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平成２９年第２回今金町議会定例会 第１号

平成２９年６月１５日（木）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名について

２ 会期の決定について

３ 諸般の報告

４ 行政報告

５ 一般質問

６ 審 査 報 告 請願第１号 ピリカスキー場の営業継続を求める請願につい

て

７ 同意第 １号 今金町農業委員会委員の選任について

８ 同意第 ２号 今金町農業委員会委員の選任について

９ 同意第 ３号 今金町農業委員会委員の選任について

１０ 同意第 ４号 今金町農業委員会委員の選任について

１１ 同意第 ５号 今金町農業委員会委員の選任について

１２ 同意第 ６号 今金町農業委員会委員の選任について

１３ 同意第 ７号 今金町農業委員会委員の選任について

１４ 同意第 ８号 今金町農業委員会委員の選任について

１５ 同意第 ９号 今金町農業委員会委員の選任について

１６ 同意第１０号 今金町農業委員会委員の選任について

１７ 同意第１１号 今金町農業委員会委員の選任について

１８ 同意第１２号 今金町農業委員会委員の選任について

１９ 同意第１３号 今金町農業委員会委員の選任について

２０ 同意第１４号 今金町農業委員会委員の選任について

２１ 同意第１５号 今金町農業委員会委員の選任について

２２ 議案第 １号 今金町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

制定について

２３ 議案第 ２号 今金町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について

２４ 議案第 ３号 今金町都市公園条例の一部を改正する条例制定について

２５ 議案第 ４号 檜山管内公平委員会共同設置規約の変更について

２６ 議案第 ５号 檜山管内行政不服審査委員会共同設置規約の変更について

２７ 議案第 ６号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

２８ 議案第 ７号 平成２９年度今金町一般会計補正予算（第３号）について

２９ 議案第 ８号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

（第１号）について
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３０ 議案第 ９号 平成２９年度今金町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について

３１ 議案第１０号 平成２９年度今金町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて

３２ 議案第１１号 平成２９年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第

１号）について

３３ 議案第１２号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算

（第１号）について

３４ 議案第１３号 平成２９年度今金町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

について

３５ 議案第１４号 平成２９年度今金町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について

３６ 議員の派遣について

追加日程

１ 議案第１５号 工事請負契約の締結について

２ 意見案第１号 ピリカスキー場の存続に関する意見書

〇出席議員（１２名）

議長１２番 村 瀬 広 君 副議長１１番 上 村 義 雄 君

１番 岸 徹 也 君 ２番 小 川 ひとみ 君

３番 加 藤 三 明 君 ４番 向 井 孝 一 君

５番 芳 賀 芳 夫 君 ６番 徳 田 栄 邦 君

７番 日 置 紳 一 君 ８番 村 上 忠 弘 君

９番 川 上 絹 子 君 １０番 山 崎 仁 君

〇欠席議員（０名）

〇出席説明員

町 長 外 崎 秀 人 君

副 町 長 中 島 光 弘 君

総 務 財 政 課 長 森 朋 彦 君
兼 選 管 書 記 長

総務財政課長補佐 住 吉 淳 君

総 務 財 政 課 主 幹 鈴 木 正 之 君

まちづくり推進課長 寺 崎 康 史 君

ま ち づ く り 推 進 早 坂 靖 君
課 長 補 佐

まちひと交流課長 山 田 薫 君
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ま ち ひ と 交 流
田 中 崇 君

課 長 補 佐

会 計 管 理 者 西 勝 明 君（兼任）

税 務 住 民 課 長 西 勝 明 君

税務住民課長補佐 山 田 哲 也 君

保 健 福 祉 課 長 北 見 伸 夫 君

保健福祉課長補佐 岸 孝 之 君

介護老人保健施設 諸 戸 康 浩 君
事 務 長

国 保 病 院 事 務 長 柏 田 泰 明 君

国 保 病 院 主 幹 立 島 剛 君

産 業 振 興 課 長
川 平 秀 明 君

兼 結 婚 相 談 所 長

産業振興課長補佐 中 里 英 明 君

国 営 農 地 再 編 宮 本 彰 君
推 進 室 長

国 営 農 地 再 編
伊 藤 靖 徳 君

推 進 室 次 長

農業委員会事務局長 勝 山 英 敏 君

公 営 施 設 課 長 安 達 雄 一 君

公営施設課長補佐 小 西 康 友 君

公営施設課長補佐 由 浅 和 正 君

教 育 長 田 中 俊 一 君

教育委員会事務局長
杉 山 輝 希 君兼 総 合 体 育 館 長

兼給食センター長

教 育 委 員 会
宮 崎 吉 広 君事 務 局 次 長

農 業 委 員 会 会 長 村 上 仁 司 君

代 表 監 査 委 員 天 井 幸 雄 君

〇出席事務局職員

議会事務局長 兼
成 田 光 康 君

監 査 委 員 書 記 長

議 会 事 務 局 係 長 佐 藤 直 樹 君
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開会 午前１０時００分

◎開会の宣告

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

で、本日をもって招集されました平成２９年第２回今金町議会定例会を開会いたし

ます。

◎開議の宣告

〇議長（村瀬 広君） これより、本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（村瀬 広君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員には、山崎君、上村君を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（村瀬 広君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日から１６日までの２日間といたしたいのでありますが、

これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、以上のとおり決定いたします。

お諮りいたします。

会議規則第９条第２項の規定に基づき、６月１６日は今金高等養護学校体育祭出

席のため、会議の開始時刻を午後１時半に繰り下げて開くことといたしたいのであ

りますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、以上のとおり決定いたします。

◎日程第３ 諸般の報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第３、諸般の報告を行います。

会務報告、監査委員の検査報告、随時監査結果報告、繰越明許費繰越計算書の報

告、今金町情報公開条例の運用状況の報告、今金町個人情報保護条例の運用状況の

報告及び教育に関する事務の管理及び執行の点検及び評価の報告、並びに請願の例

により処理する必要がないと認める陳情については、別紙配付のとおりであります。

さらに、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、社会福祉法人光の里か

ら、平成２８年度事業報告書が提出されておりますので、別紙のとおり配付いたし

ます。

以上で、諸般の報告を終わります。
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◎日程第４ 行政報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第４、行政報告を行います。

町長より行政報告があります。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） （行政報告朗読、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、行政報告を終わります。

◎日程第５ 一般質問

〇議長（村瀬 広君） 日程第５、これより一般質問を行います。

小川君の発言を許します。

小川君。

○２番（小川ひとみ君） おはようございます。国保病院について、町長に伺います。

いままで執行方針等に述べられている国保病院の実情は理解しております。一番

の問題である医師や看護師不足は、医療従事者対策プロジェクトチームを立ち上げ

て対応されていると思います。その上に、運営体制や設備機能充実を図るために、

従来の手法にとどまらず庁内連携をすることも伺っておりますが、どのような連携

を考えているのかお答えください。

これらの病院運営のことだけではなく、町長が国保病院をどのようにしていきた

いか。町内には個人病院もありますが、それぞれに役割があると思います。入院施

設があるのは国保病院だけですから、その役割は大きいと思います。町長として、

その役割をどのようにお考えでしょうか。

町民が病院に求めているものの一つは、専門医への受診の紹介です。これは地域

医療の重要な役割です。また、急性期病院では、手術等の処置が終われば、回復の

ための入院は地元にとも言われています。回復やリハビリのための入院を地元でと

いう希望、終末期医療の受け皿になってほしいという希望をよく耳にします。今後

の医療従事者の確保と、町民の不安が少しでも解消される病院づくりを、町長とし

てどのようにお考えかお答えください。

医師や看護師の求人においても、今金町はどのような病院づくりをしていきたい

かということが、大きなアピールにもなると思います。

〇議長（村瀬 広君） 小川君の質問に対し、理事者の答弁を求めます。

町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 小川議員より、国保病院に関する一般質問をいただきました。

質問は多くの項目に及ぶ要旨となっておりますが、関連づけをして質問に答えてま

いりたいと思います。

病院は、疾病や疾患に対して医療を提供し、患者を収容する病床を持つところで

あります。そのために、医師や看護師などさまざまな業務を担う職員の配置が必要

となり、予防・疾病後ケア等を含めて、関係する機関との連携と協力体制を強化し

て、医療効果や病院の役割が高まるように努めてまいります。
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国保病院では、一般診療以外に、予防接種、健診、障がいあるいは介護認定、学

校検診、福祉施設の訪問診療などを担っていることから、その業務を個人病院が担

うことの難しさもあり、さらに入院施設を持つことで、２４時間体制の医師や関係

職員の確保をする医療体制を整えており、今後も町の基幹病院の機能を確保してま

いりたいと考えております。

病院に期待される、受診時における専門医への紹介と他病院での術後の回復期の

受け入れやリハビリテーションの受け入れ、さらには、終末医療の対応が求められ

ているということにつきましては、十分町長としても認識をしているところであり

ます。

病院は高度急性期、急性期、回復期、慢性期と、それぞれの病院で役割を持つこ

とになっています。今金町の国保病院は、急性期病院と位置づけられ、急性期の患

者に対して、状態の安定化に向けた医療を行うところとなっています。手術後の処

置ができないことから、二次医療圏の八雲総合病院や、三次医療圏の函館市内病院

との病院連携に基づき、専門医等の紹介と依頼をしております。

国保病院から他の病院への搬送は、平成２８年度の実績で１１４件あります。う

ち救急車による他病院への転院が９４件で、ドクターヘリでの施設間の搬送が２０

件です。そのほかに、紹介状を受けて他の病院への受診は４７件あります。

救急搬送も利用件数が伸びており、専門医の紹介も町長就任時から医師に要請し

ていることから、引き続き伝えてまいりたいと考えております。

４７件の紹介状により転院された方が、手術後に国保病院へ逆紹介された実績は

９件であり、それ以外の方々につきましては、自宅復帰や他の病院への入院などと

思われますが多くはありません。

回復期の治療やリハビリテーション治療が十分に行える機能が、国保病院に備わ

っていないことや、在院日数などのさまざまな要因により、希望にこたえられてい

ないことも認識していますが、二次医療圏、三次医療圏における病院連携ネットワ

ークなどを通じて、改善が図られるよう国保病院と協議をしてまいります。

今年３月に作成した新公立病院改革プランにおいて、新たに取り組む視点の整理

をしたところであり、さまざまな観点から、いただいた質問に答えられるよう、再

編・ネットワーク検討や地域医療連携への取り組みと診療体制の方向性を定めたこ

とから、着実に取り組みを進めてまいります。

〇議長（村瀬 広君） 小川君の再質問を許します。

○２番（小川ひとみ君） いまの町長の答弁の中で、従来の手法にとどまらない庁内

連携については、関連する機関との連携と協力体制を強化するということでしたが、

従来の手法にとどまらないということは、画期的なことを連想しますが、新しい連

携の構想がありましたら、もう少し具体的に伺いたいと思います。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） 先ほど申しましたように、病院といいますか、特に医師がか
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かわる仕事というのは、一般の診療、それから入院患者の診察以外に、大変多くの

業務があるわけであります。どちらかというと、いろいろデータをとっても、そち

らの業務が膨大な事務、医者としての診療以外の膨大な事務があるわけであります。

そこにプラスして、医師が足りないだとか、看護師の手が足りないということが

あるわけでありまして、例えば介護事業を含めたことを考えた場合に、地域包括ケ

アシステムをつくっていこうということで、今回今金町も動いてきているわけであ

りますけれども、今金町には、医療という、医療はあくまでも、患者さんは病気だ

けでなくて、栄養だとかリハビリだとかいろんなことを含めたかかわりを持たなけ

ればいけない。そう考えた場合に、福祉課には栄養士だとか保健師だとかいろんな

方もいますし、いま、教育委員会の方にもそういう方を配置しているわけでありま

す。そういう方々の上手な連携体制をとることも必要ではないかなと。

すべてを医者にお願いするのではなくて、すべてを看護師に依存するのではなく

て、そういうさまざまなスタッフでもってチームを組みながら、いろんな方々を診

ていこうじゃないかと。そのスタートが、介護サービス事業をベースにしながら、

いろんなものに求めていく必要があるのではないかなと思っています。

加えて、医者につきましても、老人保健施設の方にも医師を確保できましたので、

その先生の活用なんかも、これから広く高めていかなければいけないのかなと思っ

ています。

いずれにいたしましても、そういういろんなさまざまな人材が居るわけでありま

すから、そのネットワークをきちっと構築していく。まだまだ私は足りないと思っ

ておりますので、その強化を図ることによって、この間、病院という機能が、より

一層広まりつつ、そして、病院の医師は医師の専門の仕事ができる形をとっていか

なければいけないのかなと。

何よりも重要なのが、いまの楯院長も含めてそうでありますけれども、時間的な

対応がとれるのであれば、いわば自宅で療養されている方にも出向いて診療するだ

とか、そういう思いを非常に強く持たれている方でありますので、そうなった場合

については、福祉との連携というのが重要になっていくわけでありますから、改め

て申し上げますけれども、病院だけで完結するのではなくて、町全体のさまざまな

人材を活用しながら、ネットワークをつくっていくということについて、より一層

強化してまいりたいと思っているところであります。

〇議長（村瀬 広君） 小川君。

○２番（小川ひとみ君） ありがとうございます。

いまの連携の内容なんですけれども、利用する町民のためのことですし、町民が

わかりやすい、使いやすい連携の仕組みをお知らせいただければいいなと思いまし

た。

次に、紹介状の件では、積極的な対応がなされていること、回復期の治療やリハ

ビリテーション治療は十分な機能が病院に備わっていないためや、在院日数などの

さまざまな要因により、希望になかなかこたえられないという理由があることもわ
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かりました。しかし、このようなできないことの理由は、なかなか町民には伝わら

ず、町民の不安や不満につながっていたと思います。新公立病院改革プランの視点

の中にも上げられている、住民の理解のための取り組みがあるかどうかということ

にもつながっていくと思います。

そこで、この住民の理解のための取り組みについて、町長のお考えを伺いたいと

思います。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） いま質問をいただきました。住民の理解という部分がありま

すけれども、非常に病院を取り巻く状況が厳しくなっていますのが、一つは、何よ

りも国の視点といいますか、これは北海道も含めてそうでありますけれども、北海

道の医療計画、そして、ここは二次医療圏でありますから、二次医療圏の計画の中

でも言いましたように、医者が少ないという実態は、世界的なデータをとっても、

日本には病院の数が多い、非常に外国よりも多いと、ベッド数も多いと。それに伴

って、医者も多くとられるものですから、多くを手が回らなくなってきているとい

うことが状況にあると。

あわせて、数年前からそうでありますけれども、風邪だとか軽微な病気について

は、地元でちゃんと診てもらってくださいと。身近なところで診てくださいと。す

べて大病院だとか総合病院に行くのではなく、そういう仕組みをつくってください

ということで、国そのものがそういう仕組みをつくりまして、２００床以上のベッ

ドのあるところ、２００、５００とあるんですけれども、そこでは、特別にお金を

余分に初診料を取るような仕組みをとっています。そういう規制をしてきていると。

あわせて、もっときついのが、いま議員おっしゃったように、在院日数なんです

ね。入院が多くなると、それだけ医療費もかかるし、先生の手もかかるし、新しい

患者さんを受け入れることができないので、在院日数も減らしていきなさいという

方法、仕組みをつくっています。どんどんどんどんそれが強化されてきているわけ

であります。従前は、一般的には３０数日もあった入院の平均というのが、いま２

０前後になってきている。そこまで落とされてきているという状況にあります。

ですから、急性期病院と慢性期病院、回復期、それから慢性期という仕組みをつ

くったのは、そういうところにあるわけであります。高度急性期は手術したらすぐ

戻しなさい、慢性期に戻しなさいと。今金町の病院みたく戻しなさいと。今金町の

病院は、すぐにそこで診られたら、回復期、リハビリの方の病院に行かせなさいと。

リハビリの病院は、最後は慢性期という、ずっといろんな病気を持っていますから、

長く診るところの病院に移しなさいと。結果的には、そのすべては、途中からでも

いいですから、急性期病院から回復期から慢性期からは自宅に戻しなさいという指

導と、そのためのさまざまな手当ても当然あるわけでありますけれども、誘導して

いるわけであります。そのハードルが非常に高く、それを求めていかなきゃいけな

いと。これは非常に難しい状況にあるわけであります。
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そのことを町民の方にきちっと伝えていかなきゃいけないことと、いま議員がお

っしゃったこの実態、今金町を含めた、取り巻くこの二次医療圏の実態から含めて

も、ベッド数がやはりあるのとないのが、慢性期というのは、北渡島檜山はあと１

０年後の平成３７年を目安にしたら、いま高度急性期、八雲の病院でも高度急性期

が取れないんですよ。全部函館なんですよ。いまの実態はゼロ。急性期というのは、

今金も含めて、せたなも含めてそうですけれども、３００のベッド数がありますけ

れども、これとて３７年度には１００ぐらいにするべきだよという動きがあります。

ただ、残念ながら、平成２７年に、いま回復期、リハビリをやっている病院という

のは、公立病院ではないんです。民間の小さい病院で何件か受けていますけれども、

いま４７ですけれども、これを１９６、これは増やしていかなきゃいけませんよと。

これにどうこたえるかというのが、最大の課題であります。

あわせて、いま慢性期といいますか、議員の質問にあります終末を含めたさまざ

まな、看取りを含めてですね、やり方はさまざまありますけれども、それに近いよ

うな本当に慢性期になった方の患者さんのベッド数も、いま５００ぐらいあります

けれども、それは２２８ぐらいにしなきゃいけませんよと。非常にハードルが高く

なる。

ベッド数が少なくなったのは何かといったら、自宅に帰しなさいと。この仕組み

は、どうしようもない事実、状況でありまして、このことは、やはりきちっと病院

のあり方を含めて、町長としては町民の方に、先ほどの言葉ではないですけれども、

わかりやすく、仕組みをしていかなきゃいけないかなと。これは、実態としては、

私が生まれたころの１９５０年前後というのは、８割の方が在宅で、自宅で亡くな

っていたということが言われています。いまは８割の方が病院で亡くなるわけであ

りますから、いま、さまざまな施設にいても、結果的には病院に搬送されて、病院

の方で看取っていただくという形をとるとすれば、いま言ったような仕組みもきち

っ持っていかなきゃいけないと。

願わくばそういう、今金町においても、残念ながらこの３月で療養病床、いまで

言うところの回復期みたいな仕組みを持っていたわけでありますけれども、それが

かなわなくなってしまったということから廃止したわけでありますけれども、そう

いう仕組みをこの医療圏の中でどうするかということも、きちっと考えていかなき

ゃいけないと。

いま、せたなと今金の、せたなの町長と病院の院長と今金の私と病院の院長と、

いま将来に向けて、この医療圏の問題については検討をすることになっております

し、二次医療圏の中で検討することになっております。

あわせて、非常に大きなハードルなんですけれども、北渡島、ここは檜山なんで

すけれども、南渡島と、それから渡島圏の医療圏の方々といま懇談をやることにな

っております。そこで言われつつあるのが、いま言ったように、急性期病院として、

函館含めてみんな受けています。地域から受けていますけれども、さて、これから

は函館も大変なものですから、できれば回復期だとか慢性期については地元で、例
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えば例を挙げて、今金町、そういうところで受けてくださいという方向性を示唆さ

れるような前ぶれがちょっとありまして、その会議を設定をされつつあります。私

はこの二次医療圏の会長をやっておりますので、その代表としてそこに参加するわ

けでありますけれども、非常にそういう面では、取り巻く環境というのは非常に厳

しいと。その辺の話も、きちっと町民の方に伝えていかなければいけないかなと思

っております。

〇議長（村瀬 広君） 小川君。

○２番（小川ひとみ君） 町長の方から、いまのようなことを町民の皆さんに伝えて

いってくださるということで理解いたしました。

また現場でも、わかりやすく一人一人の町民に対して、そういう部分も詳しい説

明をしていっていただきたいと思います。

そして、最後になりますが、医師や看護師不足がずっと続いている現状です。新

公立病院改革プランの中では、病院の規模の縮小も検討課題になっています。病院

がどう変わっていかなければならないかを、町民も一緒に考えてつくり上げていく

必要があります。町民とのやりとりができる体制が整うことで、町民の病院に対す

る理解も深まり、意識も変わってくることだと思います。もちろんその中には、医

療従事者も含まれています。地域医療に参加する重要性がわかり、それぞれの立場

で、自分たちにできることも明確になっていくと思います。

また、町民との共同で信頼回復にもつながると思います。病院をなくしてはいけ

ないという危機感を持って、町ぐるみでつくり上げていけることを期待しておりま

す。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） ありがとうございました。本当に議員がおっしゃるような状

況にあるわけであります。

すべてを解決、これを言ってしまえばおしまいなんですけれども、どこも含めて

そうでありますが、医師、看護師を含めたさまざまな方々の人の対応が重要だと。

回復期ができないのが、作業療法士を含めてすごい数必要なんですね。それを設置

しなければ、認められないという状況にあるわけであります。

おとついでありますけれども、東京で会議がありまして、会議が終わってから、

夕方全国の自治体病院協議会、いつも顔を出しているところですけれども、お医者

さんの要望の話をさせていただきました。１時間ぐらい担当者と話をしたわけであ

りますけれども、いや、町長、今日も熊石の病院から電話が来ていましたと。この

前は八雲の病院から電話が来たと。せたなからも長万部からも、お医者さんどうで

しょうかという電話が来ましたよという、それこそ、もうくまなく毎日毎日医者の

情報というのは、さまざまなところから入っているんですよという話を聞いたわけ

であります。

解決策の一つの要素というのは、医者、看護師問わず、いま言われたように、ま
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ずいま来られている方、いまの体制の中で、しっかりと相談機能に乗るだとか、あ

るいはさまざまな機能を果たせるような仕組みを生かし切って、やっぱり病院は大

切だよということをわかってもらうことから始まっていかなきゃいけないのかな

と。多分その中には、議員の言葉にもありましたけれども、そういういい雰囲気の

病院であれば、お医者さんも来たいという声が当然出てくるだろうと。

あわせて、お医者さんが来たくなるような仕組みづくりの中に何が必要かといっ

たら、町づくり全体が必要だよと。ある方々は、やっぱり町そのものが、いろんな

アフターケアを含めて、お医者さんが、看護師さんが、仕事だけでなくてふだんの

生活を楽しめるだとか、いろんなそういうものにかかわれるような環境というもの

も、もしかしたら必要ではないかなと。都会がいい理由というのは当然あるわけで、

田舎に行きたくないという理由があるわけでありますけれども、いま言ったように、

働きやすい環境ということと、あわせて働きやすい地域といいますか、それに向け

た努力は、これからもますますしていかなければいけないのかなと。そういう思い

を持ちながら、これからも努力してまいりたいと思っております。

〇議長（村瀬 広君） 以上で、一般質問を終わります。

◎日程第６ 審査報告

〇議長（村瀬 広君） 日程第６、審査報告を議題といたします。

請願第１号 ピリカスキー場の営業継続を求める請願について、委員長の報告を

求めます。

ピリカスキー場存続に関する調査特別委員会委員長向井君。

○ピリカスキー場存続に関する調査特別委員会委員長（向井孝一君） ピリカスキー

場存続に関する調査特別委員会請願審査報告書。

本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則

第９４条第１項の規定により報告します。

受理番号 請願第１号、付託年月日 平成２９年３月１０日、件名 ピリカスキ

ー場の営業継続を求める請願。

【審査の結果】

平成２９年３月１０日に本委員会を開催し、正副委員長の互選及び今後の進め方

について協議を行った。

同年３月１５日に請願者である今金町スキー連盟、スノースクールピリカ及び今

金スキー少年団の各代表者を参考人として招致し、意見聴取を行った。また、あわ

せて３団体の指導機関である今金町体育協会の代表者から協会の支援方針を聴取す

るとともに、クアプラザピリカ支配人等にも出席いただき、ピリカスキー場におけ

る運営上の諸課題等について意見聴取を行った。

さらに、５月１０日、５月３０日に本委員会を開催し、慎重に審査を重ね、挙手

による採決の結果、賛成多数で本請願については採択すべきものと決定した。

なお、６月１２日開催の委員会では、請願審査報告書の内容確認と精査を行った。



- 12 -

【委員会の意見】

今金町スキー連盟及びスキー団体による署名活動は、町民や道南地域を中心に５，

６００筆を超えており、ピリカスキー場がこの地域に必要であるとの意思の表明と

捉えています。

また、町民や近隣町も巻き込んだスキー団体による活動は、観光面だけではなく、

ひとづくりのツールとして交流人口の確保に大きく貢献をしているものと考えま

す。

ピリカスキー場を存続することにより、観光だけではなく、雇用の確保、健康増

進、冬の文化の継承及び教育の場の確保等が図られることから、スキー場運営の受

け皿となるスキー団体にあっては、新組織の設立や運営方針を明らかにするととも

に、施設の老朽化や運営費の補助など財政負担も大きいことから、理事者にあって

は、請願の趣旨を尊重しスキー団体等との対話を深め、ピリカスキー場存続に向け

た努力をされたい。

以上でございます。

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。

ただいまの委員長報告は、さきに議長を除く１１人によるピリカスキー場存続に

関する調査特別委員会において審査を行ったものでありますので、質疑・討論を省

略し、採決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

これより、採決を行います。

本請願に対する委員長の報告は採択です。

委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

したがって、請願第１号 ピリカスキー場の営業継続を求める請願については、

委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。

◎日程第７ 同意第１号～日程第２１ 同意第１５号（一括議題）

〇議長（村瀬 広君） お諮りいたします。

日程第７、同意第１号 今金町農業委員会委員の選任についてから日程第２１、

同意第１５号 今金町農業委員会委員の選任についてまでの件を一括議題といたし

たいのでありますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

よって、日程第７、同意第１号 今金町農業委員会委員の選任についてから日程

第２１、同意第１５号 今金町農業委員会委員の選任についてまでの件を一括議題

といたします。
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理事者からの一括説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） おはようございます。

それでは、同意第１号から同意第１５号まで、今金町農業委員会委員の選任につ

いて、提案理由を申し上げます。

平成２９年７月１９日をもって任期満了となる同委員の選任について、農業委員

会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意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、ご同意いただき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） （同意第１号から同意第１５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。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１７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。

休憩前に説明がありました同意第５号について、資料の差し替えを行いましたの

で、理事者からの説明を求めます。

総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） （同意第５号再説明、記載省略）

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、同意第１号から同意第１５号までの１５件についての質疑を一括で行

います。

上村君。

○１１番（上村義雄君） 質疑を許されましたので、同意１５号の部分の中谷さんで

すね。この部分について、行政書士ですよね。農業委員というのは、農地移動等も

含めての農業委員の職務なわけですから、これどうなんですか。要するに、行政書

士というのは、登記等の部分で仕事がなされるわけですけれども、その部分で、私

はどうなのかなという疑念を持つわけですけれども、それが問題ないかどうか、そ

こらあたり答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 農業委員会事務局長、勝山君。

○農業委員会事務局長（勝山英敏君） ただいまのご質問にお答えしたいと思います。

いま言われたように、確かに中谷さんにおかれまして、今金町で行政書士という

ことで登録をされておりまして、その部分で営業といいますか、自体をしているの

は事実でございます。

確かにいま言われましたとおり、行政書士の業務につきましては、当然登記の部
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分でのかかわりも持ちます。司法書士と違いまして、直接登記をするわけではござ

いませんが、登記をするためのお手伝いをするというのが業務の部分になるかと思

います。農地の部分での売買、あるいは相続の関係でいきますと、そういう部分も

関連する部分はございますが、それは業務としてという部分の中でございまして、

農業委員という部分の中では、直接それには当たらないというような見解の部分の

判例といいますか、そういう質疑の部分も出ておりますので、今日、今回提案した

部分については、行政書士の中谷さんについては、それらの部分に抵触しないとい

うことで、今回候補者としてお願いをしているところでございますのでよろしくお

願いします。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「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。

本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し、日程第７、同意

第１号 今金町農業委員会委員の選任についてから日程第２１、同意第１５号 今

金町農業委員会委員の選任についてまでの件を個別に採決したいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

なお、採決は無記名投票で行います。

投票準備のため、暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時３４分

再開 午前１１時４５分

〇議長（村瀬 広君） 休憩を打ち切り、開議いたします。

始めに、同意第１号 今金町農業委員会委員の選任についてを採決いたします。

この採決は、会議規則第８２条第１項の規定により、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に徳田君及び加藤君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

念のために申し上げます。

本案に同意することに賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載願いま

す。

なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第８４条

の規定によって「否」とみなします。

ただいまから、投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。

○議会事務局長（成田光康君） それでは、点呼を行います。

１番岸徹也議員、２番小川ひとみ議員、３番加藤三明議員、４番向井孝一議員、

５番芳賀芳夫議員、６番徳田栄邦議員、７番日置紳一議員、８番村上忠弘議員、９

番川上絹子議員、１０番山崎仁議員、１１番上村義雄副議長。

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

徳田君及び加藤君、開票の立ち会いをお願いいたします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第１号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 採決の途中ですが、昼食のため午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５２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。

午前中に引き続き、採決を行います。

次に、同意第２号 今金町農業委員会委員の選任についてを採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。
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議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に上村君及び芳賀君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君）

投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

上村君及び芳賀君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第２号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第３号 今金町農業委員会委員の選任についてを

採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。
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次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に向井君及び川上君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

向井君及び川上君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第３号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第４号 今金町農業委員会委員の選任についてを

採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に日置君及び山崎君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。
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（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱の点検を行います。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

日置君及び山崎君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第４号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第５号 今金町農業委員会委員の選任についてを

採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に村上君及び小川君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。
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投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

村上君及び小川君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第５号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第６号 今金町農業委員会委員の選任についてを

採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に岸君及び徳田君を指名いたし

ます。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。
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１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

岸君及び徳田君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第６号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第７号 今金町農業委員会委員の選任についてを

採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に加藤君及び上村君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

加藤君及び上村君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第７号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第８号 今金町農業委員会委員の選任についてを

採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に芳賀君及び向井君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

芳賀君及び向井君、開票の立ち会いをお願いします。
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（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第８号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第９号 今金町農業委員会委員の選任についてを

採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に川上君及び日置君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

川上君及び日置君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。
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以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第９号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第１０号 今金町農業委員会委員の選任について

を採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に山崎君及び村上君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

山崎君及び村上君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第１０号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）



- 24 -

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第１１号 今金町農業委員会委員の選任について

を採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に小川君及び岸君を指名いたし

ます。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

小川君及び岸君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第１１号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第１２号 今金町農業委員会委員の選任について

を採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。
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（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に徳田君及び加藤君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

徳田君及び加藤君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第１２号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第１３号 今金町農業委員会委員の選任について

を採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に上村君及び芳賀君を指名いた
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します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

上村君及び芳賀君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第１３号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第１４号 今金町農業委員会委員の選任について

を採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に向井君及び川上君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）

〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

向井君及び川上君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第１４号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） 次に、同意第１５号 今金町農業委員会委員の選任について

を採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

（議場閉鎖）

〇議長（村瀬 広君） ただいまの議長を除く出席議員数は１１名です。

次に、立会人を指名いたします。

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に日置君及び山崎君を指名いた

します。

投票用紙を配ります。

（投票用紙配付）

〇議長（村瀬 広君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱点検）
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〇議長（村瀬 広君） 異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から順番に投票願います。

（投票）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

日置君及び山崎君、開票の立ち会いをお願いします。

（開票・投票結果集計・点検）

〇議長（村瀬 広君） 投票結果を報告します。

投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票０票です。

有効投票のうち、賛成１１票、反対０票。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第１５号は原案のとおり同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

（議場開場）

〇議長（村瀬 広君） これで、同意第１号から同意第１５号までの審議はすべて終

わりました。

後片づけのため、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時０６分

再開 午後 ２時２０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２２ 議案第１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２２、議案第１号を議題とします。

今金町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関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 今金町個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例制定について、提案理由を申し上げます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行

され、法律第９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第１９条第１０号に基づく

特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるもので、町独自の事務で利活用する

場合は条例化事項となることから、本条例制定について議会の議決を求めるもので
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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） この件に関しては、総務厚生常任委員会の方でも若干質問も

させていただいているんですけれども、いわゆるマイナンバーに、個人が皆さん持

っていると思うんですけれども、その番号に対して、この条例の中にある別表の１

から３の情報がひもづけされるというのでしょうかね、それがつくと。そういうも

のが、町独自の事務に対してそれが閲覧することができるという解釈なんですけれ

ども、それでよろしかったでしょうか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） ご質問の件でありますが、この条例を制定すること

によりまして、今金町が独自に行っている事務につきまして、マイナンバーを利用

しまして、個人の例えば住基情報ですとか、それから課税の情報ですとか、いまま

で証明書類で提出をしていただいたものにつきまして、電子上のやりとりの中で確

認をさせていただくということの位置づけであります。

そのためには条例化が必要だということでありますので、その中で所要の手続を

定めているものがこの条例であります。

いまご質問にありましたように、別表、それぞれ第１、第２、第３の中で、町の

どの執行機関がどの事務についてそのマイナンバーを利活用できるか、あるいは特

定の個人情報のやりとりができるかということを定めているものが、この条例とい

うことになっております。よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 大変プライバシーの部分で大きな情報が、データ化されてい

るということだと思うんですけれども、常任委員会の方でも質問をしましたけれど

も、セキュリティーの部分でね。そのあたりの話で、大丈夫なんだと、これはもう

絶対大丈夫なんだということをちょっとお願いしたいなと思いますけれども、いか

がですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） マイナンバーにつきましては、運用が始まる以前か

ら、いま質問にあったようなセキュリティー関係のことが全国的に話題になってお

りました。

どの自治体もそうでありますけれども、このマイナンバー、それから特定の個人

情報のやりとりの運用につきましては、ＬＧＷＡＮという専用の回線の中でありま

す。この回線につきましては、通常のインターネット回線とは完全に切り離しをし

て運用しておりますので、そこを経由して悪意のある攻撃を受けるということはな

いという中で運用をしております。
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マイナンバーの方が、本格運用が始まりました昨年度から、さらに強靱化という

ことで、システムの方の見直しの作業もさせていただいておりますので、今金町に

おいては、そういうことで完全に分離をした中で運用させていただいております。

それから、常任委員会の中ではヒューマンエラーの話もございましたが、今日の

新聞にも一部ありましたけれども、そういう全国の好ましくない事例がありました

ら、その都度、職員の方に課長会議等々を通じながら周知をしておりますし、庁内

ではセキュリティーポリシーですとか、それから個人情報の保護についてのハンド

ブックなんかも、庁内の掲示板の方に掲載をして随時見れるというようなこともあ

りますので、そのあたりの注意喚起については、逐次行っていきたいというふうに

思っております。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） いま答弁もありましたけれども、やっぱりＬＧＷＡＮの回線

だから問題ないんだという部分は、確かにそれも理解はできるんですけれども、や

はり人間が扱うものですので、どんなことが起こるかわからないと。ヒューマンエ

ラーの話もありましたけれども、そこの部分のポリシーも遵守しながら、尊重しな

がら、職員の方はやられているという話ですので、そこはもうしっかりやっていた

だきたいなと思うんですけれども。

最後に一点ですね。その研修というのでしょうかね、エラーを起こさないための

研修というものを、いままでどのくらいの頻度でやられてきているのかと、そのあ

たりのお話をお聞きしたいなと思いますけれども、いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） まず、ヒューマンエラーの部分では、職員の意識的

なところの啓発もそうでありますけれども、物理的には、例えばＵＳＢメモリーで

すとか、外部の記憶媒体なんかも接続が制限されておりますし、それから、特にセ

ンシティブな情報を扱う職員というのは、特定の職員に限定をさせていただいてお

りますので、通常一般の職員が心配をされるような、マイナンバーに直接触れるよ

うなことはまずないというところの中で運用をしております。

それから、啓発の部分で、職員研修でありますけれども、その時々でやはり大き

なできごとというのがあります。昨年、一昨年でしたか、年金の関係の情報漏洩が

あったりですとか、それから、数年前になりますけれども、個人情報の保護法が成

立をしたりですとかという大きなところにつきましては、改めて専門の研修という

ことを行ってきておりますし、定期ではありませんけれども。

この度も、そういう意味でいうと少し大きな動きになっておりますので、通常持

っている職員研修の中で対応ができるものがあれば、随時していきたいと思います

し、それから、日常的に、先ほど言いました情報をしっかり管理をするというとこ

ろの心構え的なところは、日ごろから啓発をしていきたいと思っておりますし、い

ままでもその部分はしておりますので、継続をしてやってまいりたいと思っており

ます。
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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） マイナンバーの手帳というのが、町民全体にアピールしなが

らもなかなか進まないという話があったんですが、いま現在、どの程度の手帳化を

されているのか、それを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） ちょっと直近ではないんですが、平成２９年２月末

現在の数字になりますが、マイナンバーカードですね、こちらの申請件数が５３５

件のうち、交付が終わっていたものが４７０件であります。

この数の差につきましては、Ｊ－ＬＩＳ、国の専門の機関の方で、まだ手続中の

ものであったりとか、それから発送は終わってますが手元に届いていないというこ

とであります。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） このカードについては、写真つきなので、それを当初いつい

つまでは無料でやるというサービスがあったんですが、これは全町民がなるまで果

たして無償でやれるのかどうか、その辺。

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） 初めてカードをつくる場合については無料です。そ

れを紛失をしたですとか、再交付を行う場合については、５００円だったと思いま

すが、手数料がかかるということになっております。

〇議長（村瀬 広君） 向井君。

○４番（向井孝一君） マイナンバー制度が２９年１月１日から施行されてあれして

いるんですが、２８年度の税の申告のときには、強制されなかったんですよね、マ

イナンバーの番号を申告書にということは。２９年度というのは、それは強制的に

されるのかどうか、その辺の確認。

〇議長（村瀬 広君） いま、この条例制定の中の審議とマイナンバーに関するやつ

は、ちょっと違ってくるので、気をつけていただきたいなと思っていますが。

○４番（向井孝一君） 申しわけないですが、この質問だけちょっと。

〇議長（村瀬 広君） わかりました。

税務住民課長、西君。

○税務住民課長（西 勝明君） 確定申告のことだと思いますけれども、基本的には

マイナンバーが必要でございます。だけれども、まだマイナンバーを始めたばかり

なので、利用方法だとかの部分については、税務署の方から、必ず必要だという形

で理解はしてもらっているんですけれども、ただ、本人の理由によりましてマイナ

ンバーを提示できない場合については、そのまま申告書にその旨を書いて提出して

くださいという話で聞いております。

段階的には、マイナンバーを義務づける形では基本的には決まっているんですが、

まだ過渡期なものですから、そこまでは完全に強制的という形はしていませんので。
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ただ、できる限りマイナンバー制度を周知するためには、添付した形でお願いした

いと思っています。

以上です。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

山崎君。

○１０番（山崎 仁君） マイナンバーを使って情報を共有するという。この情報を

共有するという中では、個人の承諾、了解というのは必要ないんですか、これをつ

くることによって。

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） 今回の条例で規定をする事務については、本人の承

諾というのは必要ありません。

もともと証明書類で提出を求めていたものについて、事前に行政間で、あるいは

執行機関の間でやりとりさせていただくという内容になっておりますので、特に改

めて承諾をいただくというような手続は要しないということになっております。

〇議長（村瀬 広君） 山崎君。

○１０番（山崎 仁君） それっていうのは、マイナンバーを使って情報を共有して

いますということは伝えなくてもいいということ、そういうふうにとらえていいん

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） 伝えなくていいということではなくて、先ほど言い

ました手続をする上で、添付書類で例えば課税証明ですとか住民票ですとか、通常

提出を求めているものでありますので、その提出のかわりにマイナンバーを使って

情報をやりとりさせていただきますというような説明は当然としてされるものだと

いうふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２２、議案第１号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

す。

◎日程第２３ 議案第２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２３、議案第２号を議題とします。
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今金町スポーツ施設の設置及び管理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 今金町スポーツ施設の設置及び管理に関する

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。

新総合体育館の建設に伴い、同施設建設予定地内に設置されている高美ゲートボ

ール場が撤去となることから、本年７月１日をもって廃止するための本条例の一部

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。

日置君。

○７番（日置紳一君） ゲートボール場の廃止について、もう利用団体に説明がなさ

れているということですけれども、これがなくなることに反対の声とか、代替地と

かの要望とかなかったですかね。

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） ご質問にお答えをいたします。

体育館建設の構想が起きたときから、ゲートボールの利用団体とはお話をさせて

いただいております。その中では、やむを得ない場合には、新しいコートについて

はあきらめるということは、何かの、体育館のアリーナとかで、冬場のような形で

プレーをするということも、了解というわけではないですけれども、やむを得ない

場合はそういう考えも持ちながらも、引き続き屋外での競技も続けたいという意向

は我々として受けてございます。

ただし、いまのような、いま２面で公式の競技もできるような相当立派な施設を

設置してございますけれども、利用団体の方からも、今後の自分たちの利用の中で

も、面数についてもコートは１面でもいいし、場所としても、どこか遊休地の片隅

でもいいというようなご意見もいただいております。

なおかつ、整備に程度についても、本当に仮設的な簡易なものでも構わないとい

うようなご要望も受けておりますので、今後に向けて、さらに協議を深めて、設置

について検討をしてまいるということで話し合いをしているところでございます。

〇議長（村瀬 広君） 日置君。

○７番（日置紳一君） そういう丁寧に説明はされていると思うんですけれども、ゲ

ートボールを利用している人方は、体育館を利用していない、使わない人がかなり

居ると思うんですよね。それで、新しい体育館ができることでそれがなくなるとい

うことですので、やはりそういう希望がある、小さくてもいいから欲しいというよ

うなことでしたので、そこら辺は親切な対応を今後もとっていただきたいなと思い

ます。

〇議長（村瀬 広君） 答弁はよろしいですか。
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○７番（日置紳一君） よろしいです。

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） 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２３、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２４ 議案第３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２４、議案第３号を議題とします。

今金町都市公園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３号 今金町都市公園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。

新総合体育館の建設に伴い、同施設建設予定地内に設置されている高美公園町民

テニスコート、ゲートボール場が撤去されることから、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２４、議案第３号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

す。

◎日程第２５ 議案第４号
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〇議長（村瀬 広君） 日程第２５、議案第４号を議題とします。

檜山管内公平委員会共同設置規約の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第４号 檜山管内公平委員会共同設置規約の変更につ

いて、提案理由を申し上げます。

平成２９年７月３１日をもって、江差町ほか２町学校給食組合より厚沢部町が脱

退したことに伴い、８月１日より組合名称が江差町・上ノ国町学校給食組合に変更

となることから、地方自治法第２５２条の７第２項及び第３項において準用する同

法第２５２条の２第３項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２５、議案第４号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

す。

◎日程第２６ 議案第５号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２６、議案第５号を議題とします。

檜山管内行政不服審査委員会共同設置規約の変更について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第５号 檜山管内行政不服審査委員会共同設置規約の

変更について、提案理由を申し上げます。

平成２９年７月３１日をもって、江差町ほか２町学校給食組合より厚沢部町が脱

退したことに伴い、８月１日より組合名称が江差町・上ノ国町学校給食組合に変更

となることから、地方自治法第２５２条の７第２項及び第３項において準用する同

法第２５２条の２第３項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）
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〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２６、議案第５号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

す。

◎日程第２７ 議案第６号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２７、議案第６号を議題とします。

今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第６号 今金町過疎地域自立促進市町村計画の変更に

ついて、提案理由を申し上げます。

あったからんど温泉井掘削事業、仮設防雪棚設置撤去事業、公共下水道整備事業

の３事業を新たに登載し本計画を変更するため、過疎地域自立促進特別措置法第６

条第７項の規定により議会の議決を求めるものであります。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 質疑を終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第２７、議案第６号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

す。

◎日程第２８ 議案第７号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２８、議案第７号を議題とします。

平成２９年度今金町一般会計補正予算（第３号）について、理事者の説明を求め

ます。

副町長、中島君。
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○副町長（中島光弘君） 議案第７号 平成２９年度今金町一般会計補正予算（第３

号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億２，

０５４万４，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５９億５，８１０

万８，０００円にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページからです。

１１款分担金及び負担金において３４４万８，０００円の追加は、社会福祉費負

担金が主であります。

１２款使用料及び手数料で３４万６，０００円の追加は、児童福祉費使用料が主

であります。

１３款国庫支出金において４１５万４，０００円の追加は、国庫負担金において

６５万７，０００円、国庫補助金において３３６万９，０００円、委託金で１２万

８，０００円のそれぞれ追加であります。

１４款道支出金において６，２５５万３，０００円の追加は、道負担金で３９万

８，０００円、道補助金で５，７０３万６，０００円、委託金で５１１万９，００

０円のそれぞれ追加であります。

１７款繰入金において９，８９２万６，０００円の追加は、財政調整基金繰入金

が主であります。

１８款繰越金で１，０１１万７，０００円の追加は、前年度繰越金であります。

２０款町債で４，１００万円の追加は、保健衛生債であります。

次に、歳出は２ページから３ページです。

１款議会費において８０万円の追加は、特別旅費の追加が主であります。

２款総務費で１５万４，０００円の減額は、総務管理費における減額が主であり

ます。

３款民生費で２，８５５万２，０００円の追加は、老人福祉費における繰出金の

追加が主であります。

４款衛生費で９，０７８万６，０００円の追加は、公衆浴場費の委託料が主であ

ります。

６款農林水産業費で６，８７０万円の追加は、産業基盤整備促進支援事業補助金、

美しい森林づくり補助金交付金が主であります。

７款商工費で６０４万４，０００円の追加は、観光費における追加が主でありま

す。

８款土木費で１９９万６，０００円の追加は、公共下水道事業特別会計繰出金の

追加が主であります。

９款消防費で２２７万１，０００円の追加は、常備消防費、防災費の追加であり

ます。

１０款教育費で２，１５４万９，０００円の追加は、事務局費、人件費及び学校

管理費における修繕料の追加が主であります。
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次に、第２表地方債補正であります。４ページをご覧ください。

追加、起債の目的、あったからんど温泉井掘削事業債、限度額４，１００万円、

起債の方法、普通貸借又は証券発行、利率、年５％以内、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、又は繰上償還もし

くは低利に借換えすることができる。

計８億６，４１６万４，０００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。

質疑に当たっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明にかつ議題外にわた

らず、またその範囲を超えないようにお願いをしておきます。

質疑は、歳出より款ごとに行います。

１款議会費の質疑を行います。１６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。１７ページから２１ページです。

岸君。

○１番（岸 徹也君） １９ページ、地方創生事業費、これは美利河地区、特にこの

観光施設に対してのバリアフリー化のことを指しているのかなというふうに思うん

ですね。このバリアフリー、特に観光施設という部分にこの予算は上がっていると

は思うんですけれども、これ大変大きな問題だと思うんですけれども、このバリア

フリーに対しての全体的な、町全体的な考え方というものをひとつお聞かせ願いた

いなと思うんですけれども。

観光施設の部分は、もちろん今回この予算も計上されていますし、クアプラザピ

リカを中心にバリアフリー化を進めていくということでしょうが、一応この政策事

業調書を見ましても、すべての人にやさしい町だと、固有で多様なバリエーション

を備えた共生社会の構築を図るという部分、大きな部分で書いてもいますので、町

全体としてどういう考えで、今後バリアフリーの部分に対して考えがあるのかどう

か、ちょっとお聞かせ願いたいなと思います。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。

今回は檜山バリアフリーレジャーということで、檜山管内７町が連携をしながら、

各町で観光施設のバリアフリー化ということで、昨年度も実施をしておりました。

今年度から新たにまた３年間事業というこで、檜山管内、連携しながら実施をし

ていくことで、今回、昨年も障がい者スポーツ大会に向けてのいろんなバリアフリ
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ー化もしてきましたし、今回はハード面ということで、センターハウスから浴場に

いくものでありますし、あと浴室に向かう段差解消という形で今回予算計上をして

いるものでございます。

また、町全体ということが、私の答弁でいいのかどうかわかりませんけれども、

交流センターとか、例えば神丘構造改善センターとか、そういう町の施設全体のバ

リアフリー化に向けても整備済みでもございますが、まだまだ行き渡らないところ

もあるかもしれません。それは町全体の予算を見ながら、徐々にそういった町民に

やさしい、利用しやすい施設の整備を心がけていくのではないかというふうに私は

思っていますが、施設担当全体を含めて総務財政課長が担当しておりますので、急

に振って申しわけありませんけれども、後ほど答弁があると思いますのでよろしく

お願いします。

〇議長（村瀬 広君） 総務財政課長、森君。

○総務財政課長（森 朋彦君） 非常に大事なご指摘かと思って、ありがとうござい

ます。

いままでの施設の状況を見ますと、ご存じのように大変古い施設でありまして、

その時代は多分そのときの要請にかなった施設ということで整備をしてきたのであ

りましょうが、やっぱり時代が進むにつれて、さらに求められるものが多くなって

きて、現在に至っているというところだと思います。

特に、町民の方含めて不特定多数の方が使われる施設については、そういう要望

をいただくことが多いわけでありまして、いまも山田課長の方からもありましたが、

特に地域の会館なんかは、地区からそういう要望があれば、逐次計画的な整備をし

ながら、トイレなんかも洋式化してきたりですとか、玄関のスロープも少し傷んで

いたり修繕が必要だということであれば、それに対応した修繕をかけてきたりです

とかということは、してきた経過がございます。

ひとときにすべての施設をそこに向けてということには、なかなか財政的なとこ

ろもあって難しいところがありますが、さまざまなご意見をいただいた中で、計画

的な取り組みというのは求められるところがあると思いますので、そのあたりを含

めて検討していかなければいけないなということで、いま考えているところであり

ます。ありがとうございます。

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） 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。２２ページから２５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。２６ページから２７ページです。

（「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。
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６款農林水産業費の質疑を行います。２８ページから３１ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 農林水産業費の質疑を終わります。

７款商工費の質疑を行います。３２ページから３３ページです。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ３２ページ、観光費、この中にクアプラザピリカ管理用備品

購入費というものが載っています。これは常任委員会資料を見ますと、キャンプ事

業をやるんだと、そういうことだと思うんですね。私もしっかりやっていただきた

いなというエールは送りたいなとは思うんですけれども、まず、この事業主体とい

うのでしょうかね、そのあたりをちょっとお聞きしたい。主体は町がやるんですか。

それとも、クアプラザピリカがやるんですか。そのあたりがちょっとわからなかっ

たので、お願いします。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。

備品購入につきましては、クアプラザピリカ自体が町の公共施設でございますの

で、そちらの方で活用するものは町で用意すると。そして、無償貸与として、それ

に備品を有効に活用して付加価値をつけて営業するということで、指定管理者がや

っていくということで、今回整備させていただいております。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） わかりました。クアプラザピリカにおいても、過去にキャン

プ場というものもやっていたと思うんですね。２６年から休業していると。その休

業に当たっての理由というのでしょうかね、なぜ休業することになったか。休業で

すから廃止ではないのでしょうけれども、なぜ休業になったのかという、そこをち

ょっと教えてください。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。

以前にも、おっしゃるとおりキャンプの事業をやっておりました。平成５年から

平成２５年まで実施をしておりました。開設当時は、かなり活用も見込まれて、活

用もあったのですが、２２年度ぐらいですか、廃止をする４年前ぐらいから、結構

活用する人が減りまして、その当時指定管理者が株式会社クアプラザピリカからマ

ックアースリゾートに指定管理者を変更するに当たり、採算ベースをいろいろ検討

されました。その際、マックアースリゾートから採算に合わないものは指定管理は

できないということで、キャンプ事業とパークゴルフ事業は指定管理から抜いたと

いうことで、その際廃止をしているということでご理解をお願いします。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） 徐々に２５年度ぐらいまでキャンプの利用者が減っていった

と。そして、この資料を見ますと、国内では１２年ぶりに８００万人を上回った、

キャンプ需要が高まってきていると、そういう部分で、クアプラザピリカにおいて
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もう一度新たにスタートしようということなんだと思うんですね。

もちろんしっかりこれだけの備品を準備をしてやるわけですから、やっていただ

きたいんですけれども、これは質問の回数も限られているので最後にしますけれど

も、一つはこの周知方法、告知ですね、これがまず一点。

そして、いま、キャンプ場を予定している場所、そこにある施設、設備というん

ですか、水回り関係、トイレもあるはずなんですけれども、そこはどういうふうに

直していくのか。いま現在どうなっているのか、使えるのかどうかのかという部分

が二つ目。

もう一点ですけれども、たしか野菜工場の設置予定地、たしか３カ所くらいある

はずなんです。設置予定地の最後の３カ所目なのかな、その部分にかなり隣接して

いるんじゃないかなというふうに考えられます。キャンプ場があり、野菜工場のハ

ウスがあり、そういう絵というんでしょうかね、風景というんでしょうか、それが

果たしてキャンプを利用される方にとって好ましいものなのか。それは野菜工場を

設置する上で、何か木を植えるのか何なのかわかりませんけれども、何かそういう

配慮というものも、それは今後、今後といいますか、それはいまから考えるべきこ

とだと思うんですけれども、その３点ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） まちひと交流課長、山田君。

○まちひと交流課長（山田 薫君） お答えをいたします。

１点目の周知方法ということですが、もちろん私どもの町の広報紙ですとかホー

ムページはもちろんですが、今回、予算を同じくしてお願いをしております１２節

の役務費の広告料で２７万円ほど予算計上しております。それで、皆さんもご存じ

のとおり、じゃらんという雑誌、広告雑誌がありますけれども、そちらの方にこの

キャンプをリニューアルしてオープンしますよという広告を今回打って出るという

ことで、この予算を計上しております。

また、この今金町とクアプラザピリカが共同でやっていくキャンプ事業に、連携

して協力していきたいというアウトドアメーカーの方が、ぜひ私たちも協力したい

という声もありますので、そちらのホームページだったりとか雑誌だったりとか、

そちらの方にも有効に掲載をしていただいて、広くアウトドアに関心のある方に周

知をしていただきたいし、私どももしていきたいというふうに思っております。

また、トイレ等々の水回りですが、休止して以来水はとめておりますので、今回

試験的に水が通常どおり使用できるのかどうかも検査して、修繕が必要であれば修

繕をしてオープンまでに間に合わせたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

また、３点目の野菜工場の関係の予定地に隣接しているという形ですが、イメー

ジ図のことなのかなというふうに思っていますが、まだまだ水耕栽培をするＴＴＮ

コーポレーションが、イメージ的なものはありますが、そちらの方まで設置をする

というような話もまだまだ聞いておりませんので、まずは、今回町で基盤整備をし、

そして、うちの方で支援をするハウス整備等、それが収穫をし軌道に乗り、それで



- 42 -

２棟目をその隣に立てて、それから次にどの場所に行くかということも、今後町と

ＴＴＮコーポレーションで話し合いがあると思いますので、まだまだそのキャンプ

場に隣接する方まではいかないのかなというふうに思っていますので、もしそうい

う設置する箇所が、そういう場所を選定するのであれば、キャンプ場もいろいろこ

れぐらいの予算をかけてやるので、すぐやめましたということにもなりませんので、

それはお互い共存共栄できるような形で、事業運営をさせていただきたいなという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

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） 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。３４ページから３５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。３６ページです。

村上君。

○８番（村上忠弘君） 消防費の今回１３８万ですか、これは主にドローンを購入す

るという部分なんですけれども、ドローン本体ほか附属品ということなんですけれ

ども、この附属品というのはどういったものが入るのかお知らせください。

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） 防災費の備品購入費の内訳というご質問です

が、これにつきましては、ドローン本体の一式の価格が１台税抜きで１８万８，８

８９円で、それが２台購入となっております。そのほかの附属品として、これに附

属するバッテリーですとか、ハードケース、あと野外で使うものですから、ガスカ

ートリッジ式の発電機等の附属品がこの中に含まれております。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） ということは、カメラだとかそういったものは入っていない

んですか。ただ飛ばすだけの本体だけのドローン購入費ということなんですか、こ

れは。

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） カメラにつきましては、本体の中に含まれて

おります。

〇議長（村瀬 広君） 村上君。

○８番（村上忠弘君） 今後の計画、目標の中に、将来的には赤外線カメラだとかズ

ームカメラを搭載できるということなんですけれども、いま言うことは、これは入

っていない。ただ単なるカメラ、赤外線だとかそういったものは入っていないカメ

ラということなんですか。

それと、昨年度１１月に研修をしているわけですよね。役場職員２名と消防署か

ら１名と。その研修結果について、どういった研修内容でどういう成果があったか、



- 43 -

その辺もお聞かせください。

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） 政策事業調書をご覧かと思いますが、その中

に、将来的には赤外線カメラ、ズームカメラを搭載できる防寒、防水、耐電磁波性

能が高い業務用ドローンの導入も検討するというふうに書かれていますが、今回購

入しますのは、この調書の裏側にファントム４ＰＲＯの主な仕様ということが書か

れていますが、これが附属しているカメラ、画素数も書かれていますが、今回購入

するものは主に空撮用のドローンですので、目的としては、日中大型の災害等があ

った後の状況把握ですとか、そういったことを主に目的として購入しますが、日中

に用いる空撮を目的としておりますので、これについては赤外線カメラ等の附属品

がございませんので、それについてはここに書かれているとおり、今後業務用ドロ

ーンの導入を検討するということでございます。

焼津市の研修につきましてですが、これにつきましては、昨年の１１月１６日か

ら１８日の３日間、焼津市と札幌市に先進地視察に行っております。

焼津市では、防災航空隊というのを組織しておりまして、そこで危機管理部が中

心になって、その防災航空隊を組織して、その中で、もう既に災害に対して、これ

は平成２７年に大雨の災害が発生したそうなんですが、そこでの土砂災害のときに、

このドローンを導入して、災害の見える化ということを推進して成果があったとい

うことです。さらに、その後業務用のドローンも１台購入して、安全面や機能面を

強化したということでございます。

現在、焼津市では、１５名体制の防災航空隊でもって、この防災に向けた事業を

進めているということでございます。焼津市では、運用マニュアルというのをつく

っておりまして、それに倣って今回今金町におきましても、ここの資料につけてお

りますような運用マニュアルを参考にして、この使用に供し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） そうしたら、要するにこの静岡での研修では、実際に飛ばし

たり何なりはしなかったということですか。

それと、要するに、このドローンの配置は、主に役場にするのか、それとも消防

にするのか。その辺をちょっと。

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） 焼津市の研修につきましては、１日目が焼津

市防災センターにてドローンにかかわる資料の説明を受けまして、２日目にドロー

ン、これはインスパイアという機種ですが、それの飛行見学と操縦体験をしており

ます。

それと、２点目のご質問の保管場所につきましては、消防署において２台とも保

管してまいりたいと考えております。

〇議長（村瀬 広君） 他に消防費の質疑ありませんか。
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岸君。

○１番（岸 徹也君） 関連する質問になるんですけれども、まず、３６ページの防

災費ですね。いわゆるドローンというところを今後準備をするんだという話ですけ

れども、しっかり研修も含めて、これからもまたやるのでしょうから、そこはやっ

ていただきたいなという思いなんですけれども。

常任委員会でも質問はしているんですけれども、まず一つ、航空法の問題。特に

住宅密集地、その解釈、そして夜間の部分。常任委員会でも話は聞いているんです

けれども、一応そこはしっかりまたもう一度聞きたいなと思いますので、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） お答えをいたします。

人口集中地区とはどういうところかということのご質問だと思うんですが、これ

は国勢調査の結果に基づきまして、人口密度が１平方キロメートル当たり４，００

０人以上の基本単位区が、区町村の境域内で互いに隣接してあるかどうかという結

果に基づいております。それらの隣接した地域の人口が、国勢調査時に５，０００

人以上を有する地域を人口集中地区として定めております。

それで、平成２２年の国勢調査に基づいたものをいま現在使っているんですが、

それによりますと、近隣では、檜山管内では江差町、近隣では八雲町がこの人口集

中地区に相当するというふうになっておりまして、今金町はこの人口集中地区には

該当しないというふうになっております。

２点目の夜間飛行ですが、航空法の改正でもって、この無人航空機の運用のルー

ルが決められておりますが、これについては、日中運用できるということで、日中

というのは日の出から日没までということで、夜間飛行は、国土交通省に申請書を

出して許可をもらわなければ運行できないというふうになっております。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） そのあたりをしっかりと気をつけていただきながら、もちろ

んトレーニングなんかも十分されるんだと思いますので、確かに今金町は、住宅密

集度合いというのは、江差とか八雲に比べればそこまで密集していないかもしれま

せんけれども、それでもやはり家はかなり市街地にはありますので、そのあたり十

分気をつけていただいて、訓練をしっかりやっていただければなという思いでおり

ます。

最後にもう一点、災害に対して、このドローンというものを有効活用するんだ、

情報を収集するためには必要なんだということですので、過去にさまざまな災害が

あったと思うんですけれども、そのときに、このドローンがあって、大変情報収集

に対して有効だったんだと、そういう事例というものを、もし情報としてあればお

聞かせ願いたいなと思います。

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） ご指摘のとおり、平常時ではこのドローンは、
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例えばイベントなんかの開催時にも活用できるということですので、そういった人

が多いところの飛行につきましては、航空法に基づきまして、安全性あるいはプラ

イバシーの侵害とかの問題もございますので、十分そこら辺は気をつけながら運行

してまいりたいと思っておりますし、主にこの導入の目的は、災害の状況把握とい

うのが第一でございますので、それらにつきまして、山間部、農地、それが主でご

ざいますので、そうは言っても、運行には十分気をつけたいというふうに考えてお

ります。

それで、２点目のこれまでの災害での活用ということですが、これは常任委員会

でもご質問があったんですが、そのときにも申しましたが、静岡県焼津市での平成

２７年の大雨の土砂崩落のときに、人が行けないところをこのドローンにより、こ

れを飛ばしたことによって災害の状況が把握できたということを視察研修の報告で

受けております。そういった事例にとどまっておりますが、今後はこういった事例

というのは、増えていくものというふうに考えております。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） その事例に関して、いまお話もありましたけれども、過去に

日本で起きた、特に熊本の地震であるとか、また、東日本大震災であるとか、そう

いった震災のときにも、ドローンが活躍をしていたということを聞いております。

ただ、その際、赤外線カメラが搭載されていたと。特に防災という観点で導入を

強く、そこの部分で導入をするということであれば、山の中の捜索に対して、人を

やはり赤外線カメラで感知するということは大変有効だと思いますので、確かに高

額のものであると思うんですけれども、そういったものもぜひ検討していただいて、

余りそこは距離をあけずに準備をするのが、私はいいのではないかなということは

最後申し添えておきます。

〇議長（村瀬 広君） 答弁はいいですか。

○１番（岸 徹也君） 何かあれば。

〇議長（村瀬 広君） 考えがあれば。

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） 今回導入する機種につきましては、操作性が

しやすいということも考慮しての導入になりまして、赤外線カメラは搭載できない

仕様になってございますが、この操縦性というのは非常に時間と経験を要するもの

ですから、操縦に慣れた段階、あるいは必要性もありますので、調書に書かれてい

るような赤外線カメラですとか、防水性、防寒性を備えたさらに専門性の高い業務

用のドローンの購入も、考えていきたいというふうに思います。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 今金町無人飛行機運用マニュアルの案というものが出ており

ます。大変町民にとっては心強いものだというふうに考えるんですけれども、民間

でも既に導入されている会社もあるわけですので、やっぱり協議会みたいなものも
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必要になってくると思うんですけれども、その辺の考え方はいかがですか。

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） ご指摘のとおり、町内でも民間会社でドロー

ンを導入しているところもあるいうふうに聞いております。これにつきましては、

安全講習ですとか、定期的に開いていく、役場も開いていく予定ですし、また、近

隣でそういうところがあったら、職員をそちらに派遣して、経費をなるべくかけな

いような形で安全講習をしていきたいというふうに思っておりますので、町内、あ

るいは町外、近隣の町とも連携しまして、そういったような協議会というのも将来

的に考えられると思いますので、またそういったことも考えながらやっていきたい

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） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 問題は災害が起きたときなんですよね。やっぱりふだんから

きちっと準備しておかなければ、持っている会社が個々に飛ばされて、いわゆる接

触事故等があったりなんかした場合に、町民が被害に遭わないとも限らないわけで

すから、やっぱり事前にきちっと準備だけはしておくべきだと思いますけれども、

いかがですか。

〇議長（村瀬 広君） 副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） ご指摘のとおり、そういう観点は大切だと思っております

ので。調査とはいえ、一番は安全対策だというふうに思っておりますし、それから、

すぐできるものについては、協議会的なものをつくって、民間サイドで働いてもら

える部分、それから行政が担う部分というのは共有する部分もあるいうふうに思っ

ておりますので、そういう観点では早急に対応していきたいというふうに思ってお

ります。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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。３７ページから４２ページです。

岸君。

○１番（岸 徹也君） ４０ページ、中学校費、教育振興費、この中に扶助費が予算

づけされております。これは、要は一定以下の給与水準、収入の方に対しての町と

しての援助をするんだと、子供に対して援助をするんだという部分の費用だと思う

んですけれども、小学校、中学校、いまそれに当てはまる人数というのはどのくら

いいらっしゃるのか。もし数値がわかるのであれば。

そして、また、過去若干数年前にさかのぼって、どのような傾向にあるのか。上

昇傾向なのか、下降気味なのか、何かそのあたりをわかれば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） 岸議員のご質問にお答えをいたします。
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要保護児童あるいは準要保護児童生徒の推移の部分でございますが、いま持って

いる資料は直近の４年分の資料しかございませんが、平成２６年度におきましては、

小学校、中学校合わせて、要保護、準要保護の基準を満たした児童生徒が合計で６

２名、このうち５名については、要保護ということでありますので、これは生活保

護世帯というふうになってございます。

同じく平成２７年度では、合計で５２名、うち要保護の児童生徒が２人。

平成２８年度では、合計で３９名、うち２人が要保護となってございます。

平成２９年度については、この５月までに申請を受け付け審査を終了した人数と

いうふうになりますが、その時点では、合計で３９名、うち要保護のお子様につき

ましては３名となっているところでございます。

傾向としては、合計数では年々減少傾向にありますが、対象となる児童生徒の人

数も若干減ってきておりますので、比率でいきますと、平成２６年度が１６％、２

７年度が１６％、平成２８年度では１１％、２９年度の現在の状況では１２％とい

うことで推移してございます。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） いま割合としては横ばいから減少傾向になっているというよ

うな話、数字の説明があったので、よかったという言い方は適切ではないですけれ

ども、若干胸をなでおろしている部分もあるんですが、しかし、この扶助費という

ものは、全国的には年々増加をしている。しかし、増加はしているとしても、規定

に合った方、要件に合った方には、きちんとやはりお支払いをしていく、手当てを

していく必要は私はあるんだろうというふうに思います。

そこで、まず、この周知方法の部分ですね、周知ですね。やっぱりこの要件に当

てはまっていますよというものですね。このあたりの例えば時期であるとか、どの

ようなふうにしてそれを手渡しをするのか。どういう形で周知をしているのかと。

ホームページを見ているのは、私も載っているのは確認はできていますけれども、

それ以外であればお願いします。

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） 制度への周知方法についてというご質問であ

ります。

いま、ご質問の中にもありましたとおり、ホームページ等を活用した周知もして

おりますし、それに加え、各家庭、すべての世帯にこの周知が漏れることのないよ

うに、まず小学校、中学校に上がるときには、入学前の説明会がありますので、こ

の段階で学校長を通しながら各世帯にすべて周知をしてございますし、転入の生徒

児童の保護者にも、都度学校を通しながら、確実にその制度の様式も含めてですけ

れども、制度の内容周知と申請書類についてもお渡しできるように徹底をしている

ところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） わかりました。周知の方は大丈夫だと。
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大丈夫だと言っても、やはり行政の文書ですからなかなか、親が見るのでしょう

けれども、どこまで理解が得られるかというのは、これはわからない話ですから、

そこは何とか保護者の方には理解をしていただいて、そのあてはまった部分に関し

ては、きちんと手当てをしていただきたいなという気持ちでおります。

それで、いろいろ援助をされているという中身なんですけれども、例えば修学旅

行の費用であるとか、そういった形で、今金町であれば８項目ほど援助をするとい

うことになっていますけれども、その充実、さらに充実をするという考えがあるか

どうかというのをちょっとまず聞きたいんですね。

ほかのまちなんかを見ますと、これはかなり手厚いんですけれども、クラブ活動

費であるとか、これは入っていたかな、ＰＴＡ会費なんていうのも、これも載って

いたりもする。まだまだ今金町では対応していない部分も、他の市町村ではそこも

含めて援助をしているというところも多々あるようなんですね。

今後、いまは条例でもう決まっていますから、８項目。今後そういうものもひと

つテーブルに乗せて検討する、そういう考えがあるかどうかというのをちょっと聞

かせていただきたいんですが。

〇議長（村瀬 広君） 教育委員会事務局長、杉山君。

○教育委員会事務局長（杉山輝希君） お答えをいたします。

いま、国の制度の中では、さまざまに対象品目を定めてございまして、学用品、

体育実技用品、あるいは新入学時の学用品、通学への支援、あるいは修学旅行、校

外活動、いまご指摘のありましたようなクラブ活動、生徒会やＰＴＡの活動につい

ても対象品目として定めてございます。

これに対して、今金町の取り組みについては、実勢を見ながら決定をしているわ

けでございますが、国の品目に対して適用していないものが、通学に係る費用でご

ざいます。これについては、今金町の場合は公共機関を使っての通学はないという

ことでありますので、そもそも該当する事例がないということで適用をしてござい

ません。

それから、そのほかにＰＴＡ会費、それから生徒会費については、適用しており

ませんが、生徒会費については、今金中学校のみが徴収をしておりまして、年会費

３００円という少額なこともありまして、適用していないというところもあります

し、国の単価に対して、学用品費の部分では、これらＰＴＡ会費だとか国の制度が

後発的に制度化されたんですけれども、その前からこういった費用についても、今

金町については、上乗せをするような形で実勢に合わせた単価設定をしているとい

うふうに認識をしてございますので、後から出てきた国の制度では、ＰＴＡ会費と

いうような品目をうたってございますが、既に組み込まれているという理解の中か

ら、項目分けをしていないというところで一点ご理解をしていただければと思って

おります。

さらに、この中で特別に経費として支援していないのが、クラブ活動費の部分で

ございます。これにつきましては、いろいろなクラブの活動によって、経費も千差
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万別でありまして、その実勢的な費用の適用の仕方というのも、非常に難しいもの

があろうかと思いますけれども、いま中学校においても、全生徒が部活動に入ると

いうことを約束の中でやっているということもありますので、これらの実勢を見な

がら、制度に加えるかどうかというものは教育委員会の中でも検討をしていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 岸君。

○１番（岸 徹也君） さまざま手当てももちろん今金町はしていますので、大変あ

りがたいなという気持ちでもあるんですけれども、いろいろぜひ検討も含めて、今

後考えていただければなという部分と、やっぱり子供たちが、経済的な理由で何か

自分のやりたいこと、勉強に関しては特別問題ないかもしれませんけれども、子供

が一生懸命活動したい部分が、何か阻害をされてしまうということは、なるべく私

も本当に避けたいと。行政ができる範囲で、そこは支援はしっかりとやっていただ

きたいなという思いでおります。

最後に一点なんですけれども、例えばそれぞれの支援のお金ですね、それを支払

う時期。時期というのは、それぞれきっとあるんだと思います。私が一つ気になる

のが、小学校を卒業して中学に入学をすると。対象者が小学校を卒業して中学に入

学をするという時期に、やはりいろいろなものを用意をしなきゃならない。制服で

あるとか、お金がかかります。そのかかるときに、入学をしてから支払われるとい

うのは、これまた保護者としても大変なことなんですね。そこをできれば入学する

前に、これは難しい話かもしれません。実際に今金の中学校の上がるかどうかとい

う問題もありますからね。違う中学校に行ってしまうということもあるので、大変

難しい問題なんですけれども、実際中学校に入る場合には、それなりのまとまった

資金というのは必要になる。そのあたりを、もし４月以降に支払っているというこ

とであれば、何か検討して入学する前に準備ができるような、そういうことってい

うのは、検討も含めてですね、いま局長からも答弁ももらいたいですし、最後に教

育長からも、全体のいまの流れを通してどのような所感かというのをお聞かせ願い

たいと思いますけれども。

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） それでは、私の方から前段の支給の時期等の

配慮というところでお答えをしていきたいと思います。

いまご指摘のあったとおり、やはり学年が変わったりとかして、その以前に必要

となるようなものもたくさんあろうかと思っております。いま申請の受け付けにつ

いては、早い段階から行うんですけれども、やはり入学が確定してから審査、決定

をすると、その対象となるかどうかというものも含めてですけれども、行われると

いうことで、教育委員会の中でも、その審査についてはなるべく早い時期というこ

とで、４月のうちには済ませておりますし、決定後速やかに必要な経費については

順次支給をしていくということで、時期を逃さないように努力をしてございます。

そういった意味では、若干１カ月なり１月半なり、例えば入学用品だとかについ



- 50 -

ては、保護者の方が事前に負担していただいているところがあろうかとは思ってお

りますけれども、でき得る限りの努力をしているというところはひとつご理解をい

ただきたいと思っています。

また、平成２９年度に入ってから、国の方の考え方ということで、いまご質問に

あった同様の趣旨に基づいて、入学前にあっても予定者という形で支給をすること

ができるよう、制度設計の見直しを進めるというような通知も届いてきてございま

すので、これら国の考え方とも整合性をとりながら、今金町としても検討していき

たいと思っております。

ただし、本当に入学するのかどうなのかというような非常に大きな問題もありま

すので、この辺につきましても慎重に考えてまいりたいと思いますので、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） 教育長、田中君。

○教育長（田中俊一君） 貴重なご意見をありがとうございます。

いま局長からも答弁ありましたけれども、私どもといたしましては、やはり国、

道からのいろんな指導もございますので、今後に向けて、いまいただいた話も含め

まして検討させていただきたいと思います。

特に、貴重な意見だと思いますのは、やっぱり入学時期、お金がかかります。確

かにそのとおりであります。その子供たち、親御さんが心配しなくてもいいような、

そんな制度もいま進められておりますので、私どもでできる限りの検討をしてまい

りたいと、そんなふうに思っていますのでどうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（村瀬 広君） 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。

以上で、歳出の質疑を終わります。

歳出全般について、質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。

次に、歳入の質疑を行います。

１１款分担金及び負担金の質疑を行います。５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。６ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。

１３款国庫支出金の質疑を行います。７ページから９ページです。

徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 町長の行政報告にもうたっていますけれども、いま国のいわ

ゆる財政難から、地方の財政の基金を持っているところが非常に多いというような
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ことで、交付税を減らすような動きが見られるようですけれども、この参考資料を

いただいて、この中にも書いているんですけれども、基金残高割合というのが、た

だ単純に基金の総額を基準財政需要額で割れば数字が出てきますけれども、それを

ただ単純に割ったもので１００を基準にして考えればいいのかどうなのか、その辺

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） いま国から出ている情報というのは、お示しをした

あの資料によるわけなんですけれども、いま言ったような、何を基準にしてですと

か、それから、総務省の方では、これから全国一律に一斉調査を行うというような

こともいま言われておりますが、それがどういった内容で調査されるですとかとい

うことは全くもっていまのところ不透明というか、見えていない状況でありますの

で、確かに基金の構成割合の関係も、何らかの形で影響が出てくるのではないかと

いうような想像はされるんですが、具体的にそれがどうかというところについては、

現状のところまだ見当がつかないという状況でありますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） 課長の話は全体的な話として理解しますけれども、私の言っ

ているこの基金残高割合というのが、その計算方法が、調べたところ基金の総額を

ただ基準財政需要額で割れば出てくるんだよというふうな理解でいいのかどうなの

か、その辺はどうですか。

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） いまおっしゃっている内容のものが、ちょっと確認

をさせていただきたいと思いますので、少々お時間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） 違う質問ありますか。

○６番（徳田栄邦君） それ一点だから、答弁待ちます。

〇議長（村瀬 広君） 町長、外崎君。

○町長（外崎秀人君） このことにつきましては、相当以前から私の方で、議会の方

にもこういう状況にありますよという話をさせてもらいました。

スタートは、基本的には何でも使える財政調整基金を最初基本ベースとして話題

になりました。そのほかに目的基金さまざまあるわけでありますから、そこまで踏

み込むのかという話も当然あるわけであります。

ただ、見えるのは、総額どうしても見てしまいます。北海道的なレベルですけれ

ども、一番心配される備荒資金というのが、ここに基金に含まれて言えるかどうか

というようなことがあったわけでありますけれども、去年、おととしの、以前の議

会でお話をしましたけれども、読売新聞で取り上げて、北海道は備荒資金の積み立

てが非常に多いよと。これは全国的には余り類のない、北海道だけの特例みたいな

形の中で、貯金みたいな形をしているわけでありますけれども、それすらも目をつ
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けられてきているという話は、私は私の立場で聞いておりますけれども、前任の副

町長の全道の会議の中でも、そういう備荒資金まで目を向けられているという話を、

実際財政当局の方から話をされたという部分がありますので。

うちの方は、町民の方には、基金とかその他の貯金というものを含めてもなかな

かわかりづらいので、貯金という形の中でどのくらい積み立てがあるよという表現

の仕方、本当は中身は別なんですけれども、財源はこのくらいありますよという話

をさせてもらっていますけれども、その辺の見方を、分類をどうするかというのが

なかなか見えてこない。

ただ、明らかに、いま非常に財政的な苦しい状況の中で、ようやくいろんな財政

関係の国の機関があるわけでありますけれども、そこだけでなくて、安倍首相も声

を上げたと、そこに踏み込めということになったことによって、相当現実的な様相

を帯びてきているということから、大変な状況になっていると。総務省のレベルの

中でも、なかなかそういう方向には行っていないと。

以前、二、三年前でありますけれども、私の方も総務省に行って、総務庁の長官

なんかにも要請をしたときには、過疎債なんかも少し上げていただくことはできま

せんでしょうかと。過疎指定がどんどん増えてきていると、とりわけ一番大変なの

が、北海道を例にとっても、市クラスが過疎地になっていると。市の過疎事業でも

って、額も大きいもんですから、そこにお金がどんどん持っていかれてしまったら、

従前の小さい過疎地の予算がそちらに回ってしまうので、何とかなりませんかとい

う要請なんかもした経過があるわけですけれども、いまのところは総額をこれから

増やすということにはならないと。

ただ、私どもの言い分としては、過疎地の指定をしているのは総務省なんだから、

それを増やすということについては、それだけの受け入れをしなきゃいけないとい

う腹構えをもっているので、ぜひぜひ配慮をお願い申し上げたいという、以前の大

石さんの話でありますけれども、非常にそういう意味では、国の方も消費税の問題

含めて前向きな方向に行っていないということが、一つの大きなベースに多分なっ

ているのだろうと思いますけれども、相当厳しさを感じている状況にあります。

昨日もおとついも東京の方で会議があって行ってきたんですけれども、昨日、国

交省等々含めていろんな相談と話をしてきました。相当ハードルがこれから高くな

るよという声も随分聞いておりまして、これからは予断を許さない状況にあるのか

なと。目的を持って今金町は基金を積んでいるわけでありますから、それをやっぱ

り的確に使っていくことが、私は必要ではないかなと。貯金をしていることによっ

て、そのことをチェックをされて、交付税に影響するなんていうとんでもない状況

になるわけでありますから、基金についても、積み立てだけでなくて目的を持って、

あるいは計画的にきちっと使っていく。そのことは、国が言っているのは、困って

いるんだからお願いしますという話があるわけでしょうと。それだけ貯金あるんな

ら、自分のお金でやりなさいという言い方もしているわけであります。

それは、今の地方創生の山本大臣なんかもそういう話をしています。自分のとこ
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ろでできれば自分でやりなさいと。本当に困っているんなら、国のお願いすればい

いでしょうという発言なんかも、当然あるセミナーなんかでもそういう発言をされ

ておりましたので、厳しさはこれから求められてくるだろうと思っています。もう

少しく情報と内容を精査をさせていただいて、議会の方にも報告をさせていただき

たいと思います。

〇議長（村瀬 広君） 徳田君。

○６番（徳田栄邦君） なぜそれを聞いたかというと、この基金残高割合によって、

１００以上の自治体をいま対象にするよというようなことを言っているものですか

ら、そうしたら本町の数字が幾らになるのかなと。そこをまず知っておきたいとい

うのと、これは私どもに言わせれば、目的を持って積んでいるんだから、それに対

して基金があるんだよと言われたって、うちみたいな町の役場もまだ直していない、

公共施設にこれからどんどん投資していかなきゃならないところで、基金を持つの

は当たり前の話なんですよ。

ただ、気をつけなきゃならないのは、町長も言ったように、備荒資金組合に普通

納付金のほかに特別納付金で１６億近く積んでいるわけなんですよね。これが一番

先にやり玉に上がらないかなと、ここが一番心配なんですよね。それであれば、備

荒資金組合というのは、ご存じのように配当金でもらっているものですから、利息

でないものですから、非常に率もいいものですからいま積んでいるわけなんですけ

れども、これらもやっぱり、特別納付金もやっぱり考えて、何か別な形にしなきゃ

ならないのでないかなと思うんですよね。

だから、その辺の情報を町長早く把握してもらって、もしそれが本当に対象にな

るのであれば、何か別な形にするか、あるいは起債の償還を早めてあれするとか、

いろんな方法をやっぱり考えて、いまの基金を何とか守って、それから国の交付金

はそのままいただくというような、虫のいい話ですけれども、そういうような方策

というのが必要になってくるのではないかなと思うんですけれども、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） この間、いろいろな経過のお話もあったわけでありますけれ

ども、そういうもくろみを持ちながら、有利な環境をつくってきたということは事

実でありますし、その中に計画性を持ってきました。必要であれば、何々基金とい

う目的基金をもってやってきた部分がありますし、今回残念ながら私の時代には実

現できることでは断念した経過がある図書館についても、そこには備荒資金含めて、

公共施設の整備基金含めて５，０００万円ぐらい投入していこうと。そういうふう

にしながら、やっぱり使っていく、活用方法もきちっと計画的に持っていかなけれ

ば、ただ積んでいるんでないかという言い方をされる部分が当然あるわけでありま

すね。

体育館についても、以前申し上げたように、文化センターを断念したのは、将来

体育館を改修しなきゃいけないと、その資金という非常に難しい状況があるので断

念しますという経過の中から、財政的なゆとりも少し持ちながら進めてきた経過が
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あるわけであります。

いま、今日の行政報告にも述べたように、庁内で営繕検討を具体的にスタートい

たしました。施設的にも、将来改修なり改築なりさまざま必要だろうということを

ピックアップしたわけでありますけれども、それあたりに、いま議員がおっしゃる

ように、財源みたいなものを打ち込みながら、財政計画をきちっと持った中で、そ

れを担保して、このことについては特定財源なんだよという言い方をしながら、国

にアピールするというやり方なんかも一つの手法ではないかなと。

いずれにいたしましても、心配なのが、目的基金になっているものについてはい

いのでしょうけれども、備荒資金の方については非常にハードルが高くなるので、

早くその対策を打っていかなきゃいけないと。

ただ、備荒資金から落として目的基金にしますと、いま言ったように、有利な要

素というのは少なくなりますので、その辺リスクも背負いますけれども、どういう

形をとるのかなと。

加えて、備荒資金の部分の中でも、あくまでもざっとした備荒資金、特別に積み

立てているわけでありますけれども、それにメニュー化できるのであれば、それは

基金だよというメニュー化ができるのであれば、そういう取り組みなんかもきちっ

と要請をしながら、町村会全体で考えていくことも必要ではないかなと思っており

ます。

〇議長（村瀬 広君） 他にありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 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。１０ページから１２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。

１７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。

１８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。

２０款町債の質疑を行います。１５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 町債の質疑を終わります。

以上で、歳入の質疑を終わります。

歳入全般について、質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。
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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２８、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ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

す。

議場の時計で午後４時まで、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時５０分

再開 午後 ４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２９ 議案第８号

〇議長（村瀬 広君） 日程第２９、議案第８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補正予算（第１号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第８号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計事

業勘定補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，６７

１万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億６，８０７万４，０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。

１款国民健康保険税において９，０００円の減額であります。

３款国庫支出金で３２３万２，０００円の追加は、国庫補助金です。

４款療養給付費交付金においては２９７万５，０００円の減額。

５款前期高齢者交付金で１８万５，０００円の追加であります。

９款繰入金で１，５２７万８，０００円の追加は、一般会計繰入金で１１４万３，

０００円、基金繰入金で１，４１３万５，０００円の追加であります。

１０款繰越金で９９万９，０００円の追加は、前年度繰越金であります。

続いて、歳出は２ページです。

１款総務費で１１４万３，０００円の追加は、総務管理費です。

３款後期高齢者支援金等で２７万２，０００円の減額であります。

４款前期高齢者納付金で４，０００円の追加。

６款介護納付金では３８万７，０００円の減額であります。

８款保健事業費で３２３万３，０００円の追加は、特定健康診査等事業でありま
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す。

１１款諸支出金で１，２９８万９，０００円の追加は、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。

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。１１ページから１９ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出全般についての質疑を終わります。

次に、歳入全般についての質疑を行います。３ページから１０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、質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

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

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２９、議案第８号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

す。

◎日程第３０ 議案第９号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３０、議案第９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補正予算（第１号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第９号 平成２９年度今金町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ８万２，

０００円を追加し、補正後の額を歳入歳出それぞれ８，６０６万６，０００円にし

ようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入より申し上げます。１ページです。

２款繰入金で３万４，０００円の追加は、一般会計繰入金であります。
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３款繰越金で４，０００円の追加は、前年度繰越金。

４款諸収入で４万４，０００円の追加は、雑入であります。

続いて、歳出は２ページです。

２款後期高齢者医療広域連合納付金では３万７，０００円の追加。

３款諸支出金において４万５，０００円の追加は、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。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。３ページから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、質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第３０、議案第９号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

す。

◎日程第３１ 議案第１０号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３１、議案第１０号を議題とします。

平成２９年度今金町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、理事者の説

明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１０号 平成２９年度今金町介護保険特別会計補正

予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、保険事業勘定において既定の予算の総額にそれ

ぞれ７１５万５，０００円を追加し、予算の総額をそれぞれ７億１，４３６万４，

０００円に、サービス事業勘定においては、既定の予算の総額にそれぞれ２８万円

を追加し、予算の総額を１，３４２万３，０００円にしようとするものであります。

補正の主なものについて、保険事業勘定より申し上げます。

歳入は１ページです。
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８款繰入金で６４１万６，０００円の追加は、一般会計繰入金。

９款繰越金で６５万７，０００円の追加は、前年度繰越金です。

１０款諸収入で８万２，０００円の追加は、雑入です。

続いて、歳出は２ページです。

１款総務費で５１６万７，０００円の追加は、総務管理費で５０２万５，０００

円、介護認定審査費で１４万２，０００円のそれぞれ追加であります。

４款地域支援事業費で１９０万４，０００円の追加は、介護予防生活支援サービ

ス事業費で１２３万円、包括的支援事業任意事業費で６７万４，０００円の追加で

あります。

６款諸支出金で８万４，０００円の追加は、償還金及び還付加算金であります。

次に、サービス事業勘定は、歳入は３ページです。

２款繰入金で１６万７，０００円の減額は、一般会計繰入金で、３款繰越金で４

４万７，０００円の追加は、前年度繰越金であります。

歳出は４ページであります。

１款サービス事業費で２８万円の追加は、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、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、始めに保険事業勘定、歳出・歳入全般について行います。５ページから

１５ページです。

（「なし」の声あり）

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

わります。

保険事業勘定、歳出・歳入全般について質疑漏れありませんか。。

（「なし」の声あり）

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

ます。

次に、サービス事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑を行います。１６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、サービス事業勘定、歳出・歳入全般についての質疑

を終わります。

サービス事業勘定、歳出・歳入全般について質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

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

わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。
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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３１、議案第１０号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

ます。

◎日程第３２ 議案第１１号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３２、議案第１１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補正予算（第１号）について、理

事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１１号 平成２９年度今金町介護老人保健施設特別

会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、収益的収入及び支出において、既定の予算の総

額に、収入支出それぞれ１，６９９万３，０００円を追加し、予算の総額を収入支

出それぞれ３億７，６５２万２，０００円にしようとするものであります。

予算第２条について申し上げます。

収入、１款施設運営事業収益において１，６９９万３，０００円の追加は、２項

事業外収益における一般会計補助金の追加が主であります。

支出、１款施設運営事業費用１，６９９万３，０００円の追加は、１項事業費用

で給与費の追加が主であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的収入及び支出全般について行います。１ページから３ページです。

（「なし」の声あり）

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

収益的収入及び支出全般について、質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

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

ります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第３２、議案第１１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ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

ます。

◎日程第３３ 議案第１２号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３３、議案第１２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補正予算（第１号）について、

理事者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１２号 平成２９年度今金町国民健康保険特別会計

施設勘定補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、収益的収入及び支出において、既定の予算の総

額に収入支出それぞれ２５４万９，０００円を追加し、予算の総額を収入支出それ

ぞれ７億１７２万２，０００円にしようとするものであります。

予算第２条について申し上げます。

収入からです。

１款病院事業収益において２５４万９，０００円の追加は、２項医業外収益にお

ける一般会計からの補助金と負担金の追加であります。

次に、支出であります。

１款病院事業費用において２５４万９，０００円の追加は、１項医業費用におけ

る給与費の減額、経費の委託料の追加が主であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、収益的収入及び支出全般について行います。１ページから３ページです。

（「なし」の声あり）

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

す。

収益的収入及び支出全般について、質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

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

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３３、議案第１２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ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

ます。

◎日程第３４ 議案第１３号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３４、議案第１３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補正予算（第１号）について、理事者

の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１３号 平成２９年度今金町簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４万４，

０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，９２５万６，０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入から。１ページです。

４款繰越金で４万４，０００円の追加は、前年度繰越金であります。

歳出は２ページです。

１款総務費で５１万１，０００円の追加は、一般管理費です。

２款維持費で４６万７，０００円の減額は、簡易水道施設維持管理費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。３ページから５ページです。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。

歳出・歳入全般について、質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第３４、議案第１３号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

ます。
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◎日程第３５ 議案第１４号

〇議長（村瀬 広君） 日程第３５、議案第１４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補正予算（第１号）について、理事

者の説明を求めます。

副町長、中島君。

○副町長（中島光弘君） 議案第１４号 平成２９年度今金町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ９万１，

０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，７００万６，０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものについて、歳入から説明をいたします。１ページです。

１款分担金及び負担金で２２２万５，０００円の減額は、し尿処理負担金です。

４款繰入金で２１３万１，０００円追加は、一般会計繰入金であります。

５款繰越金で１８万５，０００円の追加は、前年度繰越金です。

次に、歳出は２ページです。

１款総務費で９万１，０００円の追加は、一般管理費であります。

以上、概要を申し上げました。

ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

これより、質疑を行います。

質疑は、歳出・歳入全般について行います。３ページから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、質疑漏れありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れを終わります。

質疑を打ち切り、討論を行います。

（「なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 討論を終わります。

討論を打ち切り、日程第３５、議案第１４号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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

ます。

議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時１７分
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再開 午後 ４時２５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３６ 議員の派遣について

〇議長（村瀬 広君） 日程第３６、議員の派遣についてを議題とします。

次のとおり議員を派遣する。

１．全道町村議会議員研修会

２．全道議会広報研修会

３．議会改革活性化推進特別委員会道内実態調査（その１）

なお、目的、場所、期間、派遣議員は、別紙配付のとおりです。

これ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、別紙のとおり派遣することに決定いたし

ました。

お諮りいたします。

ただいま、町長より議案第１５号と議員より意見案第１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、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

よって、本案を日程に追加し議題とすることに決定いたしました。

議事日程及び議案配付のため、暫時休憩いたします。

休憩 午後 ４時２６分

再開 午後 ４時２７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１ 議案第１５号

〇議長（村瀬 広君） 追加日程第１、議案第１５号を議題といたします。

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１５号 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６月１２日に指名競争入札を執行した、豊田橋長寿命化修繕交付金工

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。
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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１５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１、議案第１５号についての採決を行います。

本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、 議案第１５号は原案のとおり可決いた

します。

◎追加日程第２ 意見案第１号

〇議長（村瀬 広君） 次に、追加日程第２、意見案第１号を議題といたします。

ピリカスキー場存続に関する意見書、提出議員の説明を求めます。

向井君。

○４番（向井孝一君） ピリカスキー場存続に関する意見書。

今金町スキー連盟及びスキー団体による署名活動は、町民や道南地域を中心に５，

６００筆を超えており、ピリカスキー場がこの地域に必要であるとの意思の表明と

捉えています。

また、町民や近隣町も巻き込んだスキー団体による活動は、観光面だけではなく、

ひとづくりのツールとして交流人口の確保に大きく貢献しているものと考えます。

ピリカスキー場を存続することにより、観光だけではなく、雇用の確保、健康増

進、冬の文化の継承及び教育の場の確保等が図られることから、スキー場運営の受

け皿となるスキー団体にあっては、新組織の設立や運営方針を明らかにするととも

に、施設の老朽化や運営費の補助など財政負担も大きいことから、理事者にあって

は、請願の趣旨を尊重しスキー団体等との対話を深め、ピリカスキー場存続に向け

た努力をされたい。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

平成２９年６月１５日。

今金町議会議長 村瀬 廣。

〇議長（村瀬 広君） 説明が終わりました。

（何事か言う声あり）
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〇議長（村瀬 広君） もう一度カガミを読んでいただきたい。

○４番（向井孝一君） 大変失礼しました。

意見案第１号 ピリカスキー場存続に関する意見書。

上記意見書案を別紙のとおり関係機関に提出するものとする。

平成２９年６月１５日提出。

今金町議会議員 山崎仁、芳賀芳夫、川上絹子、向井孝一、日置紳一。

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。

意見案第１号については、討論を省略し採決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） ご異議がないので、討論を省略いたします。

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、意見案第１号については原案のとおり可

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、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（村瀬 広君） 異議なしと認めます。

よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。

◎閉会の宣告

〇議長（村瀬 広君） これで、本日の会議を閉じます。

平成２９年第２回今金町議会定例会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでした。

閉会 午後 ４時３５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６月１５日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


