
- 1 -

平成２９年第１回今金町議会定例会 第３号

平成２９年３月１０日（金）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 議案第１５号 平成２９年度今金町一般会計予算について

３ 議案第１６号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定予算につ

いて

４ 議案第１７号 平成２９年度今金町後期高齢者医療特別会計予算について

５ 議案第１８号 平成２９年度今金町介護保険特別会計予算について

６ 議案第１９号 平成２９年度今金町介護老人保健施設特別会計予算について

７ 議案第２０号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定予算につ

いて

８ 議案第２１号 平成２９年度今金町簡易水道事業特別会計予算について

９ 議案第２２号 平成２９年度今金町公共下水道事業特別会計予算について

１０ 発議案第１号 今金町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

１１ 発議案第２号 委員会の閉会中の継続調査について

１２ 請願第 １号 ピリカスキー場の営業継続を求める請願

追加日程

１ 修 正 動 議 平成２９年度今金町一般会計予算に対する修正動議

２ 議案第２３号 今金小学校教員住宅建設工事請負契約の締結について

３ 議案第２４号 今金中学校教員住宅建設工事請負契約の締結について

４ 議案第２５号 平成２８年度今金町一般会計補正予算（第８号）について
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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は、向井君、芳賀君を指名いたします。

◎日程第２ 議案第１５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、議案第１５号を議題といたします。

昨日に引き続き一般会計予算を審議いたしますが、上村君から、平成２９年度今

金町一般会計予算に対する修正動議が昨日提出されました。

この動議は、１人以上の賛成者がありますので、成立いたしました。

ここで、修正動議の配付のため、暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時０１分

再開 午前１０時０２分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

平成２９年度今金町一般会計予算に対する修正動議を日程に追加し、追加日程第

１として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることについて採決いたします。

この採決は、起立によって行います。

この動議を日程に追加し、追加日程第１として日程の順序を変更し直ちに議題と

することに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

〇議長（村瀬 広君） 起立多数であります。

したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第１として日程の順序を変更し

直ちに議題とすることは可決されました。

◎追加日程第１ 修正動議

〇議長（村瀬 広君） 追加日程第１、平成２９年度今金町一般会計予算に対する修

正動議を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

上村君。

○１１番（上村義雄君） それでは、修正動議の提出した案件を朗読いたします。

修正動議。

今金町議会議長、村瀬 広様。
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平成２９年度今金町一般会計予算に対する修正動議。

上記の動議を地方自治法第１１５条の３及び標準会議規則第１７条の２の規定に

より、別紙修正案を付して提出する。

平成２９年３月９日。

提出者、今金町議会議員、上村義雄、日置紳一、芳賀芳夫、岸 徹也、村上忠弘、

川上絹子。

別紙１。

平成２９年度一般会計予算に対する修正動議案。

歳入歳出予算の総額５６億９，１５７万１，０００円から５億４，３３７万円を

削除し、歳入歳出それぞれ５１億４，８２０万１，０００円に改める。

第１表、歳入歳出予算の一部を次のように改める。

歳入。

１３款国庫支出金２項国庫補助金２億８，８３８万２，０００円を２億３，２８

７万６，０００円に、１７款繰入金１項基金繰入金３億３，９２９万４，０００円

を３億１，６５９万４，０００円に、１９款諸収入４項雑入２億２，４６５万９，

０００円を１億９，１２９万５，０００円に、２０款町債１項町債８億２，３１６

万４，０００円を３億９，１３６万４，０００円に。

歳出。

８款土木費４項都市計画費１億６，６６４万３，０００円を１億５，２１４万３，

０００円に、１０款教育費５項保健体育費５億９，５６９万７，０００円を６，６

８２万７，０００円に。

第２表、債務負担行為。

事項、期間、限度額。

総合体育館建設事業、自 平成２９年度、至 平成３０年度、金額１９億３００

万円を削除する。

別紙２。

第３表、地方債中、起債の目的、限度額、総合体育館建設事業債、４億３，１８

０万円を削除し３億９，１３６万４，０００円に。

起債の方法、利率、償還の方法は、省略させていただきます。

修正理由。

平成２９年度今金町一般会計予算として予算計上されている体育館、図書館の新

規建設計画に対して、下記の疑念があり、建設予算の執行前に一時計画を保留して、

更なる議論を尽くすべきと考え修正動議を提出します。

記

１．北海道開発局より洪水浸水想定区域図が発表された中で、防災拠点として考

えるならば、計画予定地の変更が必要なのではないか。

２．今金町人口ビジョンにあるとおり人口減少が避けられない中での建設規模が

大き過ぎるのではないか。
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３．第３次今金町財政健全化推進プログラムに示されている地方債の急増による

町財政硬直化の危険性がある中で新規建設が必要なのか。

以上の疑念を解消できるよう審議の上、適切なご決定を賜りますようお願い申し

上げます。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

向井君。

○４番（向井孝一君） 質疑に入る前に、この動議案については一事不再議の原則に

抵触する可能性があるかないか、議長の判断をお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 新年度予算の一般会計の審議の中での動議ですので、決定し

たものを再度行うわけではありませんので、一事不再議に当たらないと私は判断い

たします。

○４番（向井孝一君） わかりました。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 前段で言っておきますが、私はこの案には反対します。とい

うのは、総合体育館、それから図書館建設については、平成２６年の６月定例で町

長の方から改築から建設という方向転換が示されたわけです。その後に、構想委員

会が立ち上げられて、特別委員会もつくったり、それから基本設計も議決行為とし

て認めたわけですよね。

さらには、２８年度においては、実施設計を認めてきたと。この議決行為に対し

て、提案された方々はどういう責任をとろうとしているのか。まずその辺をお伺い

したい。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） 昨年の３月の時点で、実施設計、工損調査の調査費予算は

通しました。事実、構想から基本計画、そして実施まで、各議員がいろいろ質疑を

しております。しかし、最終的には、実施設計をやってみなければどのくらいにな

るのか最終決断はわからないと、こういうお話でした。そして、今回出てきたのが

この数字です。

私は、いま、ここの修正理由に掲げたとおり、私は建てるなと言っているわけで

はないんです。こういう疑念があるから、もっと議論を尽くすべきでないかという、

この疑念が、ここの読んでいるとおり、以上の疑念を解消できるよう審議、適切な

決定を望みますということ。ですから、決まっているのは、実施設計は決まりまし

た。工損調査もしました。しかし、工事、建設、ここにあれしているとおり、建設

予算の執行前に一時保留をして、議論を尽くし、修正動議を出したということでご

ざいます。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 議論が尽くされていないというのは、私はちょっと理解でき
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ないんですが。要するに特別委員会、二つの特別委員会をつくって、こんにちまで

きているわけですよね。そういう中で、随時時系列の資料の提出を求めながら、説

明を聞いてきているわけでございまして、それと同時に、この計画に対して疑念を

抱くというこの３点については、確定的な根拠というのがないんですよ。これ疑念

というのは、個人個人の思いを幾らでも言いますよ、これ。だけれども、町民に向

かって、例えば数字的な根拠だとか、あるいは行政上の執行上の問題だとかってい

う具体論に、私は非常に欠けているという気がするんですが。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。

○１１番（上村義雄君） いまの問いですけれども、ここの修正動議の疑念の１から、

もう一度読み直しますか。昨年の１０月の時点で、道から出された資料でございま

す。

それから、２番目は、人口ビジョンについては、これは平成２２年ころからの議

論の中で出てきている案件でございます。

それから、３番目の健全化財政プログラムの部分では、昨年の３月の時点では出

されていませんでした。昨年の９月に財政的な、これは特別委員会での資料を求め

たり、そういうことから町財政の第３次財政健全化推進プログラムというのは、昨

年の９月の定例会に出されてきたものでございます。それを精査するとこういう疑

念があるということから、執行の杭を打つ直前に修正動議今回出させていただきま

した。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 自分一人が質問しても、これらちが明きません。それで、な

ぜ捺印したかという賛成者の意見も聞きたい。

さらに、交互に皆さんの意見を聞いていただきたいと思うんですが。

〇議長（村瀬 広君） 討議になりますけれども。

○４番（向井孝一君） 討論の方でかい。わかりました。

〇議長（村瀬 広君） 質疑ありますか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 私は２月１０日ですか、特別委員会があったときに、もしこ

の特別委員会で建設に対して反対するのであれば、私は少数意見の留保をさせてい

ただきたいという、そういう申し出をいたしました。

ところが、委員長は、いや、いや、この特別委員会の結論としては、体育館の建

設反対ありきではないと、そう決めつけたものではないと、そういうような答えを

いただいたものですから、私は少数意見の留保もせず、まとめにはきちっと参加し

て報告書には賛成したんですよ。それから１カ月もしないうちに、なぜこういうふ

うになったのか。どこの財政のどこに問題があるのか。もっとやっぱり具体的にき

ちっとした、町民に向かって説明できるような資料が私は不足していると思います。

もっと私を説得できるような答えを、ひとつお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 上村君。
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○１１番（上村義雄君） いま、徳田議員の言われたところは、財政と耐震に対する、

要するに災害に対する特別委員会のときの話だろうというふうに推測します。特別

委員会のまとめとしては、特別委員会でもってきちっと報告を、８日にきちっと報

告を済ませております。その案件には、皆さん同意して特別委員会の報告をまとめ

て提出しております。

この予算は、２９年度一般会計の中で、いま修正動議の修正理由を出した。その

部分がそれぞれ、徳田議員にしても、皆さん全部、私も同じ資料を持って、同じ資

料の中でもって、それぞれ議員一人一人が自己判断でもって、自己意志でもって、

町民の代表としてその意志決定をしていることだと思います。

今回の修正動議に対しては、予算を立てるなと言っているわけじゃないです。い

まのこの読んだとおりです、修正理由です。修正理由が納得させるだけの修正理由

を答えてくださいと言うけれども、それは皆さん同じです。それは個々の判断のい

かんだと思います。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） いや、言っていることはわからないわけではないですよ。だ

けれども、それじゃ、特別委員会のときに私を黙らせるために、そうしたら委員長

にああいう答弁をさせたんですか。提出者の中に名前が載っかっているから、私は

聞いているんですよ。

私は、あの時点で、建設に反対だというのであれば、きちっと少数意見として町

民の皆さん方に、こういうことで私は反対しますよという意思表示をしてきたんで

すよ。だけれども、意思表示はしなくてもいい。これは体育館の建設に反対ではな

いんだと、そう言うからわかりましたと引き下がったんですよ。

だから、いまこれを読ませてもらって、いまいただいたばかりですからあれです

けれども、今金町人口ビジョンにあるとおり、人口減少が避けられない中で、建設

規模が大き過ぎるのではないか。じゃ、どの程度のものがいいんですか。体育館の

中に、そうしたらバレーボール２面つくりました。バレーボールのコート半分にで

きますか。テニスコートは半分にできますか。そんなことはできないでしょう。も

っとやっぱり具体的にどうなんだということを、町民に向かって、修正するなら修

正するようなきちっとした理由づけをしていかなかったら、私はならないと思うん

ですよ。

第３次の今金町財政健全化推進プログラム、なるほど昨年の９月に出されました。

これからの、いわゆる総合計画に載っていた、登載されたものをこなしていくには、

どういうような財政プログラムになるのか。それは、私全部見させていただきまし

た。検討もいたしました。どこに問題があるんですか。きちっとして、公債費で支

払計画を立てていったときに、それが一般会計の何％になるのか、１桁台でおさま

るのであれば別段問題ないと思うし、それが２桁にもなる、あるいは公債費の比率

が１５％になるとか、そういうような危険性をはらんだものであれば、それは財政
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の硬直化の危険性というものはありますよ。だけれども、そういうことになってい

ないでしょう、中身は。それであれば、もっともっとやっぱり削るとこは削る、こ

の努力というのは、いつかの段階で、どこかでしなければならないけれども、それ

がこの体育館の予算を凍結する理由には私はならないと思います。

このあと議長にお願いしますけれども、私は議員間の討議で、この凍結に賛成し

た皆さん方と財政について何が心配なのか、私は討議をしたいと思っておりますの

で、よろしくお取り計らいをお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） ただいま徳田君より、質疑にかえて討議を行いたいという申

し出がありました。

質疑に変えて、討議を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、以降は討議といたします。

１０時４０分まで、暫時休憩といたします。

休憩 午前１０時２６分

再開 午前１０時４０分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

これより、討議を行います。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 私の考え方を述べさせてもらいますので、理事者の皆さん方、

居るのなら居てもいいですし、退席するのならどうぞ退席なさっても結構ですので。

社人研が、いわゆる２０６０年には人口減少がますます厳しくなってきて、檜山

においても多くの町村で人口が、せたなや江差では８０％近い数字、今金はまだよ

くて４６％、それでも人口は２，８００人台になるだろうと、そういう予測を出さ

れました。

それから１０年たったいま、実際に人口減少は進んでおります。しかしながら、

先日道新の報道によりますと、まだまだ１桁台で済んでいる状況にあります。しか

しながら、地方の自治体にとりまして、このことが一つの人口減少をどうするのか、

まちづくりをどうするのかという起爆剤になったのは事実であります。

よく、２，８００人になったとき、そうしたら備荒資金の積立金を超過納付金に

入れて、普通納付金とで１９億いまあります。このお金を使わないでそのまま積ん

でおいて、人口が減ったからといって、町民の皆さん方喜びますか。私はそうじゃ

ないと思います。やっぱり先達の人方は、厳しいところは厳しく、そしてなるべく

後世に負担を残さないようにということで考えて、いろんな財源を工面してこれだ

けの私は積立金になったと思うんですよ。

２６年度から公会計制度が、今度総務省の通達で一本化になりまして、統一した

様式でいままでの現金主義から発生主義に変わります。地方自治体においても、今
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度は財産がどのくらいあるのか、資産がどのくらいあるのか、それに対して負債が

どのくらいあるのか、あるいは後年度負担が伴う純資産がどのくらいあるのか、こ

れをバランスシートできちっとあらわしてくる、今年が初年度になります。

今年は初年度ですから、恐らく出てきてもその対象になるものは、恐らく他町の

類似町村のコスト計算書くらいしか比較するものはないかもわかりません。しかし、

２年、３年たつと、今度は、やっぱり後年度負担がどのくらいになるのかというの

が、純資産の中で出てくるわけですから、そうなったときには、もっともっと新し

い考えに立っていかなきゃなりませんが、それまでの間どうするのかといったら、

やっぱり第５次総合計画に登載された事業を遂行することによって、公債費がどう

なってくるんだと、そこが一番問題なんですよ。

先ほど申したように、公債費比率っていうのは、いわゆる単年度の事業があれば

ぽんと上がりますから、３年間の平均で出てきます。今年は１０．２％ですか。数

字間違っていたらごめんなさいね。そういうような、あくまでも総合計画にのっと

った財政のシミュレーションの中で、公債費がどうなんだということを逐次見てい

けば、これは幾らでも改善できるわけなんですよ。

さらには、３２年から１０年間どうするんだ。今度は第６次の総合計画が始まり

ます。それにはやっぱり大型の公共工事というものが登載されます。このときに、

それじゃ、公債費の比率が少なくとも１１％くらいでおさまるように、起債を繰り

入れて健全な財政に乗り越えていくような、そういうような私は方策というのは当

然出てくるし、やっぱりふだんから議員の皆さん方もそういうところに目をつけて、

もっともっと議論をしていかなきゃだめなんです。いまぽっと湧いたように財政が

出てきたからって、泡を食ってシミュレーションがおかしい、硬直化の原因になっ

てくる。じゃ、何がどう原因になるのか、そこのところをもっとやっぱり町民にわ

かりやすく説明してくれなかったら。私はこの予算、十分だと思っていますよ。も

し私の意見に反対だという人があったら、どうぞ言ってください。

私の討議は終わります。

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） いままでもこの体育館、図書館については、相当の回数にわ

たって話し合いはしたと思います。先ほども話がありましたけれども、それはめい

めいの思いですから、回数が、話し合いの時間が足りないというような話もありま

したけれども、それは個々の思いでございますから仕方がないとしまして、やはり

数字的なものも、去年の９月ですか、数字的なものが出ましたのは。それ以前にも、

やはりこれぐらいのものはかかるんだろうというような金額の話はあったと思いま

す。

そういうようなことですから、先日の合同委員会を見ても、私も話しましたけれ

ども、数字の見方というのは、これさまざまな見方だと思います。やはり職員は職

員の、私よりは職員の皆さんの方がプロだと思います。その中で、今回こういう大
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がかりなことをやろうとする。私としましては、いま同僚議員からもお話がありま

したように、たしか私が議員になったときに、５年に１回、こういう山場があるん

だと、そういう計画で物事は進められているというお話は聞いたことがあります。

それを考えてみますと、小学校が２２年ごろですかね。いま、公債比率の話が出ま

したから言いますけれども１０．幾らになったはずです。それがいまは８．７と。

一般の方から言いますと、その公債費比率というのは専門用語ですからちょっとわ

かりにくいと思いますけれども、借金は、平常いままでの状態を見ますと８％前後

が平均値になるような感じはします。そんなようなことで、いろいろと見方はあり

ますけれども、やはり職員の皆さんが計画的に、体育館のあとは中学校、中学校の

あとは役場というような計画もあるようでございますので、やはりその計画に基づ

いて進めるのが、職員のいろいろな思いがあるでしょうけれども、私はそれに対し

て賛成します。

やはりこういうものは、計画をして初めて数字と。どこかでは本当の山場、普通

の家庭と同じだと思います。普通の家庭だって、やはり住宅を建てた、大ごとのこ

とをやりましたら、当面の間は相当経済を詰めるとか、そういうような家庭になる

と思います。そのようなことですから今金町だって同じようなことを繰り返してい

るのではないかなと。それは私なりの思いでございますから、そういう思いでおり

ます。やはり大きい行事をやったあとは、当面詰めるものは詰めるというのが当た

り前の話だと思います、そういうようなことですから。

それで、先日も体育館に、私も別に用事があったわけでないですけれども、こう

いう話がありますから、２回ほど夜行ってきました。それで管理している職員に聞

きました。きょうあたり、人数的にどうですかと聞いたら、四、五十人若者が楽し

んでおりました。きょうあたりで多い方ですかと少ない方ですかとお話を聞きまし

たら、まあ、普通でしょうねというような。そうすると、５０人ぐらいの方がふだ

ん平日に利用しているんだなというふうに思いました。これは思いです、めいめい

の。だから、若者でもこういうような楽しみ事を、いろんな地域の方が来て楽しん

でおりました。

先日の老人クラブも、たびたび大がかりな、ここに運営の会長もおりますけれど

も、体育館を利用してそれなりの楽しみはしております。やはりそれぞれの思いの

楽しみですから、それは体育館というものも、私なりに考えたら必要な時期だなと

いうふうに思っておりますので、そういうことですから、それは人が変われば体育

館などというような方も居りますけれども、それはめいめいの思いの違いですから、

やっぱり今金町民の皆さんが楽しむということであれば、これもやはり思い切って

やるということも必要でないかなというふうに私は感じております。

そういう中ですから、先ほどもちょっとお話しましたけれども、話が足りない、

どうする。これは切りが、限りがないと思います。やはりほどほどの中で、自分で

判断すると。よく言うことは、議場で決めた採決というのは、これは相当重いもの

だと思います。ですから、以前も言ったことがありますけれども、体育館をやると
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いうお話を決めて、たしか町長にもお話ししたことがありますけれども、熊本のよ

うな、突然にああいうような事故が起きた場合は、これはまた別です。いかなるも

のを決めても、やむを得ず見送りとか、また先送りということも必要かなというふ

うには思いますけれども、いま、現在の今金の中では、私なりに見て、特別どうだ

ということはないと思います。

そういうようなことですから、やっぱり計画を持ってやっていることですから、

私はこの体育館を建てることについては賛成している一人でございます。

そんなようなことですから、せいぜい皆さんがめいめいやはり思いを話して、そ

の中の話し合いの中で決めていただければいいかなと。やはり一度も二度もここで、

議場の中で採決なりいろんな角度で話し合いはして決めたんですから、やはりよく

言われるのは、議場で、普通の方でないんですから、やっぱり自分の意志で採決し

て決めた以上は、責任を持つということも必要でないかなというふうに思います。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

小川君。

○２番（小川ひとみ君） 動議の方で出た文章から、少しお話をさせていただきます。

計画予定地の変更が必要ということがありますが、ここに現在住んでいる住民に

この危険性を誇張するような、私は不安を与えるような文章であるということを感

じました。

そして、２番目の人口減少が避けられないという言葉があるんですが、いまこの

人口減少を食いとめようと、皆さんがいろいろなことに事業展開をしています。そ

して、その対象の一つとなるものが、この総合体育館と図書館の建設にあるという

認識が、少し足りないのではないかなということを感じました。

そして、最後に財政の硬直化の危険性があるということなのですが、それであれ

ば、すべての財政を見直さなければいけないと思います。ここで、総合体育館と図

書館ということだけを取り上げるのではなくて、特にいま補助事業というのをこの

今金町は大変たくさんやってくださっています。でも、その補助事業は、対象者が

限定されています。でも、この総合体育館と図書館に関しましては、すべての町民

に対してが対象となっていますので、そういう意味では、大変平等性のある事業で

あるということを私は認識しております。

私個人の意見としては、いろんなシミュレーションを出していただいている、そ

の財政計画という中で、理解を、大丈夫だという理解をしております。

そして、この建設計画に当たっては、町民の多くの方がかかわってまいりました。

そして、それに対して議会が予算を認めてまいりました。ここで反対するというこ

とは、自分たちの議決行為の責任はどうなるのでしょうか。私はこの２年間、新人

でやってまいりましたが、その議決責任の重さを感じながらやってまいりました。

そして、いまはその自分に対して責任を持ったその議決、その自分の責任というも

のを全うしたいと思います。
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そして、最後なんですが、総合体育館と図書館ができることの役割ということは、

何もここの中では論じられていません。それが大変、町民の思いは一番はそこにあ

ると思うのですが、そこが全然論じられないというのはとても私は悲しいことだと

思っております。この動議に対しては、反対意見です。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） 最後の反対討論をいたします。

〇議長（村瀬 広君） 討論ではなくて、討議ですから。

○４番（向井孝一君） 討議ですか。

いろんな発言はありましたけれども、できれば議長の方で賛成した人と交互に意

見を聞かせていただければというふうにお願いしたんですが。

〇議長（村瀬 広君） 討議は自由ですので。一人何回でも結構ですし。

○４番（向井孝一君） また討論に入っていないということ。

〇議長（村瀬 広君） 討論ではないですから、よろしくお願いします。

○４番（向井孝一君） じゃ、討論のときに。

〇議長（村瀬 広君） いろんな賛成、反対の方、議員いるかと思います。いろんな

思いをしゃべって結構ですので、よろしくお願いいたします。

岸君。

○１番（岸 徹也君） さまざまな意見はあると思います。大変大きな予算を使う、

まちの今後の大きな方向性を決めることですので、これはいろんな意見があってい

いのだと思います。

私は、この修正動議に関しては、提案者ということで賛成と。中身を見まして、

なるほどなという思いで、私はこれは賛成はいたしました。

確かにいろんな考えはあると思います。特に体育館に関しては、私はこの中で、

とにかく一番私は建てたいと、それくらいの強い思いは自負をしているくらい、私

は建てたいんです、個人的には。建てて、やはり町民の方に広く楽しんでいただき

たいし、使っていただきたい。

しかし、この場に立たせていただいている以上、やはり個人の思いというよりも、

今後のこのまちのあり方、方向性、このまちが末永く継続して安定した町政が運営

されるように、私は少なくとも見ていかなきゃならない立場でありますから、そう

いう部分で見たときに、これは何回も私はこの場で話はさせていただいていますけ

れども、まず一つは、歳入に合った歳出だと、身の丈に合ったものが必要なんじゃ

ないかという部分です。

もちろん、この修正動議に関しては、建てるなと言っているわけじゃありません。

やはりいまの状況で大丈夫ですかと。もう少し、先ほど来、昨日から事務局長から

もかなり削減をされたという話もありますけれども、そのあたりはもっとできませ

んかという部分があるわけですね。

また、地盤、場所に関しても、昨日地質の報告も出されましたけれども、昨日初
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めて見た状況ですけれども、やはりこれはわかり切ったことですけれども、地盤は

余りよくない。そういう場所に、これは、じゃ、いままで建てているものはどうな

んだという話もあるんですけれども、これは新規のものですから、更新のものです。

いまあるものに関しては、例えば地盤に対しては、耐震補強をするであるとか、そ

ういったことはできるんだと思いますが、新しく建てるものに対して、じゃ、あの

場所はどうなのかと。先ほど上村議員からも話がありましたけれども、昨年の１０

月、北海道開発局から出された、洪水の水がつくという予想ですね。それもやはり

あの場所というのが、３メートルから５メートル水がつく可能性があるんだという、

そういう資料も提出されております。それは昨年の１０月の話です。

そういったものを見たときに、あの場所が本当に適当なのかなというところは、

やはり思わざるを得ないし、これは私だけではなくて、少なくとも私を支持してい

ただいている方々、かなりの方、全員とは言いませんけれども、私もそれは確認し

ましたけれども、そういう意見の方も多かったということは、ここで述べさせてい

ただきたいと思います。

最後になりますけれども、私は、先ほども言いましたけれども、とにかく体育館

を建てることに関しては反対をしているわけではありません。ただ、財政規模、今

後、これは３３年でしたか。３３年以降の部分、大きな箱物というものもやはり予

定されているいま、また箱物だけではなくて、町の例えば水道に絡むこと、あとは

さまざまな償還、そういったものも含めて、本当に財政規模のことをきちんと数字

も出していただいて、そこでもう一度立ち止まって考えることは必要ではないかと

いう部分において、私はこの修正動議には賛成ということになります。

以上です。

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） 私もいままで反対の人方の意見を聞かせてもらいましたけれ

ども、これは体育館、図書館構想の中で、常にこういう勢力でいままでも話し合っ

てきたんですよ。ですから、私は、これ賛同者という形はとっていません。共同提

出者ということで、この中身には賛成だからここに名前を上げたんです。

これは、いままでも私たちがこういうことを言って、いま、岸議員が言ったよう

なことを心配してしゃべってきたことを、理事者方が真摯に受けとめてくれていれ

ば、こんなにことにはならなかったと私は思うんですよ。徳田議員言うように、財

政の面では、それは６期もやっている人よりちょっとは落ちると思いますよ。でも、

夕張だって、時の市議が財政破綻するとは思っていなかったと思うんですよね。あ

あいうこともあるので、そのときには、向かっていくからわからないと。だけれど

も、そこはやっぱり私たち任期中だけの議員や町長ではないんですよ。将来を見据

えてやっていかなきゃならないわけで、責任を持たなきゃならないと。

そうしたら、今後も体育館、図書館だけでなくて中学校もある、改修、改築も予

定されている公共事業がいっぱいあるわけですよ。そうしたら、財政の面でも、建
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物に対する基金だけで足りるわけないですよね。だから、ほかの部分の予算も使っ

ていくようなことになっていって、町民の住民サービスに支障をきたすことがあっ

てはならないということで、何回もしゃべっているんですよ。

そして、今回の中身も、これは具体的に書いているからこのとおりなんですけれ

ども、このことに対して、何回もしゃべってきています。だから、少しぐらいはや

っぱり聞き入れてもらって、この体育館構想の中にそういう私たち６人、ここに名

前を上げた６人の思いを少しでも反映してくれていれば、こういう修正動議なんて

いう手段をとらなくてもよかったんですよ。

であって、いままで４人の方の反対の意見を幾ら聞いても、私たちは共同提出者

ですので、ここで討論をして意見が変わるということはありませんので、議長にお

願いしたいんですけれども、民主主義のルールにのっとって採決をお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

討議を打ち切り、討論を行います。

まず、原案、すなわち修正動議に反対者の発言を許します。

向井君。

○４番（向井孝一君） 初めてこの問題で議場で議員間の討論というのが行われまし

た。これはこれなりに意義のあることだというふうに、私は評価します。

しかしながら、私が心配するのは、同僚議員の方からもありましたように、体育

館の持っている機能、あるいは図書館の持っている機能という部分での議論という

のがなされなくて、どっちかというと財政的な部分が占めて議論されてきたと。確

かにこれは将来の財政を心配しない議員並びに理事者、職員の人はいないですよ。

その中で、どうやって今金町の公共施設の長寿命化を図ったり、複合施設をやった

りという、そういうことで第５次の総合計画というのはつくられたと思うんですよ。

その後に、財政健全化法という法律に基づいて、３年間のシミュレーションが出て

きた。

そんなことを考えながら、やはりもう少し私は議員全体の中で、体育館、図書館

の持っている機能、そういうものを勉強していただきたいということを切にお願い

して、反対討論といたします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

修正動議に賛成の討論ないですか。

賛成がなければ反対を受けますが、賛成の方いませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） じゃ、反対の討論を。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 私は前の特別委員会のときも言ったんですけれども、もうい

まの体育館は、倒壊の危険性があるという、そういう診断が出ているんですよ。出

ているにもかかわらず、そのまま、またぞろ使わせるんですか。

いま、黒松内の低地断層帯は５０００年を経過して、４０００年がマックスだと
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言われているときに、国の９９ある断層帯のうちの一番上のランクのＳランクにな

っているんですよ。いつ来てもおかしくない、それだけ危険な断層帯の上に今金と

いうのはあるんですよ。これは断層帯というのは、地下のことですから詳しくはわ

かりません。しかし、そういうような倒壊の危険性があるという建物をそのまま、

財政の都合だけで凍結して延期していいんだろうか。恐らくこの凍結することによ

って、ほかの補助金に影響が出なければいいですけれども、これは何とも言えない

ことですよね。国や道のやることですから。もし、そういうような他の事業に影響

が出たときに、じゃ、議員はどうやって責任をとるんだ。私はとりようがないので

はないかと思うんですよ。

ですから、これからまだ予算執行するにはまだ間があるんですから、もっと議論

が足りないというのであれば、予算を通しておいて、その中で理事者にお願いして、

この体育館、図書館に関する事項について改めて協議をする場を設けるようなこと

も考えていただいて、私はこの予算案には賛成すべきだと思いますので、動議には

反対いたします。

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） 討論を終わります。

討論を打ち切り、追加日程第１、平成２９年度今金町一般会計予算に対する修正

動議の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

本動議のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

〇議長（村瀬 広君） ６名ありました。

本動議については、賛成多数により可決されました。

これで動議を終わります。

次に、日程第２、議案第１５号に戻ります。

ただいま修正議決した部分を除く、原案に対する討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

○１１番（上村義雄君） 修正動議を抜いた予算ということですか。

〇議長（村瀬 広君） そうです。いま可決された修正動議の件を抜いた原案です。

それに対しての討論でございます。

○１１番（上村義雄君） 原案にはなりません。

〇議長（村瀬 広君） 原案というか、抜いた、提出された案件です。修正動議以外

の。

○１１番（上村義雄君） 新年度の予算案にはなるけれども、原案となれば、もとに

戻るわけですから一事不再議になりますよ。

〇議長（村瀬 広君） 除いた部分の一般会計予算案です。

討論ありませんか。
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○１０番（山崎 仁君） 賛成いいですか。

〇議長（村瀬 広君） どうぞ。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） 議会というのは、いろんな使命を持っています。その中に、

行政に対する批判、監視、いままでは、それが主な目的でありました。

今金町議会は、平成１９年に議会基本条例を制定をし、これからは提案できる議

会をつくっていこう、そう意思を表明し、これまで１０年間議会としてその基本条

例を運用してきました。

今回、初めて討議という、議を戦わせるということがありました。私は、いまま

で、いわゆるかつてなかったことで、大変多くの町民の方も興味を持っていただい

たのだろうなというふうに思います。

結果としては、修正動議が可決をされたようでありますけれども、今金町として

は、一般会計、町民の身近にあるものが、ここの予算において可決をされ、１年間

町民の福祉向上、これが果たされていくのだろうなというふうに思います。

中で一つだけ、理事者側にお願いしたいことがある。議会は法律で認められた、

しっかりした立場において議員活動をしています。行政の手法というのはさまざま

あります。それは理解をするわけです。しかし、議会に提案する場合には、公式な

場で提案されている。議会は公式に提案されたら、公式にこたえるしかできない。

いわゆる法律に認められた中で動いている。しかし、やっぱり両輪としてまちを引

っ張っていかなきゃならないんですよ。

ですから、今回の出来事でいろんな発言が、意見が出ました。今後においては、

これを一つの反省の材料とし、一つの糧としながら、さらなる行政執行への努力を

していただきながら、議会もそれと同時に、もっともっとまちをよくするために努

力をするということを、この平成２９年度一般会計予算を賛成することによって、

私は実現をしていきたいというふうに思います。そのことで、私は本案に賛成をい

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） 修正動議は、可決させていただきました。

一般町民に影響のない一般会計の執行には、これまでにもいろんな議論はありま

した。私も１２月に合同委員会で問いただしたところ、上村さん、もうその議論や

めませんかと、もう答弁しない、こういう答弁がありました。私は行政も議会も大

いに議論を交わし、議員同士も大いに議論を交わすことは当然必要なことだと思い

ます。幸いに、行政の職員の皆さんには優秀な職員がそろっております。町執行の

部分では、今金町の町民の福祉向上に、そして、予算執行に忌憚のない執行ができ

るように頑張っていただきたいと思います。

また、この３月でもって退職される人方、何人かいらっしゃいます。名前は申し

ませんけれども、長年本当にご苦労さまでした。町民のために精一杯頑張っていた
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だいたなと、それは感謝を申し上げます。今後においても、視点を間違えないで、

町民のために何がいいのか、そこをきちっとわきまえながら、私もこの２９年度今

金町一般会計予算については、修正動議を抜いたこの案に対しては賛成いたします。

以上です。

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） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２ 議案第１５号の修正議決した部分を除く本案につい

て採決いたします。

修正部分を除くその他の部分については、本案のとおり決することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

〇議長（村瀬 広君） 起立多数であります。

よって、修正議決した部分を除くその他の部分については、本案のとおり可決さ

れました。

１１時３０分まで、暫時休憩といたします。

休憩 午前１１時１９分

再開 午前１１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３ 議案第１６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、議案第１６号を議題とします。

平成２９年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定予算について、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１６号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計

事業勘定予算について、提案理由を申し上げます。

本会計は、医療給付費については依然として増加傾向にあり、事業運営に大きな

不安要素となっておりますが、今後の医療給付動向をさらに慎重に見定め、現在行

われております所得の確定を待って試算を繰り返した中から、国保運営協議会にお

諮りをいたし、しかるのちに答申を得てから、６月定例会に税率決定とあわせて提

案を申し上げることといたしております。

また、平成３０年４月から、都道府県が財政運営の主体となり中心的な役割を担

うことから、市町村の役割となる国保事業納付金に対応する税率のあり方等、あわ

せて今金町国民健康保険運営協議会等のご意見をいただきながら、協議検討をして

まいります。
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本年度の予算総額は１０億５，１３６万４，０００円であり、前年比マイナス３．

６％、３，９３９万８，０００円の減額となったところであります。

予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。２ページです。

１款国民健康保険税２億１，５５３万６，０００円であります。

２款使用料及び手数料５万円は、手数料であります。

３款国庫支出金で２億３，７９７万４，０００円は、１項国庫負担金で１億７，

０５５万５，０００円、２項国庫補助金で６，７４１万９，０００円であります。

４款療養給付費交付金においては２９７万５，０００円であります。

５款前期高齢者交付金においては１億８，３８８万８，０００円であります。

６款道支出金において５，９９９万７，０００円は、１項道負担金９８７万９，

０００円、２項道補助金で５，０１１万８，０００円であります。

７款共同事業交付金において２億５，３８８万５，０００円であります。

８款財産収入において１万４，０００円は、財産運用収入であります。

９款繰入金において９，６９９万６，０００円は、１項一般会計繰入金で８，８

９９万６，０００円、２項基金繰入金で８００万円であります。

１０款繰越金は１，０００円であります。

１１款諸収入において４万８，０００円は、１項延滞金利子及び過料１，０００

円、２項町預金利子１万３，０００円、３項雑入３万４，０００円であります。

次に、歳出は６ページです。

１款総務費において５，９８９万６，０００円は、１項総務管理費において５，

４１１万６，０００円、２項徴税費において２６２万円、３項運営協議会費におい

て３９万６，０００円、４項特別対策事業費において２７６万４，０００円であり

ます。

２款保険給付費において５億９，７７２万３，０００円は、１項療養諸費におい

て５億２，１８４万８，０００円、２項高額療養費において７，１００万２，００

０円、３項移送費において７万円、４項出産育児諸費において４２０万３，０００

円、５項葬祭諸費において６０万円であります。

３款後期高齢者支援金等において９，０８１万４，０００円であります。

４款前期高齢者納付金等においては３３万８，０００円であります。

５款老人保健拠出金においては５，０００円であります。

６款介護納付金においては３，８６３万６，０００円であります。

７款共同事業拠出金において２億５，３８８万８，０００円であります。

８款保健事業費において９９１万５，０００円は、１項特定健康診査等事業費で

３８０万２，０００円、２項保健事業費で６１１万３，０００円であります。

９款基金積立金において１万５，０００円であります。

１０款公債費においては１万３，０００円であります。

１１款諸支出金において１２万１，０００円は、償還金及び還付加算金でありま

す。
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以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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再度お願いをしておきます。

１款総務費の質疑を行います。３１ページから３６ページです。

（「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。

２款保険給付費の質疑を行います。３７ページから４１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 保険給付費の質疑を終わります。

３款後期高齢者支援金等についての質疑を行います。４２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 後期高齢者支援金等の質疑を終わります。

４款前期高齢者納付金等の質疑を行います。４３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 前期高齢者納付金等の質疑を終わります。

５款老人保健拠出金の質疑を行います。４４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 老人保健拠出金の質疑を終わります。

６款介護納付金の質疑を行います。４５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 介護納付金の質疑を終わります。

７款共同事業拠出金の質疑を行います。４６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 共同事業拠出金の質疑を終わります。

８款保健事業費の質疑を行います。４７ページから４８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 保健事業費の質疑を終わります。

９款基金積立金の質疑を行います。４９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 基金積立金の質疑を終わります。

１０款公債費の質疑を行います。５０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。

１１款諸支出金の質疑を行います。５１ページです。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸支出金の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

歳出全般について、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款国民健康保険税の質疑を行います。１３ページから１５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 国民健康保険税の質疑を終わります。

２款使用料及び手数料の質疑を行います。１６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

３款国庫支出金の質疑を行います。１７ページから１８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。

４款療養給付費交付金の質疑を行います。１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 療養給付費交付金の質疑を終わります。

５款前期高齢者交付金の質疑を行います。２０ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 前期高齢者交付金の質疑を終わります。

６款道支出金の質疑を行います。２１ページから２２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。

７款共同事業交付金の質疑を行います。２３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 共同事業交付金の質疑を終わります。

８款財産収入の質疑を行います。２４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。

９款繰入金の質疑を行います。２５ページから２６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。

１０款繰越金の質疑を行います。２７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。

１１款諸収入の質疑を行います。２８ページから３０ページです。
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（「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。

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。

◎日程第４ 議案第１７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、議案第１７号を議題とします。

平成２９年度今金町後期高齢者医療特別会計予算について、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１７号 平成２９年度今金町後期高齢者医療特別会

計予算について、提案理由を申し上げます。

本会計につきましては、予算の総額は８，５９８万４，０００円であり、前年比

プラス５．６％、４５３万２，０００円の増となっております。

それでは、歳入より款ごとに概要を説明いたします。２ページをご覧ください。

歳入。１款後期高齢者医療保険料においては５，１５６万６，０００円でありま

す。

２款繰入金において３，４４０万５，０００円は、一般会計繰入金であります。

３款繰越金において１，０００円であります。

４款諸収入において１万２，０００円は、１項延滞金、加算金及び過料１，００

０円、２項町預金利子で１，０００円、３項雑入で１万円であります。

次に、歳出は４ページです。

１款総務費において１４１万９，０００円は、１項総務管理費で１１０万円１，

０００、２項徴収費で３１万８，０００円であります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金においては８，４５５万５，０００円であり

ます。

３款諸支出金において１万円は、１項償還金及び還付加算金であります。

以上、概要を申し上げました。
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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。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。

始めに、歳出全般について行います。１５ページから１８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑を終わります。

次に、歳入全般について質疑を行います。９ページから１４ページです。

（「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、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４、議案第１７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１７号は原案のとおり可決いたし

ます。

昼食のため、午後１時まで暫時休憩といたします。

休憩 午前１１時４４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。

◎日程第５ 議案第１８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、議案第１８号を議題とします。

平成２９年度今金町介護保険特別会計予算について、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１８号 平成２９年度今金町介護保険特別会計予算

について、提案理由を申し上げます。

本会計につきましては、保険事業勘定予算は７億７２０万９，０００円、サービ

ス事業勘定予算では１，３１４万３，０００円との積算をし、本会計予算の総額が

７億２，０３５万２，０００円と、前年比では１，２６７万円、１．８％の増とな

ったところであります。



- 24 -

それでは、予算の概要について、保険事業勘定の歳入より款ごとに申し上げます。

２ページです。

１款保険料において１億４，９２３万６，０００円は、介護保険料であります。

２款分担金及び負担金において５４７万４，０００円は、負担金であります。

３款使用料及び手数料において１４９万１，０００円は、１項使用料で１４８万

５，０００円、２項手数料で６，０００円であります。

４款国庫支出金において１億５，２４５万２，０００円は、１項国庫負担金で１

億３，８２１万２，０００円、２項国庫補助金で１，４２４万円であります。

５款支払基金交付金においては１億８，４３４万２，０００円であります。

６款道支出金において１億５２７万９，０００円は、１項道負担金で９，８９２

万２，０００円、２項道補助金で６３３万２，０００円、３項総務費委託金で２万

５，０００円であります。

７款財産収入において３万６，０００円は、１項財産運用収入であります。

８款繰入金において１億８８８万３，０００円は、１項一般会計繰入金で１億８

７８万３，０００円、２項基金繰入金で１０万円であります。

９款繰越金においては１，０００円であります。

１０款諸収入において１万５，０００円は、１項延滞金利子及び過料で１，００

０円、２項町預金利子で１，０００円、３項雑入で１万３，０００円であります。

次に、歳出は６ページであります。

１款総務費において２，８８４万８，０００円は、１項総務管理費で１，１７７

万２，０００円、２項賦課徴収費で６６万９，０００円、３項介護認定審査会費で

１，６４０万７，０００円であります。

２款保険給付費において６億３，２３５万５，０００円は、１項介護サービス等

諸費で５億５，１４０万７，０００円、２項介護予防サービス等諸費で２，１７１

万４，０００円、３項その他諸費で３５万４，０００円、４項高額サービス費で１，

５９８万円、５項高額医療合算介護サービス等費１９０万円、６項特定入所者介護

サービス費４，１００万円であります。

３款基金積立金においては３万７，０００円であります。

４款地域支援事業費においては４，５８５万７，０００円で、１項介護予防・生

活支援サービス事業費で２，５０７万５，０００円、２項一般介護予防事業費で９

１万９，０００円、３項包括的支援事業・任意事業費で１，９８４万３，０００円、

４項その他諸費で２万円であります。

５款公債費においては１万２，０００円であります。

６款諸支出金において１０万円は、１項償還金及び還付加算金であります。

次に、サービス事業勘定であります。１０ページをお願いします。

歳入。１款サービス収入において１８６万６，０００円であり、１項予防給付費

収入であります。

２款繰入金において１，１２７万４，０００円は、１項一般会計繰入金でありま
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す。

３款繰越金においては１，０００円であります。

４款諸収入において２，０００円は、１項町預金利子で１，０００円、２項雑入

で１，０００円であります。

次に、歳出であります。１２ページです。

１款サービス事業費において１，３１４万３，０００円は、１項地域包括支援事

業費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、保険事業勘定の歳入・歳出全般について行います。

始めに、保険事業勘定の歳出より款ごとに行います。

１款総務費の質疑を行います。３５ページから４１ページです。

（「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。

２款保険給付費の質疑を行います。４２ページから４７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 保険給付費の質疑を終わります。

３款基金積立金の質疑を行います。４８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 基金積立金の質疑を終わります。

４款地域支援事業費の質疑を行います。４９ページから６１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 地域支援事業費の質疑を終わります。

５款公債費の質疑を行います。６２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。

６款諸支出金の質疑を行います。６３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 諸支出金の質疑を終わります。

以上で、歳出の質疑を終わります。

次に、歳入の質疑を款ごとに行います。

１款保険料の質疑を行います。１７ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 保険料の質疑を終わります。

２款分担金及び負担金の質疑を行います。１８ページです。

（「なし」の声あり）



- 26 -

〇議長（村瀬 広君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。

３款使用料及び手数料の質疑を行います。１９ページから２０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。

４款国庫支出金の質疑を行います。２１ページから２２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。

５款支払基金交付金の質疑を行います。２３ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 支払基金交付金の質疑を終わります。

６款道支出金の質疑を行います。２４ページから２６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。

７款財産収入の質疑を行います。２７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。

８款繰入金の質疑を行います。２８ページから２９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。

９款繰越金の質疑を行います。３０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。

１０款諸収入の質疑を行います。３１ページから３３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。

以上で、歳入の質疑を終わります。

次に、サービス事業勘定の歳入・歳出全般について質疑を行います。

始めに、歳出全般について行います。７３ページから７４ページです。

（「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、歳入全般についての質疑を行います。６７ページから７１ページです。

（「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。

保険事業勘定・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、保険事業勘定・サービス事業勘定全般についての質

疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第５、議案第１８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１８号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第６ 議案第１９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、議案第１９号を議題とします。

平成２９年度今金町介護老人保健施設特別会計予算について、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１９号 平成２９年度今金町介護老人保健施設特別

会計予算について、提案理由を申し上げます。

本会計の予算編成に当たりましては、業務の予定量を、入所・通所者定員で入所

８０人、通所１０人と見込み、療養介護者数で、入所１日平均７５人、延べ２万７，

３７５人、通所１日平均７．０人、延べ１，７１５人と見込んでおります。

以上を予定し編成を行ったところでありますが、予算額につきましては、収益的

収支の額を３億５，９５２万９，０００円とし、資本的支出の額を２，４３４万６，

０００円とし、その総額は３億８，３８７万５，０００円となり１．７％、６６８

万円の減額となって試算したところであります。

予算の概要について、収益的収支より申し上げます。

予算の第３条であります。

収入。１款施設運営事業収益において３億５，９２７万８，０００円は、１項事

業収益において２億９，９６１万７，０００円、２項の事業外収益において５，９

６６万１，０００円であります。

２款訪問看護事業収益においては２５万１，０００円であり、事業外収益であり

ます。

次に、支出であります。

１款施設運営事業費用において３億５，９２７万８，０００円は、１項事業費用

において３億５，１７６万２，０００円、２項事業外費用において７５１万６，０

００円であります。

第２款訪問看護事業費用においては２５万１，０００円であり、１項事業費用で

１３万４，０００円、２項事業外費用で１１万７，０００円であります。

次に、資本的収入及び支出、第４条であります。

収入はございません。

支出。第１款資本的支出で２，４３４万６，０００円は、１項の企業債償還金を
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を予定しているところであります。

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、収益的支出全般について行います。７ページから１５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的支出全般についての質疑を終わります。

次に、収益的収入全般について質疑を行います。３ページから６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 収益的収入全般についての質疑を終わります。

次に、資本的支出全般について質疑を行います。１７ページから１８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、資本的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、資本的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６、議案第１９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１９号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第７ 議案第２０号

〇議長（村瀬 広君） 日程第７、議案第２０号を議題とします。

平成２９年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定予算について、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２０号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計

施設勘定予算について、提案理由を申し上げます。

本会計の予算編成に当たりましては、業務の予定量を、病床数３３床、入院１日

平均患者数を１５人、年間患者数５，４７５人を予定し、外来１日平均患者数につ

いては１０２人、年間患者数を２万４，７８６人を予定して、予算の編成を行った

ところであります。
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また、主要な建設改良事業につきましては、医療器械器具購入で３１０万円、リ

ース資産購入で８５３万２，０００円を予定しているものであります。

以上を予定し編成を行ったところでありますが、予算額につきましては、収益的

収支の額を６億９，９１７万３，０００円とし、資本的支出の額を２，５１０万７，

０００円とし、その総額は７億２，４２８万円となり、１０．７％、前年比８，６

４８万１，０００円の減額となったところであります。

予算の概要について、収益的収支より申し上げます。

収益的収入及び支出、第３条であります。

収入。第１款病院事業収益において６億９，９１７万３，０００円は、第１項医

業収益において３億３，４４７万６，０００円、第２項医業外収益で３億６，４６

９万７，０００円であります。

支出。第１款病院事業費用において６億９，９１７万３，０００円は、第１項医

業費用で６億９，６２０万７，０００円、第２項医業外費用で２６６万６，０００

円、第３項特別損失で３０万円であります。

次に、資本的収入及び支出、第４条であります。

支出。第１款資本的支出２，５１０万７，０００円は、第１項建設改良費におい

て１，１６３万２，０００円、第２項企業債償還金で１，２７５万５，０００円、

第３項奨学金貸付金で７２万円であります。

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、収益的支出全般について行います。７ページから１８ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、収益的支出全般についての質疑を終わります。

次に、収益的収入全般について質疑を行います。３ページから６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 収益的収入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。１９ページから２２ペ

ージです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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） 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

いての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第７、議案第２０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２０号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第８ 議案第２１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第８、議案第２１号を議題とします。

平成２９年度今金町簡易水道事業特別会計予算について、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２１号 平成２９年度今金町簡易水道事業特別会計

予算について、提案理由を申し上げます。

本会計の予算につきましては、歳入歳出予算の総額を１億２，９２１万２，００

０円として、前年比では５０３万２，０００円、４．１％の増として編成を行った

ところであります。

予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。２ページです。

歳入。１款使用料及び手数料において１億５３９万１，０００円は、１項使用料

で１億５３１万１，０００円、２項手数料で８万円であります。

２款財産収入において８万８，０００円は、１項財産運用収入であります。

３款繰入金において２，２７１万５，０００円は、１項一般会計繰入金で１，５

７１万５，０００円、２項基金繰入金で７００万円であります。

４款繰越金において１万円であります。

５款諸収入において１００万８，０００円は、１項町預金利子で６，０００円、

２項雑入で１００万２，０００円であります。

次に、歳出であります。４ページです。

１款総務費において４，０６７万６，０００円は、１項総務管理費であります。

２款維持費において５，９０１万４，０００円は、１項維持管理費であります。

３款公債費においては２，９５２万２，０００円であります。

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、歳出より款ごとに行います。

１款総務費の質疑を行います。１７ページから１９ページです。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 総務費の質疑を終わります。

２款維持費の質疑を行います。２０ページから２１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 維持費の質疑を終わります。

３款公債費の質疑を行います。２２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。

以上で、歳出の質疑を終わります。

次に、歳入の質疑を行います。

１款使用料及び手数料の質疑を行います。９ページから１０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。

２款財産収入の質疑を行います。１１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。

３款繰入金の質疑を行います。１２ページから１３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。

４款繰越金の質疑を行います。１４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。

５款諸収入の質疑を行います。１５ページから１６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。

以上で、歳入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８、議案第２１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２１号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第９ 議案第２２号



- 32 -

〇議長（村瀬 広君） 日程第９、議案第２２号を議題とします。

平成２９年度今金町公共下水道事業特別会計予算について、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２２号 平成２９年度今金町公共下水道事業特別会

計予算について、提案理由を申し上げます。

本会計の予算につきましては、歳入歳出予算の総額を１億９，６９１万５，００

０円とし、前年比では２，６２３万円、１１．８％の減として編成を行ったところ

であります。

予算の概要について、歳入より款ごとに申し上げます。２ページです。

歳入。１款分担金及び負担金において９６７万円は負担金であります。

２款使用料及び手数料において４，２４７万２，０００円は、１項使用料におい

て４，２４３万５，０００円で、２項手数料で３万７，０００円であります。

３款国庫支出金において８００万円は、国庫補助金であります。

４款繰入金において１億３，６７６万円は、一般会計繰入金であります。

５款繰越金においては１万円であります。

６款諸収入において３，０００円は、１項町預金利子２，０００円、２項雑入で

１，０００円であります。

次に、歳出をお願いします。４ページです。

歳出。１款総務費において１，５９５万８，０００円は、総務管理費であります。

２款維持費において５，７５８万円は、維持管理費であります。

３款建設費において１，６１３万９，０００円は、工事費であります。

４款公債費においては１億７２３万８，０００円であります。

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、歳出より款ごとに行います。

１款総務費の質疑を行います。１７ページから１９ページです。

（「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。

２款維持費の質疑を行います。２０ページから２１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 維持費の質疑を終わります。

３款建設費の質疑を行います。２２ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 建設費の質疑を終わります。

４款公債費の質疑を行います。２３ページです。
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（「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。

以上で、歳出の質疑を終わります。

次に、歳入の質疑を行います。

１款分担金及び負担金の質疑を行います。９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。

２款使用料及び手数料の質疑を行います。１０ページから１１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。

３款国庫支出金の質疑を行います。１２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。

４款繰入金の質疑を行います。１３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。

５款繰越金の質疑を行います。１４ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 繰越金の質疑を終わります。

６款諸収入の質疑を行います。１５ページから１６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。

以上で、歳入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９、議案第２２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２２号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１０ 発議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１０、発議案第１号を議題といたします。

今金町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について、提出者の説明を求め
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ます。

向井君。

○４番（向井孝一君） 今金町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について。

今金町議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。

平成２９年３月８日。

今金町議会委員会条例の一部を改正する条例。

今金町議会委員会条例（昭和６２年今金町条例第１３号の２号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１条 今金町議会委員会条例（昭和６２年今金町条例第１３号の２号）の一部

を次のように改正する。

第２条第２号中「公営施設課」の次に「、国営農地再編推進室」を加える。

第２条 今金町議会委員会条例の一部を次のように改正する。

第２条第２号中「産業振興課」を「農林振興課」に改め、「公営施設課」の次

に「、まちひと交流課」を加える。

附則 この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は平成２９年４

月１日から施行する。

以上でございます。

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、発議案第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、発議案第１号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎日程第１１ 発議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１１、発議案第２号を議題といたします。

委員会の閉会中の継続調査について。

お諮りいたします。

各常任委員会の閉会中の継続調査、議会運営委員会の地方自治法第１０９条第３

項に掲げる事項については、会議規則第７５条の規定により、各委員長から申し出

のとおり、調査が終了するまで閉会中の継続調査とすることにご異議ございません

か。



- 35 -

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定いたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３３分

再開 午後 １時４３分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎日程第１２ 請願第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第１２、請願第１号を議題といたします。

ピリカスキー場の営業継続を求める請願、紹介議員の説明を求めます。

村上君。

○８番（村上忠弘君） 「ピリカスキー場の営業継続を求める請願書」

請願の理由。

平成２６年より、スキー運営会社マックアース北海道がピリカスキー場再建のた

めに、たくさんの種を撒いてくれました。３年目の今年、その種が徐々に実り始め

今現在たくさんのお客様がピリカスキー場に足を運んでくれています。また次期事

業者（予定）がピリカスキー場の運営はしないという回答のあと、町民の皆様や関

係団体からスキー場存続の多くの激励と署名を頂いています。町民や道南地域を中

心とした署名は５，６００筆を超え、それに背中を押され、スキー団体自らが運営

をしていく決意を致しました。その背景には、今まで社会教育現場として歴史を積

み上げてきた町をはじめ、学校教育での理解、「北海道の子供はスキーができて当

たり前」というフレーズは、この地域の冬の文化の象徴で、これからも大切な財産

として守っていきたいという想いです。また、ピリカスキー場は観光施設の一つと

してとらえていた部分がありますが、今までの観光振興のツールとして捉えるので

はなく、近隣４町とのひとづくりのツールとして、私たちスキー団体が連携して発

信し、４町連携モデルの一つとしてウィンタースポーツの拠点になれると考えます。

請願の趣旨。

今金町スキー連盟及びスキー関係団体は、「ピリカスキー場営業継続」をするた

めの可能性や道筋を模索してきました。その中で、スキー団体による新組織を結成

し、この地域にピリカスキー場を残していくために、運営していくことに対して、

過去の第３セクターや指定管理制度で支援をしてきた時と同様に，町がこれからも

継続して同様の支援をして頂きますよう、町に対し働きかけていただくことを強く

請願いたします。

請願者 今金町スキー連盟会長村本智之、請願者 スノースクールピリカ代表白
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岩正美、請願者 今金スキー少年団代表小林実。

以上です。

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。

お諮りいたします。

本請願につきましては、課題も多く審査に慎重を期すため、議長を除く全員で構

成するピリカスキー場存続に関する調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調

査が終了するまで閉会中の継続調査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。

したがって、本請願審査のため、議長を除く全員で構成するピリカスキー場存続

に関する調査特別委員会を設置し、これに付託の上、調査が終了するまで閉会中の

継続調査とすることに決定いたしました。

委員会条例第７条第３項の規定に基づき、委員会を開催し、正副委員長の互選を

行ってください。

正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時４７分

再開 午後 ２時１９分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

休憩中の特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果が

議長の手元に参りました。

委員長には向井君、副委員長には川上君、以上のとおり互選されましたので報告

いたします。

ただいま、町長より議案第２３号、議案第２４号、議案第２５号が提出されまし

た。

この際、これを日程に追加し議題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、本案を日程に追加し議題といたします。

暫時休憩いたします。そのまま席でお待ちください。

休憩 午後 ２時１９分
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再開 午後 ２時２１分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り開議いたします。

◎追加日程第２ 議案第２３号

〇議長（村瀬 広君） 追加日程第２、議案第２３号を議題といたします。

今金小学校教員住宅建設工事請負契約の締結について、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２３号 今金小学校教員住宅建設工事請負契約の締

結について、提案理由を申し上げます。

平成２９年３月６日に指名競争入札を執行した今金小学校教員住宅の建設工事に

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、議会の議決を求めるものであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。

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） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （議案第２３号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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、追加日程第２、議案第２３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２３号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎追加日程第３ 議案第２４号

〇議長（村瀬 広君） 追加日程第３、議案第２４号を議題といたします。

今金中学校教員住宅建設工事請負契約の締結について、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２４号 今金中学校教員住宅建設工事請負契約の締

結について、提案理由を申し上げます。

平成２９年３月６日に指名競争入札を執行しました今金中学校教員住宅の建設工

事について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２
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条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

議案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。

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） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （議案第２４号朗読説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

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、追加日程第３、議案第２４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２４号は原案のとおり可決いたし

ます。

◎追加日程第４ 議案第２５号

〇議長（村瀬 広君） 追加日程第４ 議案第２５号を議題といたします。

平成２８年度今金町一般会計補正予算（第８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２５号 平成２８年度今金町一般会計補正予算（第

８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、規定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１２１

万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億５，５０３万１，０００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ページをご覧ください。

１７款繰入金において３７９万円の追加は、財政調整基金繰入金で財源調整であ

ります。

２０款町債において５００万円の減額は教育債で、教員住宅建設事業債でありま

す。

次に、歳出は２ページです。

１０款中学校費で１２１万円の減額は、学校管理費における執行残精査でありま

す。

次に、３ページをお願いします。

第２表、繰越明許費補正の追加です。
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６款農林水産行費１項農業費、事業名、強い農業づくり事業、金額３６９万８，

０００円、１０款教育費３項中学校費、事業名、教員住宅建設事業、金額１億６，

１９９万４，０００円であります。

次に、４ページをお願いします。

第３表、地方債補正の変更であります。

起債の方法、利率、償還の方法については変更はありませんので、目的と限度額

のみ説明をいたします。

起債の目的、教員住宅建設事業債、限度額９，８３０万円を９，３３０万円に、

計４億９，５００万３，０００円を４億９，０００万３，０００円に変更するもの

であります。

以上、概要を申し上げました。

詳細の説明につきましては、省略をさせていただきます。

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。

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。５ページから７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、質疑漏れございませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、追加日程第４、議案第２５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２５号は原案のとおり可決いたし

ます。

お諮りいたします。

本定例会の会議に付された事件は、すべて終了いたしました。

したがいまして、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会といたしたい

のでありますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 閉会に当たりまして、私から一言述べさせていただきます。

第１回定例会、大変お疲れさまでございました。

２９年度の一般会計予算の中で、議員間同士の討議が行われました。今金町議会

基本条例を制定してから１０年目で、私は初めての試みであったなと思います。ぜ
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ひとも、これを契機に、議会活性化につながることを期待しているところでありま

す。

また、体育館、図書館建設につきましては、修正動議が可決されました。その中

では、決して建設に反対するものではないという発言もありました。できれば、時

間を置かずに理事者側、議会側、大いに議論を交わしながら、よりよい方向性が見

出されるよう期待するものでございます。

それから、３月３１日をもって職員を退職する管理職の方が何名かいらっしゃい

ます。長い間にわたり、町民の幸せを願いながら今金町の発展にご尽力いただいた

ことにつきまして、敬意を表すとともに、心から感謝を申し上げる次第でございま

す。退職後も健康に留意されまして、一町民として町民の幸せ、そして今金町の発

展にご尽力、ご理解、ご鞭撻をいただけるよう、心からお願い申し上げまして、私

の閉会前のあいさつといたします。ありがとうございます。

先ほどのお諮りに異議がないので、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） 平成２９年第１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 ２時３２分
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成２９年３月１０日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


