

で２万３，０００円、私学で２万８，０００円、それから４年制の大学へ進む場合

は。

〇議長（村瀬 広君） 局長、もう少しマイクに近づけてお願いします。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） すみません。４年生の大学へ進学される場合

には、国公立で月額２万５，０００円、私立で３万円以内。

それから、さらに大学院へ進学される場合には、国公立で３万円、私学で３万５，

０００円以内ということで、上限額を決めてお貸し付けをしております。

また、後段ありました部分につきましては、教育委員会の中でも委員の皆様方か

ら、国の動向等からもそういった取り組みが出ておりますので、今金町の支援策と

しても今後の検討課題として意見が出ているところでございますが、まだそういっ

た具体的なことに方向を決めたとか、決定したというようなことになっておりませ

んけれども、議論には上がっているということでご理解をいただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 議論に上がっているということで、そこはしっかり私も見守

っていきたいなと思いますけれども、例えばそういった給付型にしたとして、今金

町内に戻って、数年、８年、１０年とか籍を置いていただければ、何かそこが免除

になるとか、さまざまなそういうやり方というのは、私あると思いますので、そこ

は教育委員会の方では考えているということなので、ぜひそのことも含めて検討し

ていただければなと思います。

〇議長（村瀬 広君） 答弁はいいですか。

教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） いま、岸議員の方からいろいろとご意見いた

だきましたことについては、引き続き教育委員会の中でも十分な検討をしてまいり

たいというふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと思います。
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〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

村上君。

○８番（村上忠弘君） 教育費の中に、小学校も中学校もスキー授業のリフト使用料

が今回計上になっていないと。そういった部分で、スキー授業に対する考え方につ

いてお聞かせください。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 村上議員のご質問にお答えをいたします。

これは美利河スキー場が、平成２９年度のシーズンからいまのところ使用できな

いというところに関連しているところでございますが、以前から町長の方針の中に

もありますとおり、スキー授業についてはやめるという方向性は一切持ってござい

ません。何らかの形で、これは継続をしていきたいと。ただ、具体的にどこでどの

ような形でということがまだ決定されておりませんので、それをもって予算化して

いきたいということで、今回はあえて当初予算から削除をさせていただいていると

ころでございますので、その点でご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 総合体育館、図書館についてお尋ねをします。

きょうの会議の前に、冒頭資料をいただきました。工損調査と、それから地質調

査の結果であります。若干説明はいただいたんですけれども、いかんせん素人だと

いうことでは、説明を聞いた中でどう判断したらいいのか。いわゆる１１メーター

くらいから支持層に当たるという、そういうお話だったと思うんですけれども、こ

れって地盤いいととっていいんですか、悪いととっていいんですか、どうなんです

か。

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） 私の方からお答えさせていただきます。

今回の建物については、支持杭で支持層に建物をもたせるという方向の調査でご

ざいます。杭の支持地盤の地耐力の調査ですけれども、建物がＮ値５０が出るまで、

資料にありますように地質調査をしたという結果でございます。

深さを、これはいろんな文献等で言われておりますけれども、５メーターから１

０メーター確認せよということになっておりますので、今回６坑のうち５メーター

支持地盤５０ニュートンを確認したのが５坑で、それを超えてから支持地盤が抜け

てしまっては困るので、１坑だけ、Ｂの５坑というところが１０メーター確認して

ございます。

○１０番（山崎 仁君） 地盤いいのか、悪いのかさ。

○公営施設課長（安達雄一君） 地盤がいいとか悪いとかではなくて、あくまで今回

の調査は建物をもたせるための調査でございますので、支持地盤はいいということ

になります。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。
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○１０番（山崎 仁君） 申しわけない。素人なので聞き方がまずかったかもしれま

せんけれども、体育館、図書館については、設計委託もあり、実施設計、いわゆる

実施予算も今回は出てきております。何点かお尋ねをしたいので、よろしくお願い

をしたいと思います。

今金町では、公共施設等総合管理計画が出されました。これは今回３月議会に向

けて、２月に私たちの手元に届いたもので、２９年度から３８年度ということで、

いろんなデータが載っております。

まず、この公共施設等総合管理計画をつくるようにという、国からこのことが発

出をされたという。いわゆる新しくつくるより賢く使うと、そういうふうにここに

書いてあるんですけれども、この２６年４月に発出をされているんですけれども、

いま、体育館、図書館は実施予算まで出てきているということは、この計画の管理

の中には入っていないということになるのだろうと思うんですよ。この理由をまず

お知らせをいただきたい。

もう一回言いますか。

この資料によると、２６年４月、内閣府総務省が主導となって、地方公共団体の

すべてに対して公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進についてが発出をされ

たと。これが２６年４月に、いわゆる今金町は聞いているということなんです。確

かに２カ年を使って、２８年末までに管理計画をつくりなさいという、これはすべ

ての地方自治体がつくるものらしいんですけれども、この管理計画をつくりなさい

と言われている最中に、管理計画の中にあるはずの総合体育館、図書館が、実施に

向けて動いている。いわゆる管理計画の外にあって進んできた話だということ。こ

のことはどういうことなのかということを、まずお知らせいただきたい。

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） 計画の策定に至った経過は、いまおっしゃっていた

だいたとおりであります。

そもそも国の方の要請に基づいて今回策定をしたという流れでありますけれど

も、何の事業もそうですが、始まりの時期が、決してみんなが一斉にそろうという

ことはまずないことであります。例えば４ページ見ていただくとわかりますとおり

に、位置づけとしては、公共施設等総合管理計画の枝出しといいますか、その下の

項に位置づくものとすれば、例えばここにあるような町営住宅の長寿命化計画です

とか、もろもろのものがありますが、こういったものは先に、先んじて策定がされ

ていたものでありますけれども、そことの連動性を持った中でということがありま

す。

それから、この計画自体のいわゆる公共施設等と言われるものの範囲、これにつ

いても、５ページで規定をしておりますけれども、いま言われるような総合体育館、

図書館、そういったものも当然としてこの計画の中に含まれているということであ

ります。たまたま建て替えといいましょうか、建設に向けた時期と、それから計画

の策定が終わった時点がタイムラグがあるということであって、この計画の中に位
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置づけられるべきものだというふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） そうですね。この計画の中に、管理計画の中に確かに入っ

ています。

時系列で考えた場合には、総合体育館と図書館、総合体育館については、最終的

に２５から２６年度、図書館については２７から２８年度、これは総合計画上では

こうなっているということ。

２４年の１１月に関係課による改修についての協議をした結果、仮置きとして総

合体育館、中学校、給食センター、役場、消防庁舎、図書館という仮置きがまずさ

れたと。順番がこのようになったと。

２５年３月に、耐震診断の義務化があったと。そののちに、２５年１０月、町有

公共施設営繕検討委員会において、総合体育館は部分改修としていたが、新耐震化

基準が運用となり、改築を視野に入れる。それから、図書館建設が単体になっても、

体育館併設も検討すべきという意見が出る。これが２５年１０月。

２６年の４月に、さっき言った総務省からの管理計画をつくってくれというもの

が発出をされたと。２６年４月。そののち、２６年５月に、ですから発出をされた

１カ月後に耐震診断の結果報告があって、アリーナ棟にあっては倒壊の危険性が高

いと。最も厳しいから緊急の対策が必要と診断され、その６月、議会にこのことが

説明をされた。改修から改築にかじを切りながら、改築に向かう手続や補助金の模

索を行っていくことを言明する。この時点で、議会としては聞かされたわけですよ。

いわゆる管理計画、ここ一番最初に言いました。新しくつくることから賢く使う

ということを考えたら、この時点で、当然総合体育館もこの管理計画の中に入って

いるんですから、すべての中で、じゃ、どうするんだということをもう一回やるべ

きだったなという気もするんですよ。管理計画をもとに、これからの１０年間の施

設改修、改築をどうするかという順序立て、それからどのくらいお金がかかるか、

財政計画も含めて当然考えていかなきゃならないと。

ところが、これ議会も同意をして、私も反対はしていませんから、体育館、図書

館については、説明をいただいたとおりで進んできたんですけれども、ここに来て

から、この管理計画を見たときに、あれ、ここでこれだけの費用かかったら、あと

が大変だなと、これ単純な考えですよ、そう思ったんですよ。ですから、これがど

うなのかなということになった。

もう少し言わせてもらえれば、将来の今金町はどうなんだと。この管理計画の中

に載っているわけですよ。人口は３，８００人、いわゆる社人研が２，８００人と

言うものが、町の努力によって３，８００人になる。当然これは、人口は減るのだ

ろうなという気がする。それから、前にいただいた財政シミュレーションを見れば、

いま５６億円の基金が、体育館、図書館をつくり、そののちに中学校の改築をする

と、たしか３０億を切れるぐらいまでになる。３２年だったと思いますけれども。

そうしたら、基金をこれだけ取り崩しをしながら、二つの施設、体育館、図書館、
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それから中学校をやると、もう基金が半分になってしまう。そうしたら、人口も減

るし、基金も減るし、この後に改築が求められるものが、これを見ればたくさんあ

るわけですから、この先どうなるっていう心配は、いましなきゃだめなんですよ。

だから、この管理計画を考えたときには、体育館、図書館の改築もそうですけれ

ども、これも入れて、じゃ、どうするという話し合いをした方がいいと思った。こ

の辺はどうですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） まず、賢く使うことへの転換、文字では確かにいま

こういうことで計画の中にうたい込まれましたけれども、この考え方は、以前から

今金町の公共施設の管理の部分では生きてきていると思います。むやみやたらに更

新をするとか、改修をするとかということではなくて、やはり長寿命化といいまし

ょうか、そういう精神を持って施設の方は整備をされてきたというふうに思ってお

りますので、まずそこのところが一点だと思います。

それから、２６年の４月はあくまでも国が公共団体に要請をしたというところの

スタートですから、実際に策定をして、策定が終わったというのがこの２月という

ことになりますので、そこのところのタイムラグは、先ほど申し上げたとおりぜひ

ご理解をお願いをしたいと思います。

総合体育館も、先ほど言いましたように、図書館も含めてですけれども、この計

画の中に当然として読み込まれるものでありますので、先んじて計画がされていた、

例えば基本計画、実施設計、いわゆる建て替えに関するような動きのところについ

ては、今回のこの計画策定に当たっても、いままでの経過を踏まえて策定をした内

容になっておりますので、そこのところもぜひご理解をお願いしたいと思います。

それから、先ほど基金の残高のお話もありました。確かにシミュレーションをす

れば、必要な施設の維持改修、それから更新、建て替えも含めてですけれども、当

然として目的を持って積んできている基金もあるわけです。公共施設整備基金です

とか。ですから、当然いままで蓄えてきたものを、目的を果たすために、その必要

な時期に必要な額を支出していくというのは、これはいままでの積み重ねの延長線

上であって、むやみやたらに基金といいましょうか、それを使い込むということで

はありませんので、そこのところもぜひご理解をしていただきたいと思いますし。

それから、基金も当然財源として活用しますが、例えば国や道の補助金ですとか、

それから起債、これも普通の単独債ではなくて過疎債ですとかもろもろの交付税措

置されるようなもの、こういったものも財源として活用していくということの方向

性を持っておりますので、単純に基金のここ数年の残高の推移だけを見て、将来の

財政に危機感を抱くというところは、ちょっと当たっていないのかなというふうに

思っておりますし、当然として、平時の運用の中では、基金の償還額よりも、新た

な起債の借り入れはなるべく抑えるというような方針でずっとやってきておりまし

た。ですが、例えば今金小学校のときのように、その時々に投入しなければいけな

い施設があれば、当然そこのところは、その年の償還額よりも多くはなりますけれ
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ども、平時においては、極力償還額を減らしていくような方向の中で財政運営をし

てきているという経過もありますし、こののちも同じような考え方を持って進んで

いきたいというふうに考えておりますので、ぜひご理解をお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 課長ね、基金の残高というか基金の推移、これを私たちは

安易に見ているわけじゃなくて、これを参考にしながら話をしなかったら、ないん

ですよ、ほかに資料は。ですから、これを安易に見て推測するなとか、すれとかっ

ていうのは、私たちはこれ、数字を見て話をしているんです。そのための財政シミ

ュレーションですよ。

ですから、この裏に何があるかなんて、私たちは考えませんよ。このことを見て、

将来どうなるんだという、その判断しかできないんですから。ここのところは、課

長、ちょっと私たち議会と、私、議員ですけれども、認識が違うなという気がする。

私たちは、出てきた数字を見ながらこれがどうなのかということを判断しているん

ですから。これが将来どうなるかというのは、ここにも書いていないし、私も想定

していない。書いてあるだけのことを言っているんです。

それから、いままでも賢く使っていたというのは、そのとおりなんです。全くそ

のとおりです。今金町は他に例を見ないだけの基金残高を持っている。これは何か

といったら、やっぱりみんなが努力してきたんですよ。我慢をしながら、賢く使っ

てここまでやってきたから、これだけの基金が残っている。これはもうみんなが認

めるところです。ですから、そこのところは私も敬意を表する。この財政運営の仕

方っていうのは、本当にすばらしいと思う。

しかし、ここでどうなのと聞くのは、これは議員として当たり前のことですよ。

ですから、だれもいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、私たちは議決行為のの

ちには説明責任が発生するというのは、これは先日どなたかが発言した話です。だ

から、そこのところはどうなのと言ったら、私が理解できるように答弁してくれれ

ばいいの。私が納得するというよりも、理解できるように。そういうことなんです

よ。

できれば、この管理計画の中に入っているというのであれば、確かに年次計画を

立てて財政は大丈夫だとやっているんだろうとは思うんだけれども、管理計画に入

っているのであれば、これも含めて、だってこれを見ると、老朽度合いというのは、

役場施設が一番古いんですよ。この管理計画を見ると、体育館、図書館についても

確かに古いことは古い。しかし、もっと古い施設がある。

これは合同委員会でも話をしたんですけれども、役場庁舎は、これ大丈夫ですか

という、もうここですよ。ここがもし何かあったときには、職員の皆さんもそうだ

けれども、これ町民が訪れていたら町民もそう、だれもいなくても夜警さんはいま

すから、そういう中で、じゃ、災害対策本部、もしそんなことがあったらどこにつ

くるんだと。町民の情報というのは、全部ここに集まっているわけですから。これ

がつぶれたらどうするんだという、この心配だって私たちはしなきゃならないんで
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すよ。

だから、そういうことを考えたら、管理計画の中に入れて、私は順番を考えると

したら、やっぱり役場も早い方がいいなという気がする。そこのところの整合性は

どうなのということで、いま質問したんだけれども。前段私が課長に言った見解の

違いというのは、それは私はそう思っていますから、まだ違うと思ったら言ってく

れればいいし。でも後段の部分についても、議員としては必ずそこのところはクリ

アしなきゃならない問題ですよ。ここのところはいかがか、お尋ねをする。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 共有していることは同じだと思います。庁舎も緊急性があ

るものの一つだというふうに認識をしております。

〇議長（村瀬 広君） マイクを近づけてお願いします。

○副町長（中島光弘君） 失礼しました。共有していることは同じかというふうに思

っています。昨日もどこかの場面で関連でお話をしましたけれども、多分このシミ

ュレーションというのは、当然ながらいままできちっと積み立てをしてきたものを

使いながら、基金も充当しながら、備荒資金は余り手をつけないようにというシミ

ュレーションの中です。

ちょっと前のことを言わせていただくと、一番大きいのは文化センター基金です

よ。文化センター基金というのは、１０億近く積んでいたんですから。当時、公共

施設整備基金に積むというふうな町の判断があったときに、議会の方からもっと有

利な備荒資金にということで、いま備荒資金に積んだという経過があります。それ

は時々のいろんな判断だと思います。文化センターも建設をやめて、小学校を先に

して、文化センター的な要素の地域に開かれた学校の使い方をしようということで、

当時、外崎町長が就任してからそういうふうにしたというふうに私は思っておりま

して、今回も、順序で言えば順序どおり、過去から要望のあったもの、それから議

員さんが言われたとおりの経過を踏みながら、報告をしながら、議決をいただきな

がら、時には厳しいご意見をいただいたり、助言をいただいた中でやってきたり、

それから、現に特別委員会もつくっていただきました。つくるときに、議員さんの

方から私が聞いたのは、このままではいろんなことの説明の場だとかね、心配をし

てもやりとりする場がないということで、特別委員会、体育館・図書館の特別委員

会というのができたというふうに思っておりますから。その中で、いろんなご意見

もいただきましたけれども、一定程度の報告があって、今回、財政と防災を考える

特別委員会の中でもご心配をいただいて、体育館、図書館にも触れていただきまし

た。

否定はしません。もちろんそういう心配をするのは当然だというふうに思います

し、体育館も図書館も計画どおり私は進めなきゃならないものだと思っていますし、

中学校も体育館を完成する年にもう実施計画に移らなければならないと思っていま

すし、同時に、いま言われた、これは非常に行政としてはつらいですね。それを言

われると、前に進んでいきません。いつつぶれるかなんてわかりません。だけれど
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も、いま、うちの方が、前にも説明をしましたけれども、例えばこの本庁舎に何か

があった場合については、データ的なものは大丈夫なような配慮をしていこうと。

それから、年数は余り変わりはありませんけれども、町民センターがまずは基本的

な仮の役場を一朝有事のときは担うこともあるでしょうし、それから、少し高いこ

とをいま言われておりますから、町長からゴーサインももらっていませんし、議会

の方にもまだ相談はしておりませんが、目の前にＮＴＴのすごく立派なものがあり

ます。ただ、これはいまの段階では非常に高い値段を提示されているものですから、

果たしてそういう費用対効果だとかいろんなことを考えたときにどうなんだろうと

いうことがあって、まだ町長の判断をいただいたり、議会に説明するところまでの

詰めに至っておりませんけれども、いろんなことは想定をしております。

それで営繕検討委員会を４月に、もともとあるものですけれども、その中で、今

後いま言われたような役場、それから消防もそうであります。それから、もっと言

うと病院なんかも関連性が出てきますので、そこの財政計画、多分いまの財政計画

では物足りないんだと思います。シミュレーションでしかありませんから。もっと

具体的に、例えば想定をしている面積なんかも、中学校はいまと同じ面積でたたい

ていますから。例えば中学校もそこまでは要らないというふうに思っていますし、

もっと重要なのは、ゾーニングもまだできていないんですね、はっきり言って。こ

のゾーニングがきちっとしないと、いろんなものが進んでいきませんので。

ただ、そこで一つ私たちも考えなければならないのは、それは第６次総合計画に

登載をするべきことであったり、時の政権だったり、時の議会の中で詳しい詰めを

してもらったり、第６次総合計画の中で、町民の皆さんの中からもいろんな意見を

いただいて、正式には樹立をするものだというふうに思っておりますので、いま、

この４月から１年間の早い段階でつくりたいと思っているのは、基礎資料というこ

との位置づけの中で、庁舎はどの時期にどの場所に、消防はどうするのか、病院は

どうするのかというような、規模も含めた、それから財政計画ももう少し踏み込ん

だものをつくって、ぜひ町民の皆さんだとか、議会も含めてでありますけれども、

説明をしないと。いまの多分ままだと、大丈夫かということがどうしても先に立つ

というふうに思っておりますので、町長の執行方針の中にも書いてあったとおり、

そこを踏み込ませていただきますので、ぜひご理解をしていただきたいというふう

に思います。

いまの時点で、例えば役場の庁舎を仮に先に計画を持ってくるということは、物

理的に不可能であります。多分、もう２年ぐらい前の段階であれば、例えばいろん

な方法を探るということは可能だったかもしれませんが、現実には、いま国のいろ

んなところに補助申請、それから公営施設課を通じて都市計画の変更をお願いをし

たりということがあって、いまの中では最大限の防災の拠点としての体育館、そし

て図書館については、計画どおり実施をするというのが、管理計画の中に含まれた

趣旨でもありますし、いまの行政の責任だ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。
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〇議長（村瀬 広君） 管理計画は３回質疑終わりましたけれども。質問を変えます

か。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 副町長、そういうこともいままで説明をいただきながら、

でも課題としてはあるよねと。これはもう、いまいみじくも言った２年前だったら

わからなかったというけれども、２年前にこういう情報ってわからないんですよ。

さっき言った管理計画だって、ほかのまちは昨年のうちにもう出しているところが

たくさんある。それが今金町はたまたま３月にずれ込んだことによって、もっと早

く出してくれたら、いま言った、例えば副町長が言ったような、そういうアプロー

チ一つ、今金町の公共施設をどうするというのでもあればそういう話になったけれ

ども、たまたま議論がここになったということですから。ですから、これはいいと

か悪いとか、もう執行権はそっちにあるんですから、やるというのであれば仕方な

い。仕方ないという言い方は変ですね。訂正します。そこのところは理解をしない

わけではないんですけれども。

次、いいですか。

ものすごい心配なことがあるんですよ。昨年の１２月定例会で、図書館の質問を

しました。図書館に図書館事務室という表記があるんだけれども、実際には教育委

員会という説明じゃないですかと、何で表記が変わったんですかという質問をしま

した。質疑をしました。その中で、利用の計画は変わっていないと。当初からのと

おりですという答弁をいただき、ということは、図書館事務室と教育委員会事務室

という表記の違いは、補助申請をするための配慮ですかということを私再質問した。

局長の答弁の中では、中身は変わっていないけれども表記が変わったというのは、

例えば補助申請をする時点での配慮だということで答弁いただいた。

これ、私もよくわからないんだけれども、補助申請をするときに、教育委員会だ

と、さながら教育委員会だとという表現があったんだけれども、教育委員会だと補

助申請がもしだめだと、だめかどうかわかりませんよ。教育委員会と載せるよりも

図書館事務室で載せた方が、補助事業の申請の通りがいいからというふうに受け取

ったんですけれども、これは間違いないですね。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） いまのご質問にお答えをいたします。

基本的には図書館なり体育館を建てるわけでございますので、それぞれに附帯し

た施設利用ということが原則になっていくかと思っております。教育委員会の事務

そのものが全くだめということではありませんけれども、説明上、図書館事務室な

りという説明をした方が、その居室の必要性については説明しやすいということか

ら、申請上の表記に合わせた形で変更させていただいております。

内容的に、そこに社会教育にかかわる人間が居たり学校教育にかかわる人間が居

たりしても、さまざまな教育の拠点になるための図書室がその一つではありますか

ら、考え方としては全く問題はないと思っておりますけれども、やはり補助の審査
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をする側にわかりやすく伝わりやすくというところで、そのような使い方をさせて

いただいているということでご理解をいただければと思います。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） いや、そのわかりやすいようにということが、私たちは理

解できないんですよ。図書館事務室だというのだったら、全部図書館事務室だと思

っているんですよ。ところが、教育委員会事務局が入るというのを、途中で入った

方がいいという審議会で話があって、教育委員会にかけたらそれでいいということ

になったらしいんだけれども、それが実際、じゃ、町民に向けてはどうだと言った

ら、教育委員会事務室になっている。これって、どんなふうに我々は説明できるの

か。

私たちは、教育委員会事務局が入るという話を聞いていた。ところが、実際申請

の段階では図書館事務室になっている。その理由が、さながら教育委員会事務局と

いうとらえ方をされるから図書館事務室にしたと。これ法的に何も、法的というか、

何も問題ないんだったら、教育委員会事務室でよかった話だ。どうしてこうなった

かというのは、いまの答弁では理解ができない。

だから、どうなんですか。補助申請をするためにそういう表記を使ったというこ

とであれば、私は問題があるのかなという気がするんですけれども、いかがなんで

すか、これ。同じ質問２回しているから、ちゃんと答えてください。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） 改めてお答えをいたしますが、先ほど私がご

答弁申し上げた内容については、変わった答えにはならないのかなと思っておりま

す。

あくまで図書館にある事務室、図書館のための事務室ということで、補助申請の

方は上げていきたいと思っておりますし、その実利用としては、図書館の運営にか

かわる司書だとか、あるいは社会教育の事務をつかさどる人間だとか、そのほか学

校教育にかかわる人間だとかがその拠点に詰めることについては、全く問題ないわ

けですし、その結果の塊が、いま現在この役場の中に置いている教育委員会の事務

局の職員全体が詰めるようなことになっても、何の問題もないとは思っているんで

すけれども、先ほど来言ったように、補助申請なりをするときに、あからさまに教

育委員会事務室となってくると、そのうちの範囲だとか、いろんなものを選抜され

てしまう可能性もありますので、全面積が交付金の対象になるように、また、交付

金の視点から通りのいいようにということで、その図面上の表記は変えております

けれども、町民の皆様方に伝える分に関しては、そこの分については、実態として

は教育委員会の事務室だというような伝え方で全く構わないのかなと思っておりま

す。

〇議長（村瀬 広君） 暫時休憩します。

休憩 午後 ４時０２分
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再開 午後 ４時１４分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

暫時休憩といたします。

休憩 午後 ４時１４分

再開 午後 ４時３０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

教育費で、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。２１１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 公債費の質疑を終わります。

１２款予備費の質疑を行います。２１２ページです。

（「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。

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。

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。２３ページから２８ページです。

（「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。２９ページから３０ページです。

（「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。３１ページです。

（「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。

４款配当割交付金の質疑を行います。３２ページです。

（「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。３３ページです。

（「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。３４ページです。
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（「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。３５ページです。

（「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。３６ページです。

（「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。３７ページです。

（「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。３８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 交通安全対策特別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。３９ページから４０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

１２款使用料及び手数料の質疑を行います。４１ページから４５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。４６ページから５０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国庫支出金の質疑を終わります。

１４款道支出金の質疑を行います。５１ページから５８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。５９ページから６０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 財産収入の質疑を終わります。

１６款寄附金の質疑を行います。６１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。６２ページから６３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。６４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。
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１９款諸収入の質疑を行います。６５ページから６９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。７０ページから７１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、質疑漏れございませんか。

（「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。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 動議を発します。

動議は書面を持って発します。

〇議長（村瀬 広君） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時３９分

再開 午後 ４時５５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎延会の宣告

〇議長（村瀬 広君） 動議の取り扱いを留保し、本日の会議はこれをもって延会と

いたします。

ご苦労さまでした。

延会 午後 ４時５５分
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