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平成２６年第３回今金町議会定例会 第１号 

 

平成２６年９月２４日（水） 

     

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 同意第 １号 今金町教育委員会委員の任命について 

  ７ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  ８ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  ９ 議案第 １号 今金町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例制定について 

 １０ 議案第 ２号 今金町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例制定について 

 １１ 議案第 ３号 今金町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例制定について 

 １２ 議案第 ４号 北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体の増加及び北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 １３ 議案第 ５号 平成２６年度今金町一般会計補正予算（第３号）について 

 １４ 議案第 ６号 平成２６年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算

（第２号）について 

 １５ 議案第 ７号 平成２６年度今金町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

 １６ 議案第 ８号 平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算（第２

号）について 

 １７ 議案第 ９号 平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算

（第２号）について 

 １８ 認定第 １号 平成２５年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について 

 １９ 認定第 ２号 平成２５年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算認定について 

 ２０ 認定第 ３号 平成２５年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

 ２１ 認定第 ４号 平成２５年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 
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 ２２ 認定第 ５号 平成２５年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算

認定について 

 ２３ 認定第 ６号 平成２５年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出

決算認定について 

 ２４ 認定第 ７号 平成２５年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について 

 ２５ 認定第 ８号 平成２５年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 ２６ 陳情第２０号 「手話言語法」の制定を求める陳情 

 ２７ 陳情第２１号 軽油引取税の課税免除特例措置の延長を求める陳情 

 ２８ 意見案第１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求め

る意見書 

 追加日程 

  １ 議案第１０号 平成２６年度今金町一般会計補正予算（第４号）について 
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開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇議長（徳田栄邦君） 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２６年第３回今金町議会定例会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（徳田栄邦君） 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（徳田栄邦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の署名議員は、加藤君、芳賀君を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定 

〇議長（徳田栄邦君） 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２６日までの３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（徳田栄邦君） ご異議がないので、以上のとおりと決定いたします。 

 

    ◎開議時間の繰り下げ決議 

〇議長（徳田栄邦君） 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、９月２６日は北海道町村会理事会視察のた

め、会議の開始時間を午後２時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（徳田栄邦君） ご異議がないので、以上のとおりと決定いたします。 

 

    ◎日程第３ 諸般の報告 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  会務報告、監査報告、平成２５年度今金町財政健全化判断比率及び資金不足比率に

ついての報告、請願の例により処理する必要がないと認める陳情については、別紙配

布のとおりであります。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 行政報告 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第４、行政報告を行います。 

  町長より行政報告がございます。 



- 5 - 

 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） （行政報告朗読、記載省略） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 一般質問 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第５、これより一般質問を行います。 

  最初に、山崎君の発言を許します。 

  山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 私からは、農業振興への考えをおたずねしたいと思います。 

  国営事業も本年今金南地区が工事着工し、今金北地区も平成２７年度事業着手地区

として農林水産予算に名簿登載され、生産性向上に向け大いに期待されています。 

  町はこれまで様々な農業振興施策に取り組み、生産と経営の安定化と同時に、町の

活性化に多くの成果を上げて来ました。 

  一方、農業を取り巻く環境は、気候の変動、米政策等農政の変化、生産コストの高

止まり、農家戸数の減少、ＴＰＰ交渉等の行方等々、決して楽観できるものではあり

ません。 

  私は、産業の振興は町にとって大事な事だと考えますが、町長はいかがかお伺いい

たします。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君の一般質問に対し、理事者の答弁を求めます。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 山崎議員の一般質問にお答えをいたします。 

  農業振興の考えは、という表題で一般質問をいただきましたが、具体的な事項に特

化するというよりも、町の産業振興という大きな括りに対するものと理解をし、総合

的な見解の答弁とさせていただきます。 

  第５次総合計画策定の目的の中で、基幹産業の更なる活性化を図っていくためとし、

将来を見据え検証と発展を目指した中で、町民の願いや期待を受け止め町行政運営の

最高決定機関である議会の議決をいただき、その具現化に取り組んでいるところであ

ります。 

質問にある農業についても明確に町の基幹産業であり、食料の供給に留まらず、そ

の役割は他産業への波及など、農業には多面的な機能があり、継続的に振興していか

なければならないと位置づけているところであります。 

このことから、国営農地再編整備事業への取り組みを契機として、様々な視点を持

って将来農業のあり方を考えましょうと提起し、そのための仕組み作りにも取り組ん

で今日にいたっております。 

質問内容にもありますように、農業を取り巻く環境の厳しさや、農業分野に特化し

た課題は多くありますが、中でも、農家戸数の減少、ＴＰＰ交渉の影響は、町の全て

の分野に関わるとても重要な問題・課題であります。 

町長就任以来、農業・商業・建設業・観光・福祉等々の経済活動は、それぞれ単体
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で考えるのではなく、仕切りなく相互にまたがるものと捉え、連動しなければ成り立

たないという見解を持論として力説してきているところであります。 

このことから、産業振興における町行政の役割は地域産業という括りで、総合的・

総括的な視点を持つ、総合行政でなければならないという信念を持って行政運営を行

ってきています。 

以上のような姿勢は、総合計画において将来像として考えている、確かな地域力の

一翼を担う産業力が、第１次産業を中心として様々な産業が連携し、もの、サービス

を生み出すことを意味すると明記しているところにも表されており、議決をいただい

た議員の皆様にも理解をいただいているものと認識しているところであります。 

言うまでもなく、産業振興は総合計画の大きなウェイトを占める分野であり、この

ことに向けた取り組みは行政運営上の大事な使命であり、町づくりの最大目標である、

安定した行政サービスが持続できる町の実現に繋がるものと理解をしているところ

であります。この一念は常に町の将来を考え、構想を描いている議員の皆様と共通す

る思いでもあるかと認識しているところであります。 

以上を申し上げ答弁とさせていただきます。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君の再質問を許します。 

  山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 人が集まる、集落を形作る、地域を形成する、何が一番大事か

ということは、そこに仕事があるということですよ。そこに仕事があって、その仕事

によって、また、それに関連する仕事が発生する。今金町においては、やはりいろい

ろな面で、この農業というものは大変貢献をしているというふうに私は思います。 

  これは、農家個々の生産販売、いわゆる購買も含めてもそうでありますし、町にと

っても農業と言う中で言うと、例えば、組勘制度。この制度があることにより、町税、

それから、国保税の収納率が非常に高い。どれをとっても９５％以上の収納率になっ

ている。これは全道でもトップクラスですよ。それだけ、今金町にとっては貢献をし

ている産業であります。この産業があることによって今まで今金町内でも、それぞれ

の地区に大変元気がありました。以前で言うと、美利河・花石地区がそうであったよ

うに。それから、今は、学校が廃校になってしまったそれぞれの地区も、いわゆる農

業人口が大勢居ることによって、子ども達の声も聞こえ、町として大きな力になって

いたというのが事実です。今の、時代の変化というか、状況の変化によって、大変、

農家戸数も減ってきています。今、３００あまりある農家戸数が１０年経てば１５０、

２００戸くらいになるのではないか。それに伴って大規模化が進んでいき、それに対

してどうしたら良いか。 

  町は、今、国営農地再編事業で、南と北を合わせて、約３８０億円という巨額な費

用を投入しながら生産性を上げ、効率の良い農地を作ろうとはしています。今、この

面整備、ハードを整備することによって、将来どうなるかというのは、ソフトにかか

っています。次に何を考えるかということです。町長はこれまで役場職員、それから

町長という職に就いて、大変長い間情報を持ち、いろいろなところに人脈を持ち、今
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金町の全てを網羅して見てきた訳であります。私は、ハードの整備をしたら、次はソ

フトというときに、町長はどう考えているのか。今までの経験上、今金農業はどうあ

るべきだと。そこのところのお話を今回聞きたいと思うのです。 

  ３０分という大変短い時間ですので、核論にまで入られるかは分かりませんけれど

も、個別の政策は別としても、町長が今まで経験してきた中で、どうあるべきか、こ

れからのソフトのあり方、これをおたずねしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 再質問をいただきました。人が集い、コミュニティーができ、

町が形成されていく。そのベースは今金で言うところの農業であると。これは当然の

ことであります。どこの地域もそうでありますけども、第１次産業がきちんとしてい

かなければならないと。それは何故かと言いましたら、それを支える人が居て、何よ

りもそこに原料があるということが全てである訳であります。それをどう活かすかと

いうことが物事のスタートなると。結論から申しますと、今の再質問の答弁でありま

すけども、全ては人によるという認識を持っています。それは、様々な人の関わりが

あると思います。それは、その産業を支える人もそうでしょうし、そういう方々を取

り巻く人もそうでしょうし、逆に、その家族という、人という単位の中での人もそう

ですし、全ては人によって様々なものが成し遂げられていくし、将来につながってい

くだろうという認識を持っている訳であります。 

今金町の実態を考えますと、議員も仰るとおり、私もそういう思いを持ってきまし

た。私も行政職員として様々な分野に関わらせていただいたり、若いころからずいぶ

んいろいろなことを学ばせていただきました。今回も改めて、また、地域産業という

言葉を使わせていただきました。 

今金町には、今、なおまだ活動しております、青年会議という組織があります。従

前は、どちらかというと商工の青年と、農業者の青年については、なかなか上手にか

み合ってまちづくりをしていくというスタイルではなかった訳でありますけども、昭

和４０年の後半に青年会議が作られて、そこに私も関わらせていただいた部分がある

訳でありますけども、そういう流れの中で、本当に、今は、様々なイベント事を含め

て仲良く町の将来に向けて活動をしております。そこで学んだのは、ある時に、私は

豆腐屋さんですけども、豆腐屋さんの社長さんに、社長さん、職業という分野を区分

したら、何になるでしょうかという話をしておりました。そうすると、私は一応、商

工会という形でやっていますよと。ところが、冷静に考えてみませんかと。その原料

とは何でしょうか。農業という分野の中に大きく関わって、それを活かす仕事だと考

えれば、商業ということでは割り切ることはできないのではないでしょうかという話

をさせていただきました。一方では、農機具を販売している社長さんにも同じような

話をさせてもらいました。農機具を含めて販売という行為を考えますと商業だと。壮

行会に加盟していろいろな活動をしているのだという話を伺いましたけども、その販

売しているものを活用しているのはどこの分野でしょうかと。それはあくまでも農業

だと考えた場合に、割り切ることはできないのではないでしょうかという話で、いろ
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いろな物事を私は見てきた訳であります。議員が仰ったように、農業一つを取っても、

その波及効果というのは計り知れないものがある訳であります。農協の販売の金額か

ら言うと、５０億円前後という数字しか捉えることができませんけども、私は、決し

てそうではないと思います。そこに出てこない様々な経済活動というのはまち全体を

潤している訳です。それは先ほど言ったように、福祉の分野や、様々な分野にも関わ

ってくる訳でありますから、そう考えた場合には大変大きな役割を果たしていると。

そこに私は、農業だとか商業ということでは断ることができない。ですから、町長就

任以来、地域産業という括りの中で進めるとすればそこしかないだろうということか

ら、今、なお、今回の答弁につきましても、そういう言葉を使わせていただいている

ことにつきまして、ご理解をいただきたいと思います。このことをきちんと理解して

いただくことによって、次のステップになる訳でありますが、今は、今金の農家、様々

な形態営農類型も様々ある訳でありますけども、それも少し見直しをしながら、将来

農業に向けた、農協としての様々なあり方も、今、議論・検討されているわけであり

ますけども、町長の一つの持論は、今、議員も仰ったように国営農地再編事業を行っ

ておりますけども、これは区画の整理をベースとしたものでありますけども、全てが、

規模拡大するものではないという認識を取っています。小さい農家も、大きい農家も、

中角の農家もそれぞれ将来をどう見るのだと。それぞれの思いを持っている農家の姿、

それをきちんと町として見据えて、そのための新体制を取っていくというのが必要で

はないかと。皆が規模拡大に走るということは、果たしてどうなのかと。そのことに

ついては、私なりにも、一つの考え方を持っておりまして、今、申しましたようにそ

の生産者の方々が、どういう将来構想を描きながら進めていくのだと。それをどう支

援していくかということではないかなと思っています。そう考えると、この国営農地

再編整備事業は、とりあえずはハード事業である訳でありますけども、決してそれで

終わるものではない。以前から申し上げておりますように、仮称でありますけども、

株式会社今金農業センター構想も持っております。農業委員会の方からも権利をいた

だきました。そのことは、私と一致するところでありますので、その辺は、これから

きちんと向かい合っていかなければいけない大きな要素であるし、ソフトがあって初

めて成り立つ。そのソフトは何かと言いましたら、その様々に係わる担い手の方々、

後継者を含めた方々に、どれだけ安心して農業を継続していけるかということにつな

がる部分である訳でありますから、そこをきちんとしなければ、将来の今金町の農業

の安定性、未来はないと。そこを見据えながら、これからもきちんとした、今、様々

な団体の中で取り組みをしている訳でありますけども、それを更に継続した取り組み

につなげていくことが必要ではないかということを考えております。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 産業振興という言葉の意味というのは、産業を盛んにするとい

うことですよね。振興というのはそういうことですよ。ですから、農業振興というの

は農業を盛んにするということですよ。これは、本来自分の力で自立できれば良いの

ですが、先ほど言ったような環境の中におかれている農業という産業にとってみると、
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自力ではなかなか厳しい状況だと。例えば、米にしても４年連続豊作と言いながらも、

ここにきてから入札価格が非常に落ち込んでいる。これは直接農家経済に影響を与え

るものです。それから餌の高止まり、いわゆる資材として購入するものは、下がる気

配を見せないのだけれども、売るものの値段は決まってしまっている。こういう中で、

農家自身が自分ではどうにもならないものを町が応援して農業を盛んにしていくと

いう。これが私は農業振興だと、町の考え方として基本に持つべきものだというふう

に思います。そういう意味で、今後の農業振興をどうするかと考えたら、町長が先ほ

ど言った人づくり、これはもう継続しなければいけないことですよ。 

今、戦力になる人材というのは既に教育をされてきている、人材育成をされた中で

の方です。それから、これからの世代を作るのは、今、これから教育をし、勉強をし

ていただくという方です。その継続は私も大事なことだと思うし、これは途中で止め

てはいけないと思う。私が役場職員の皆さんにこの議会の立場でお願いをするのは、

職員の皆さんは一生懸命勉強をしてくださいと。いつか政策として今金町が取り上げ

られるようなこともあるかもしれませんから勉強してくださいと。これは町長からも

指示が出ていると思います。ですから、人づくりは、まず、それです。 

総合計画の話が出ていましてけども、私も、第４次、第５次では、策定審議に関わ

り議決にも関わってきました。農業の位置付けというのは町長と認識は同じだという

ふうに私も理解をしています。先ほども言いました。この総合計画を使って、どう具

現化、具体化をしていくか。農業振興を具体化していく訳です。それはもう個別の政

策に関わってくる訳ですけども、まず、ソフトで考えたとき、今、言われた、農業セ

ンター構想、これは以前から農業委員会から権利もいただきながら、町はどう考えて

いるのだという投げ掛けも確かあったはずであります。それから、議会から。議会も

常任委員会ごとに行政視察を行い、先進事例をいろいろ見ながら、例えば、環境問題

にも取り上げられている廃プラを資源として有効に活用できないかと。こういうとこ

ろも視察をして、その報告をし、理事者側にもこういうことができないかという投げ

掛けはしています。協議委員会を含めた最大の権限を持った町長が、私はこう農業振

興は在るべきだということを、私たちがそれを理解することで、それが次につながる

と思うのですよ。その農業振興の考え方、具体的にどうした方が良いか。これは、こ

れからということよりも、先ほど言った、今まで経験した中でどうするべきなのかお

訊ねいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 基本的なスタンスは、私は、この間、町長就任以来、農に学び

食を活かした健康な町という表題を掲げました。農に学びというのは、様々な農業者

の物を作るというそういう生き方、気概にきちんと学んでいこうと。ひたむきに努力

をしながら、将来に向けて良いものを作っていこうという、そういう気概を町の皆が

学んでいくという姿勢と、やはりなんと言っても、この町は農業である訳であります

けども、全ては、人間の体というのは、口から入れて、食することによって健康にな

ると。こう考えた場合に、食というものを活かしながら、様々なことを考えていきま
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せんかと。農業の一つの重要なポイントは、私は独自化と良く言われますけども、そ

ちらの方にも目を向ける必要があるだろうという認識は、今、なお、持っている訳で

ありまして、決してその想いは消える訳ではございません。少し、自分達が作ってい

るものをいかにして、自分たちの工夫の中で、売り込んでいくかということも当然必

要だろうと。それも農業振興の一つだろうと私は思っております。加えて、なんと言

っても重要なのは、どうして食べていくかと。食というのは何故この地域で生きてい

くか、食べていくかということの、食につながる言葉も使わせていただきながら、進

めてきた経過もある訳であります。健康の意味合いは財政の健康も含めて、環境の健

康も含めてそうでありますが、農業関係の健康も含めた部分の中で、健康な町という

表題を置きながら進めてきた経過がある訳であります。 

  常々申し上げております。今回の第５次総合計画の大きなベースとなっているのは、

行政の果たす役割、それから町民の果たす役割、地域の果たす役割というものを、き

ちんと区分けをしながら、それぞれの立場で思いを出しながら、全体的な運動として

取り組んでいきましょうということを思っています。私もそういう面での思い・考え

は、それぞれの様々な機関で述べたり、あるいは、総合計画なりでもって出している

訳でありますけども、やはり、今、議員が仰るように、何をどう思っているのだ、ど

う考えているのだ、こういう方向に持って行きたいのだという声を、きちんと出して

いただかなければいけないと。その調整をどう図るかというのが非常に重要だと思っ

ています。そこの農業に特化した部分につきましては、今金町は全てのベースが、農

業者の全てが結集している、農協の中期系計画に私は一定程度集積されているという

認識を持っています。そのことをベースとして、農協は農協の農業振興のあり方を考

えている。それを、活かしながら、林業を含めた町全体の農業のあり方を考えていこ

うということで、農業振興計画が作られている訳であります。そこには、具体的なこ

とも明記されている訳でありまして、このことについても、私の考えもあります。策

定については農業振興会議でありますけども、そこの構成員、あるいは、プロジェク

トに関わっている町長でありますから、きちんとそのことを伝えながら進めている訳

でございまして、そういうことから考えますと、今、議員が仰るような将来に向けた

姿を描いておりますし、それについて着々と私は推進しているものという認識を持っ

ています。これから時代背景が変われば変わったなりの形を取っていかなければいけ

ないというのが、当然のことである訳でありますけども、これから農業振興に向けた

大きな、私は国、道に声を挙げておりますのは、基板は整備されたけども、一番に重

要なのは担い手の部分であると。ただ、担い手は人だけの問題ではないと、物を考え

た場合に、ＩＴ農業というものも少し視点に置いた形で捉えていかなければならない

だろうと。それは、誘導したり、支援をするのも行政の役割でありますので、是非、

道として、国として様々な支援体制を考えてもらいたいと。これは最近、高らかにい

ろいろなところで私が声を挙げている部分である訳でありまして、このことも将来農

業のあり方としては、考えていかなければいけないのかなと思います。議員さん方も、

おおかたの方々が農業を経験したり、農業者である訳でありますけども、３０年前、
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４０年前の農業から考えれば、当時からは想像もできないくらいの機械化やＩＴ化を

している訳であります。そう考えた場合に、そういう方向性もきちんと見定めながら

将来農業に向けた形というものを、すぐにでも調査・研究を踏まえて取り組んでいく

という形を取っていかなければいけないだろうと。そういう認識を持ちながら私なり

に、多くの方々の思いを持って進めている総合計画、農業の振興計画に基づいた様々

な施策について着々と取り組んでいかなければいけないという思いを持っています。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 総合計画に関しては、１０年ごとに見直しを図っていくという

ことでは、これからその作業に入っていくと思うのですが、総合計画というのは前期、

後期に分かれている、５年、５年で。これは何故５年、５年で分けているのだと言え

ば、首長が変わったら政策も変わるでしょう、それなら５年スパンでやった方が良い

のではということで、前期、後期で分けた。その中でも３年間の自主計画を持ちなが

らローリングをする。実施しながら見直しをかけている。この仕組みの中で今金町は

ずっと農業振興を考えてやってきた。 

約１０年前、町村合併の話がありました。今金町も２つのパターンの中では合併す

るかどうかという議論が大いに盛り上がりました。結果的に、私は、町村合併をしな

くて正解だったと思います。というのは、こういう小さい町でありますが、まとまり

が非常に強い。町としての団結が、私はあれ以来強くなったような気がします。とい

うことは、これから、例えば個別の政策を打つにしても、理解を求めやすいだろうと。

これは、町長が、例えばの話で、農業センターをやりたいと思う。このことを関係す

る機関・団体、いろいろな個人で良いですが、話を聞きながら、では、どう実現・具

体化していくか。これは、私は、オール今金だと思うのですよ。基幹産業を振興する、

盛り上げる、盛んにするためには、皆で知恵を出さなければだめだと。そのときに、

例えば、農業員会から建議された、議会からの議長への報告を目にしたら、それの中

身はどうなっているのかと、いろいろ調べると。これは職員もそうですが、町長自ら

も農業委員会からの建議があったら、この建議の中身はどうなっているのだと。いわ

ゆる懇談をするなり、いろいろな場面で、この今金を形成していっていただきたい。

それがあったかどうかというよりも、これからそれが必要だろうという気がするので

すよ。ですから、オール今金で、農業振興を図らなければならない。そのトップリー

ダーはどう考えているかが、非常に大事なところです。それで、先ほど言った、農協

の経営計画というのは、農協の経営計画ですよ。農業振興計画というのは、今金町と

農協が一緒に作っているのですよ。そして、最高決定機関の振興会議で、これを今金

町の基本としてやっていきますよと決定している訳です。総合計画に決まったこと、

それから、農業振興会議で決定したもの、町長が政策として、そのために選挙で選ば

れたのです。政策として、私はこれをやります。理解をしてください。こういうこと

が大事だと思うのですが、町長はいかがですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 今、言ったのは、流れ。考えかたに基づいて様々なものが作ら
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れているという認識を持っている訳であります。 

  少なからず、そのことから合併を含めて、今、何があるかと言ったら、先ほど言っ

たように、合併をする、しないではなくて、まず、自分達で何ができるか。大きな力

に頼るのではなくて、まず、自らが頑張っていこうと。そういう中で、結集できるも

のは結集し、行政は行政の役割を果たしていく、それぞれの役割を果たしていこうと。

まず、その機関にしませんかと。将来における合併はノーではないと思います。でも、

今は、その時ではない。自分たちの力を発揮して、頑張るときは頑張ってみましょう

と。そういう時間としませんかということで、理解をいただいたという認識を持って

いる訳であります。そのことが、少なからず、今なお、多くの町民の方々に、その気

持ちを持ち続けていただいて、今日までのまちづくりがなされているだろうという認

識を持っている訳であります。 

  更に、今、言ったように、町長の発信も当然ありますけども、まず、町民、農家の

方々が、何よりもこれから農業をやろうと意気込んでいる若い方々の気持ちを、どう

汲み出していくかということで、その方々の思いを活かしてあげることが、最優先す

る行政課題ではないかと、私は思います。そういうことに向けた取り組み、それに向

けた様々な団体、会合等もありますので、そういうことを、着実にこれからも進めて

いくということには変わりないという考えを持っているところであります。 

〇議長（徳田栄邦君） 最後ですので、まとめてください。 

  山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 農業振興という考え方の基本というのは、これはもう、私も町

長も、議会議員も職員も、町民皆同じだというふうに理解をします。そのためにどう

するか、良く、人の機関、組織、いろいろな方の話を聞きながら、どうしたらこの町

の産業振興がソフトとして生きていくのかと。このことをこれから考えていただきた

い。 

  最後に一つ、先日テレビで池田町のニュースが入っていました。池田町でワインの

仕込みが始まったと。池田町がワインで有名になったときには、当時の町長が大変な

ご苦労をしながら、一村一品ではないですが、池田町の名前はどうするのだと言った

ときに、非常に努力をされ、今の池田町があるというふうに聞きました。皆の意見を

聞きながら、それを集約するのも仕事ですけれども、トップリーダーとして、私はこ

れをやるのだというものも必要なことです。ですから、これからのことではなく、こ

れまでの経験の中で、そういうことも考えてこられたかどうかだけ聞いて終わりにし

ます。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 行政運営の中では、言葉でありますけども、様々な政策という

形の中で、あるいは、事業という中で進めるもの、それは推進という言葉を良く使い

ます。今、議員さんが仰るように、振興というのは、事を起こすということの訳です

から、それが大きな政策なのですね。使い分けをする訳ではないですけども、様々な

継承した事業の推進というものが当然あるべき姿でありますけども、もう一方は、そ
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れだけではなくて、先ほどから議員も仰っているように、将来を見据えてこれからを

考えた場合に、新たな視点を持って事を起こしていかなければいけないということに

目を向けていかなければならないだろうと。そのことをどう受け取っていただけるか

ということについては、まずは、町長自らが発信することもありますし、多くの方々

から意見をいただいた中で取り組むものもありますし、いずれにいたしましても、最

後は一致団結して進めていかなければいけないという思いが、当然ある訳であります

けども、これからにおきましても、今のような姿勢というものを保ちながら行なって

いかなければいけないだろうと。そこをきちんと、議会という機能もある訳ですから、

議会における提案等も受けながら、信任をしていただきながら、新たな道筋を歩むと

いうのが、永遠につながる行政の使命ではないかと私は認識しておりますので、それ

らに向けてこれからも取り組んで参りたいと考えております。 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、山崎君の一般質問を終わります。 

  １１時５分まで休憩します。 

休憩 １０時５７分 

開議 １１時０４分 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  次に、向井君の発言を許します。 

  向井君。 

〇３番（向井孝一君） 私は、今回、町営住宅の建設拡充提案についてを質問したいと

思います。 

  今金町の人口は８月末で、５，７５１人。世帯数は２，６５４世帯であり、世帯あ

たりの人口が減少現状にあります。この事はなにを意味しているかと言うと、一人暮

らしの人がいかに増えているかという事であります。 

  増えてきた一人暮らしの世帯向けに安心して生活していただく為にも、住宅対応が、

しっかりとできているのか、今一度検証すべきと考えます。 

  現在、町が管理している町営住宅は３０２戸あり、全世帯数の１１．３７％の構成

となっています。町長は従前より若い人の居住政策を進めてきた訳でありますが、現

状の町営住宅の供給は決して十分とは言えない現状だと思います。 

  私は、若い人たち並びに年金生活者、独居老人、弱い立場、低所得者の方々が安心

して生活できるよう、計画されている町営住宅の建設を前倒しで対応いただくよう提

案いたします。 

  建設にあたっては、低コストによる建設をあわせて提案いたします。従来型の建設

基準・様式にとらわれず、低コスト建設によるスピード化と、安心して居住いただく

環境づくりが優先されるべきではと考えます。 

  広報の標語になっている「いいまち今金、夢のまち」が実感できるような町づくり

のためにも、低コスト建設による町営住宅建設の前倒し対応を町の政策として進める

べきと考えますが、町長の所見をお伺いします。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君の一般質問に対し、理事者の答弁を求めます。 
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  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 向井議員の一般質問にお答えします。 

  町営住宅のあり方ですけども、今、始まったことではありませんが、今金町におい

て、戸建もアパートも公営住宅も希望する需要に応えるだけの供給体制にないという

ことは、町長としても承知していますし、住宅確保はしていかなければならない行政

課題であります。 

  近年の実情ですが、本町の町営住宅の管理戸数は、今金町町営住宅ストック総合活

用計画見直し前の、平成１９年度に３０８戸ありましたが、この間、花石・種川・大

和地区の１７戸を老朽化で取り壊し、緑団地として新たに１１戸を整備し、平成２６

年９月現在では、３０２戸となっており、老朽化ということもあり政策空き家を含め

２２戸が空き家という状況にあります。 

  また、計画上では老朽化が著しい住宅から用途廃止を進め、平３３年度の管理戸数

を２２８戸まで減少し、平成３４年度から市街地に町営住宅建替えをすすめ、平成３

９年度の管理戸数を２４８戸とする計画となっています。 

  近年の公営住宅入居希望ですが、本年度８月募集では２戸の募集に３件の応募、６

月募集では２戸の募集に２件の応募、平成２５年度１２月募集では３戸の募集に６件

の応募、９月募集では２戸の募集に１２件の応募、６月募集では４戸の募集に１２件

の応募となっています。 

  これらの数値からすると、今年に入って入居希望者が減少傾向にありますが、想定

されることは、希望者がある程度入居したことによるものではと思われます。 

  特に、最近の傾向として、町外に居住する高齢者が親類等の居る今金町にて居を構

えたいとして、町営住宅を希望される方の割合が高いところです。 

  さて、議員の質問には、公営住宅の供給が十分でないということですが、公営住宅

にも入居者による住宅の種類があり、基準もあり、とても難しく答弁に苦慮します。 

  これまで述べたように、どういう公営住宅を何件必要なのかということになります。 

  公営住宅施策は、国の制度に基づき自治体として整備していますが、住む家に困っ

ている低所得者に対して低廉な家賃で、尚かつ、一定期間、言い換えると持ち家が確

保されるまでの間行政対応するものです。 

  この間、今金町において、住宅団地を整備したり、地場材活用促進事業などで、持

ち家奨励に向けた政策を図り、そして、民間活力の住宅推進施策として実施している

住宅リフォーム助成事業も持ち家を長持ちさせて住宅を確保していただきたいとの

趣旨の事業であります。 

  国においての住宅制度は、入居者を特定した厳しい基準があり、一般公営住宅は公

営住宅の基準で、特に緑団地は単身高齢者住宅として高齢者に特定した住宅基準とし

て設置をしてきました。 

  平成１９年、２３年に、それまで高齢者に限定していた制度の再編があり、質問に

もある「子育て世帯」「高齢者世帯」「障がい者世帯」のいずれかに該当するものであ

れば入居可能とする基準が整備されました。 
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  それが、地域優良賃貸住宅制度で、収入基準も高い設定となり、選択肢も広がるも

ので、制度内容について事例を含めて情報を収集し、可能性を探って参りたいと思い

ます。 

  先ほど述べたように、私の基本姿勢に、極力、民間活力の導入があり、公営住宅に

代わる住宅確保の政策を選択肢として、民間の戸建てや集合住宅等々の住宅整備も働

きかけていくことも必要であると認識しています。 

  いずれにいたしましても、議会の議決を受けている「今金町町営住宅ストック総合

活用計画」の見直しとなるもので、既存の公営住宅の改廃が前提で、更に戸数を増や

すということを整理しなければならないということについてもご理解願います。 

  以上を申し上げ、答弁とさせていただきます。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君の再質問を許します。 

  向井君。 

〇３番（向井孝一君） 既に、町長も頻繁に国土交通省に出向いて、いろいろな情報を

得ていると思います。公有法という法律が、昭和２６年に法律１９３号で定められて、

今日までに至っていますけども、その全文を見ますと、低所得者向けに賃貸する集合

住宅というようなものが、当時の世代背景と、今日の日本の世代とは、少しかけ離れ

ている部分もあると思いますが、基本的にはそういうことになっております。 

  それで、国土交通省が、空き家対策として平成２０年に法律を制定して今日までき

ております。更には、個人住宅の賃貸流通するガイドラインが、平成２５年９月に始

まって、２６年の３月に報告書のとりまとめが行なわれたということでございます。

更に、今朝のラジオのニュースで分かった事なのですが、国土交通省の方で、地方自

治体の民間の賃貸に対して補助を出せるようなことが決まって、２７年度に概算要求

をするということが、ニュースで流れていました。それで、私もホームページを開い

たのですが、まだホームページには載っていないのですね。なので詳細はまだ分かり

ません。ただ、町長が先ほど言いましたように、住宅ストック計画については、それ

はそれで良いと思いますが、やはり、それを直したり、あるいは、方向性が違った場

合にはこうする、という町長の権限があると思うので、私は、少なくても。成人式の

あいさつの中でも町長が触れておりましたけども、若い人が居住できる環境を私自身

も作りたいのだと。そういう思いを持っていますということを言っておりますので、

私は、再度、低コストで建てられるような住宅の建設というものは、急務だと私は考

えます。 

そういうことで、現況すぐ、２６年度、２７年度予算で盛り込んでという話にはな

らないと思いますが、一つのこれからのまちづくりの指針として、町長の考えを改め

てお聞きしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 再質問をいただきました。国の動きでありますけども、国の動

きも刻々と変わっています。加えて、それに一つ足さなければいけないのは、こうい

う情勢でありますので、長寿命化ということも考えなさいと。これが、今、非常に強
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い言葉として発信されています。新たな取り組みとしては、国辺りもそういう支援体

制を取りますよ、自治体における支援体制も取りますよという動きも、当然ある訳で

ありますから、そういう方向性を持ちながら進めているということが、非常に必要に

なると。加えて、議員さんも仰っているように、民間賃貸、これの手法もいくつかあ

ります。例えば、民間が建てた集合住宅を町が借り受けるという手法もあります。民

間住宅を建てていただいて、それに支援をするという方法もあります。民間が建てる

ことによっても様々な支援方策があります。もっと重要なのが、ここできちんと伝え

ておかなかればならないのは、残念ながら議員さんが仰るところの、従来型というの

はどういう従来型かは分かりませんけども、町で、国もそうでありますが、コストを

落とすような建築基準で、住宅は整備できないということだけは、ご理解をいただか

なければいけないのかなと思っております。それは、国がどうのこうの言っても、国

が補助金を出す以上は、国の基準がある訳でありますから、国の基準に従って整備を

していかなければいけない。例えば、去年の議会でありますけども、３月の議会に、

２５年４月１日からの条例施行をされた訳でありますけども、今金町町営住宅等の整

備基準を定める条例というものが、去年議会で議決をいただいた訳でありますけども、

そういうことがベースであることによって、例えば、住宅を整備する、床の厚さが１

５センチ以上なければいけないだとか、サッシの入り口がどうだとか、全ての基準が

あって、なかなかどこでコストを落とすかということが難しい状況にある訳でありま

す。取り分け、北海道全てそうですけども、今金町もそうでありますが、コストを落

とせない大きな理由は何かと言ったら、地盤が悪いことによって基礎部分にずいぶん

お金がかかります。これは全国的な状況を考えてもそうでありますけども、そこに多

大な経費がかかる訳でありまして、どうしても高くついてしまうと。しかし、建物そ

のものに、議員さんが仰るようなコストを落とすような建物を造ることは可能かとい

ったら、非常に難しいと私は思います。それは、はっきり言ってできないという言葉

を出さなければいけない。今、言ったように民間の力を借りるにしても、町として支

援をするためには、自治体が民間に補助する場合についても、そういう一定程度の基

準をクリアしないものについては出すことができないのですよね。そういうことを考

えましたら、基準というものは極力、私も職員も含めてそうでありますけども、そこ

には当然向かっている訳でありますけども、なかなかそれについての道筋は非常に遠

い。補助をいただく以上は、あるいは、補助がなくても起債でも受けられる事業があ

る訳でありますけども、それとて、整備基準はきちんと決められておりますので、そ

こをクリアすることは非常に難しいということも、是非、ご理解いただければと思い

ます。 

  いずれにいたしましても、先ほど言ったように、一つは、ストック計画というのは、

今、ある住宅をどうするかということは、利活用の計画ですから。どうするかという

のは計画で定められている計画であります。議員の仰るように、今、ある計画を前倒

しして建設してはどうだろうかということについては、今、ある住宅をいくつ壊して、

代替の住宅をいくつ造るかというのは、新たに造る建物です。今、ある計画の上に新
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たに増やすという計画では、ストック計画にはない訳であります。まずそこの整理を

一度させていただきながら、その持っているものを、全てそのまま平成４０年度まで

同じ数でいくということにはなっておりませんので、その辺のことについては、これ

からの状況を考えた場合に十分可能である訳でありますけども、今、持っている計画、

議員が仰っている前倒しの計画という部分について、まずはご理解をいただきたいと

思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

〇３番（向井孝一君） 大変、消極的な答弁でありましたが、私はまちづくりとして、

居住政策というのは、切っても切れない政策の中身でないとまずいなと思うのですよ。

そういう中で、確かに、地場材を使って民間の建物に対して助成はしています。２５

年度決算をみると、利用も含めて２，６６９万円くらい出していますよね。ここで残

念なことは、やはり、町がもう少し助成を出して、今金町はどうかというと、家賃が

非常に高い水準にあるというふうに言われております。やはり、家賃の方まで反映す

るくらいの助成を出して、賃貸住宅の政策を進めるのであれば理解できますけども。 

  それと合わせてもう一つ。今、高等養護学校の卒業生の就労対策が大変問題になっ

て、いろいろな検討委員会が策定されていますよね。それらの対応も合わせると、ど

うしても空き家対策とリンクしながらやっていかざるを得ないのかなと思いますけ

ども、その辺についてはいかがですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 前段、消極的だとかではなくて、実情の話をさせていただきま

した。でも、先ほど答弁で言いましたけども、整備は必要だという認識を私はもって

います。議員さんは若い人にという思いが町長はあると言っていただきましたけども、

人口減少対策等々を含めた様々な大きな課題、先ほどの山崎議員の質問の要旨もそこ

にある訳でありますが、まずは、どう働く場所を確保して安定的にこの地域で生活で

きる環境をつくるかということが全てにつながる訳であります。それによって、だん

だんと若い人や子どもの数が増えると、分子を分母の違いがありますから、高齢化率

も落ちてくる訳です。そういう対応をするとすれば、まず、議員も仰るように若い人

方に向けて子育て環境を整える。そのための住居環境をどうするかというようなこと

が必要だろうと。本当に急がなければいけないのは、今、私の方にも声が上がってお

りますけども、本当に苦慮しています。これは公営住宅という政策が良いのか、新た

なグループホームが良いのかということでは、悩んでいることでありますが、高等養

護学校卒業生が働きたいという声があります。しかし、住むところがないという実態

が当然ある訳でありますから、その辺の対策については早急にやっていかなければい

けないだろうと。そのような公営住宅という形が良いのか、従前から行っているグル

ープホームという政策が良いのかということは分かれる訳であります。 

  もう１点。先ほど言ったように、公営住宅というのは、議員も仰ったように、様々

な方、若い人、年金生活者、独居老人、弱い立場の人、低所得者の方、この方々が公

営住宅の対象になる訳です。ですから、この方々が全て網羅できる住宅というのは、
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今までなかった訳です。高齢者は高齢者しか入られない住宅。所得に応じて、入られ

る、入られない部分がある訳でありますから、その辺の仕分けをどうするかというこ

とが、公営住宅政策、私が言うところのストックは、ストックの計画で良いのでしょ

うけども、新たな対応を取るとすれば、対象者をどういう形の中で整理をして、それ

に向けた整備をどうするかということにかかってくるだろうと。それが何個必要なの

かということになる訳であります。たくさん造りすぎて、議員も仰るように、将来、

人口が減る訳であります。戸数も減る訳でありますから、住宅があまってしまってど

うするのだという議論も将来的には考えなければいけない要素もある訳であります

けども、需要に応えるような形をどう取り組んでいくかと。ただ、実態は実態であり

ます。私の聞いている言葉では、空きが無いので無理かなと諦めているのだという声

も当然ある訳でありますけども、実情としては、空いていますよ、応募してください

という応募件数がどんどん少なくなっています。それは何を意味するかと言ったら、

大きな視点で考えますと、一つは何とかなっているのかなと。ただ、今はなんとかな

っているけども、これからなんとかなっていかないという方が居る訳でありますから、

それに向けてどう対応するかということが重要だと。しかし、なんとかならない人全

てを網羅できる形の住宅整備というのは、では何個必要なのだということになると十

分に検討していかなければいけない要素がある訳でありまして、まず近喫の課題とし

て、住宅政策としては、若い方、地元の今金の産業を支えている方々のための対策、

それは新規に来られる方々もそうであります。例えばですと、ずっと以前から、農協

では職員が来る訳でありますけども、職員の住宅がないよということでは、毎年町の

方に相談がある訳であります。民間を含めてどこか住宅はありませんかという声が、

いろいろな団体からある訳でありますから、それに向けた対策ということが、公営住

宅良いのかどうかということを含めた議論が、当然必要だろうと。絶対的に数が足り

ない部分があるのかなという認識を私は持っています。しかし、今、言ったような形

の中でどう整備できるか。先ほどから何度も申し上げますけども、新しい制度ができ

ました。障がい者でも、高齢者でも、若い人でも入居できるような制度が。これは、

例を挙げますと、緑町の高齢者専用住宅、あの仕組みが以前にはなかったのです。あ

の制度が、私が言ったような対象者の方でも可能ですよ、該当できますよというよう

に、状況が変わってきたものですから、そう考えると、混住できるような対策も取れ

るだろうということを考えた場合に、改めてこのことについてきちんと向かい合って

いかなければいけないだろうと思っていました。残念ながら、今、公営住宅がありま

すけども、約３割が耐用年数がきて壊さなければいけない状況にあるものであります。

それを計画的に壊して、代わるもの、壊すので、別の方に移ってくださいと。そのた

めの住宅整備なのです。それを何個造っていくかということがストック計画というふ

うにある訳でありまして、それが４０年まで計画を持っている訳でありますけども、

それでは事足りないと、議員さんも仰る訳でありますから、私も、そういう公営住宅

の制度が良いのかどうかは別にしましても、必要とされる住宅の整備というのは、考

えていかなければいけない大きな、重要な、緊急な課題であるという認識を持ってい
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ます。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

〇３番（向井孝一君） 私の最後の質問をしたいと思いますが、行政サービスというの

は町民の多岐にわたってのものがあります。外崎町政の任期はもう少しで切れる訳で

すが、３期、１２年間を検証して、町長は自己評価をしながら、どのくらいの自分の

思いがあったのか、できたのか。合わせて、次期はどうするのか。４月の町長選挙に

町長としてどのような選択をするのかをお聞かせいただいて、私の質問を終わりたい

と思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 自己評価、自分なりには、先ほど山崎議員さんの質問にもあり

ましたように、私も職員であったわけです。担当の課長でもあった訳でありますから、

当時の町長の命を受けて総合計画に携わり、そのことの受入に向けた取り組みをして

きました。そして、その成果としては、議会にも報告してありますよう、１００％以

上の実施率を持ってきたということについては、それなりのことは行ってきたのかな

と。ただ、評価は、自分なりにはそういう努力はしてきたつもりです、という言葉し

か述べられない訳です。その評価はいろいろな方々、多くの町民の方が当然評価をす

る訳でありますから、それが選挙という中で審判を受ける訳であります。そういうこ

とから、次期はどうだということになる訳でありますけども、今の総合計画、私の応

用を含めて、多くの方々の意見を聞きながら進めてきた経過があります。ちなみに議

員さんもそうでありますが、４年の任期というのはどうなのかなと。これは決められ

た任期である訳でありますけども、４年の任期の中で、自分の思い、計画というもの

が実現できるものとできないものがある。それは当然区切られた任期でありますから、

そこでいずれにしてもたとえ途中でも、任期があれば切らなければいけないというも

のもある訳でありますけども、方向性を定めて進めている以上は、出来る限りそれを

継続して実現していくという努力をしなければいけない。そういう気持ちを持たなけ

れば、私はいけないだろうと思っております。任期の区切りで、物事を考え直してい

きますということには決してならない、そういう思いを持ちながら、先ほどの山崎議

員ではないですが、１０年の総合計画は、１０年間なんとか実現するための道筋を作

っていくのだと。いつ辞めても良いように。でも、いつまでもこの事業が継続できて、

実現できるまで努力していくという両面の姿勢をもたなければいけないという認識

を持ちながら、私も３期務めている訳でありますけども、今後におきましてもいろい

ろな方々が居りますが、いずれにしてもどこの世界でも道半ばはある訳ですけども、

そういう言葉ではなくて、私に与えられた使命というのは、そういうことでは、今、

言ったような様々な計画、途中にあるものをきちんとできる範囲内で、努力をして実

現できるのであれば実現するために努めていく。私はそういう使命を担わせていただ

くとすれば、それに向けて臨んでいきたいということを、今、なお、私は考えている

ところであります。いずれにいたしましても、そのために次期の選挙がある状況には、

私なりにその思いをきちんと伝えながら、町民の審判を仰ぐために、様々な総合計画
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の具現化に向けたことを最大限のテーマとした取り組みをしつつ、そこに向けた調整

運営もさせていただきたいと考えております。 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、向井君の一般質問を終わります。 

  次に、芳賀君の発言を許します。 

  芳賀君。 

〇５番（芳賀芳夫君） 私の方から、新たな町づくり研修の職員参加について、町長に

ご質問いたします。 

  新たな町づくりのために、研修の職員参加について町長の所信をお伺いいたします。 

  これからの自治体は、自らの創意工夫により個性豊かな町づくりを進めなければな

らないと言われ、５年、１０年後には取り組みいかんによっては相当の格差が付くだ

ろうと言われております。個性豊かな町づくりを進めるということは、新たな発想が

なければなりません。２０４０年における将来推計人口、女性の推計人口が示されま

した。 

  これらのことは、職員のいろいろなアイディア、発想があっても発言する場、協議

する場がなく、上からの指示によって黙々と仕事を処理していく職員になっているの

が実態ではないでしょうか。 

  行政主導ばかりでなく、民間団体、組織や住民が協力して、町づくりに取り組んで

いる事例を見ることは、職員の視点を転換させることになると思います。職員は町民

の共有財産であり、経費はかかりますが、常に問題意識を持ち、全員が町づくりに参

加する環境を整えるためにも、毎年の計画に組み入れることについて、お伺いいたし

ます。 

〇議長（徳田栄邦君） 芳賀君の一般質問に対し、理事者の答弁を求めます。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 芳賀議員の一般質問にお答えします。 

  時代も変化し、情勢も変化の連続です。そういう中にあって、行政環境が変わる中

で、行政のしくみも職員も変化への対応が求められます。 

  職員も職責や職務内容も変化しなければならず、議員質問の新たな町づくりに対応

した職員の研修は、消滅することのない永遠に続かなければならない重要な行政課題

であります。 

  本町の職員研修の実情は、今金町人材育成基本計画及び今金町職員の研修に関する

基本的な方針に基づき行われています。 

  私は職員時代、国の資格を取得し、自治体職員の研修講師を経験していますが、ず

いぶんと研修支店の変化を感じますが、人材育成は４つの区分でくくられる研修手法

が一般的であります。 

  １つには、組織内で職務経験を積む中で行うもの、２つには、外部へ派遣・出向・

転勤する中で行うもの、３つには、組織内部で研修を受けることで行うもの、４つに

は、外部で研修、教育を受ける中で行うものなどです。 

  今金町では、平成１２年に整備した計画を基に、４つの研修手法を取り入れて情勢
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変化に応じて視点を進化させ取り組んでいます。 

  簡潔に言いますと、義務研修、与える研修は当然ですが、職員自らの医師で主体的

に取り組む自己啓発、職場研修、職場外研修、を奨励しています。 

  初級・中級・管理者研修等は対象者が定められ、町独自に講師を招聘して行う研修

もあり、セキュリティ研修、メンタルヘルス研修、クレーム対応研修等を実施し、先

般９月４日にはハラスメント研修も実施したところであります。 

  業務に関する講習会や研修会も人材育成機会として捉え、各部署において積極的に

参加奨励して行われています。 

  外部研修としては、北海道や渡島・檜山地方税滞納整理機構、現在は、北海道町村

会、北海道後期高齢者医療広域連合へ派遣していますが、意義ある、有為な研修機会

として行っているところです。 

  更に、町長就任時からは、職員自らが規格立案する研修計画に基づく道内外の先進

自治体及び団体等の視察研修も制度化していますし、地域活動や行事への参加やほか

の自治体で行う講習会・研修会の参加も職員研修として認めることも積極的に行って

います。 

  このように、日々変化する行政環境に敏感に対応し、多様化・高度化する行政課題

の解決に柔軟かつ積極的に、そして、時々の現状に即した政策立案を行うことができ

る職員像を目指し、計画を持って進めていることをご理解願います。 

  町職員に期待する資質は、それぞれの立場の人により異なるものであります。 

  職員に何を求めるかという問いの参考になる言葉があります。 

  松下幸之助さんの「知識も大事、知恵も大事、才能も大事。しかし、何よりも大事

なのは熱意と誠意である。この二つがあれば、何事でも成し遂げられる。」 

  町長として、この言葉に学び、新たな課題に果敢に挑み、中長期的な視野を持ち、

町民の願い・期待する物事を判断する職員像を描いています。 

  職員も行政運営者の一人です。コスト意識や運営感覚を持つことが必要となります。 

  町長の切望する職員像は、まずは、町内会活動や団体活動、行事にも参加し町民交

流を広め探究心を養い、その上で、課題検証及び提案ができ、判断力という資質を高

め、何よりも、一生懸命な職員となっていただくよう期待をしているところです。 

  私の持論は、職員は育てるではなく、自ら育つ・高まるというものでなければなら

ないと考えています。 

  そのためには、町長は、研修環境や研修参加の仕組みづくりに、更に、努めて参り

たいと考えております。 

  以上を申し上げ、答弁とさせていただきます。 

〇議長（徳田栄邦君） 芳賀君の再質問を許します。 

  芳賀君。 

〇５番（芳賀芳夫君） 職員の育成に関しての、人材育成基本計画を柱とした体系のも

とで、取り組まれているとの答弁でした。 

  人材育成の内容については、多岐にわたる非常に幅の広いものであります。質問を
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絞って再質問をいたします。 

  私は冒頭、人口減の減少社会を乗り越える、個性ある町づくりの必要性を申し上げ

ましたが、将来の世代のためには人口減が具体的に地域にどういった課題をもたらす

かを今から明らかにし、地域全員でそれを乗り越える知恵を今から集めておくことが

重要と考えます。 

  今金町の資源や魅力を総動員して、町づくりに取り組んでいくことが個性ある町づ

くりであり、それは、道内外先進事例、あるいは、失敗事例などに目を向けて、情報

を収集し、結果を分かりやすく住民に還元していくことが有益ではないでしょうか。

具体的には、日々の担当業務で直面する地域問題に焦点を当て、地域の事例を現地視

察や、あるいは、ヒアリングを行いながら調査をする。その結果について、町民への

報告等の形で還元し、あるいは、ホームページを用いて積極的に公開し、地域連携を

進めるための議論の新たな切り口として活用してはどうでしょうか。地域にとっても

課題認識をお互いに深める場とすることができると思います。更に、若い世代が解決

策を積極的に提示していく場となるかもしれません。職場外の教育に既に取り組んで

いるとの報告もありましたが、もっと職場外、あるいは、町外に学ぶことで今から人

口減少社会を乗り切る準備が必要ではないでしょうか。再度、町長にお伺いいたしま

す。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 後半の地域連携につながるものであるという前段が少し理解で

きないもので、改めてまた答弁しますので、その後に再質問をお願いしたいと思いま

す。 

  議員が仰るとおり、基本的は私が述べたように、たくさんの職員が居る訳でありま

す。たくさんの業務があります。皆が皆、町づくりに関わると言えば、それまでであ

りますけども、事務的なものをやらなければいけない職員、あるいは、議員が仰るよ

うな、将来に向けた町づくりを提案でき、それを実行できるような職員。様々な分類

があります。専門職として、保健、医療、福祉だとかの様々な兼業を担っていかなけ

ればいけない職員など、様々ある訳でありますけども、そのトータル、私が良く言う

ところの、行政も職員も、総合行政の職員である訳であります。加えて、人事異動が

ある訳でありますので、その辺の職員体制というのは非常に難しいものがあります。

これについては、一つご理解をいただかなければならない。ただ、はっきりと言える

のは、物書き、そろばんというのは、ごく一般的な、人の養成の中で言われてきたも

のでありますけども、今、それにプラスして、議員ではありませんけども、地域を知

る、私が言っている探究心、いろいろな交流を吸い上げる能力、逆にそういうものを

整理して説明するという能力、それを実行に移せるための、いろいろな連携体制をと

るための、上手にそういうところに誘導させるような、そういう仕組みを作る能力を

発する職員だとか。様々に、多岐多様という言葉を、議員も仰りましたが、私もそう

いう認識を持っています。そういうことから、常々に、先ほど言った４つのパターン

の中で、職員を派遣しながら、初級、中級だとか管理職というのは決められてますの
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で、研修してくださいということでお願いをする訳でありますけども、それ以外につ

いては、ほとんど手をあげていただいて進めているのが実態です。ちなみに、去年の

事例ですけども、今金町内で、役場内での研修機会は大きく６つやっております。参

加した職員は２０５名居ます。北海道町村会が主催する研修に出そうということで、

出させていただいていますけども、６回行って、１４名参加させていただいておりま

す。その他に、様々な特化した接遇だとか、コミュニケーションだとかクレームだと

か、指導能力だとか様々な研修が８回ありまして、それに１１名の職員を出したり、

あるいは、振興協会の様々な研修に出すとかで、できる限り出していきたいと。 

  あと、職員には申し訳ないですけども、町長からも発信しておりますが、地域での

行事、様々なイベントがある訳でありますけども、休暇を取っていただいて、ボラン

ティアとして、本当に多くの方々に参加していただいています。私はそれも研修だと

いうことで理解をいただいて参加をお願いしたいという話をさせていただいており

ますけども、そういうことでは、うちの職員はきちんと向き合って自己研修をしてい

るのかなという認識を持っています。 

  最も重要なのは、様々な職務を経験する訳でありますけども、それが全て専門分野

ではない職務に就くのが大概ですね。大概の事務職員が、農業振興もそうですけども、

農業の大学を出たり、勉強をしていた人が、農業関係の仕事に就いているかと言えば、

決してそうではありません。いろいろな職員が人事異動でそこに就いて、そこで改め

て勉強して、高まっていく訳でありますから、そういうことでは職員の育成というの

も大変な部分もある訳でありますけども、その中できちんとこれまでの町政運営がな

されているということについては、私は、それだけ、職員自らが、自分のために、そ

して、町のために努力をしているということで理解をし、改めて感謝をしているとこ

ろであります。そういうことから、後ほど再々質問でいただく部分があると思います

けども、人口減少、女性の数が減るというニュースも出ておりますけども、これは減

ることは確かなのです。５０％を切って、今金は４０％代ですけども、北海道の中で

は、ランクからすると、減少率が本当に少なくて、十数番目で、これは何故かと言い

ましたら、いろいろな団体、町民の方々、いろいろな機関の努力で若い方々を雇用し

ていただいてり、そういう取り組みをしていただいているということが、その数字に

表れている訳です。これは喜ばしいことだと思っております。これをどうキープして

いくかということが、全てに繋がりまして、そのキーワードは何かと言いましたら先

ほどから何度も申しますが、雇用の場をどう確保するか、そこで安定的に確保するこ

とによって、結婚ができ、子どもを育てられる条件ができるかなと。ご存じのように、

国営農地再編整備事業の中でもコミュニティーを作っていく、集落を守っていくため

に何が必要かと言ったら、そこで働ける、農業というものをきちんと位置付けること

によって、家族ができ、家族みんながそこで生きていける、そういう社会を作ってい

きたいということを、私はこの間述べている訳でありますけども、全てはそこに行き

つくだろうと。働く場所をきちんと整備していくということが、今のところの最優先

するべき、人口減少対策の一つではないかという認識をしている訳であります。 
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〇議長（徳田栄邦君） 芳賀君。 

〇５番（芳賀芳夫君） 基本的に町づくりの主役というのは、町民がベースであるとい

うことであります。行政マンである職員の方々には、非常に経験豊富な、あるいは、

有能な方々がたくさん居られます。更に、この町づくりというものに対する熱意を持

った方もたくさん居られるかと、私は感じております。 

まず、今金町のキャッチフレーズと言いますか、夢の町今金と、こういう目標を掲

げながら、いろいろな行政を執行している現況でありますけども、これからどういっ

た道を、要点で結構でございますので、再度お聞きしたいと思いますけども、どうい

う導きを考えておられるのか、更に、このことは知識や言葉ではなく、具体的にあら

ゆる視点から、見る、聞く、会話をするということが非常に大事だというふうに考え

ております。 

常に、検証を行いながら、調整、予測を繰り返しながら、町民に安心を与えられる

ような情報を提供することを、どのように考えているのかを再度お聞きします。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 私が町長にならせていただいたときにも、人事異動が当然あっ

た訳です。職員をどう活かしていくか、職員をどう高めていくかということ。 

  どちらかというと、技術屋、専門職というのは、その道をずっと走る訳であります。

しかし、技術屋さんというのは、計算ができ、何よりも説明能力が高くて、きちんと

した事業推進のチェックもできる訳ですね。そういうことでは、それに長けているか

らこそ、専門職、技術職と言われている部分でもある訳でありますけども、そういう

視点も、庁内全体に浸透させていくことによって、職員全体のレベルも高まっていく

だろうということから、人事異動についても極端だと思われるくらいの人事異動をさ

せていただいてきた経過がある訳であります。そうすると、従前、自分が関わってい

なかった分野に異動することによって、その分野で行っていることが見える訳であり

ます。逆に、自分が前任の職場の役割が見える訳であります。それが、人事異動の良

さだと、私は思っております。本来であれば、今、議員が仰ったように、職員の能力

を高めたり、経験を積めば積むほどに事務能力が高まる訳でありますけども、いつま

でもということにはならない背景があるとすれば、やはり、一定程度視点を変えた考

え方で、その感覚を他の業務の方に活かしてもらいたいという思いがあります。私的

には、職員全体が、町長なり副町長になれるくらいのオールマイティーな行政マンと

して育っていただくことを願っている訳であります。人事異動が当たり前ではない訳

でありますけども、人事異動で戸惑いがあったり、迷惑をかける町民なり団体もあり

ますが、そこはなんとか理解をしていただきながら、職員の資質を高めるために視点

を変えていくということが、私の言うところの最後に一般質問で答えたように、環境

を作るのが、私の仕事ではないかなと思っておりました。自分もいろいろ経験がある

訳でありますけども、私が、自分の持論としていることがあります。大学のときの教

授の言葉でありますが、指導することによって指導され、教えることによって教えら

れる。何故かと言いましたら、職員時代もそうでありましたけども、聞くという行為
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については、勉強にはなる。ところが自分が説明者になる、自分が町民なり団体なり

に会議等で説明するとき、今回の議会もそうです。説明をするために、すごく勉強を

しなければいけないのです。それによって高まっていくのです。聞きっぱなしでは決

して高まらないと私は思っております。自分がそういう立場になって、自分がいろい

ろな方々に説明をしていく、理解をしていただくための、様々な手法を考えながらや

っていくことによって、仕事を覚えていくし、町づくりのいろいろなことも目覚めて

くるだろうと思っています。そういうところに私は大いに期待をする訳でありまして、

そういう職員像のためには、そういう環境を作ってあげる。ですから、自らがそうい

う思いを担っていただくために、先ほど言った４つの手法の内の１つめ、今、やって

いる仕事の中で目一杯努力をしようと。次にまた町長として管理職の人が別の機会を

提供するので、まずは、今、一生懸命やってくださいと。それに関わることを一生懸

命勉強してくださいと。それに関するいろいろな方々とも触れあいをしてくださいと

いう声も集めてくださいと。それが結果的には町長が考える町づくり、今金町の町づ

くりにつながるのだというような認識を持っていただきながら、目一杯熱意を持って

努めていただくというのが、人材育成の基本ではないかなと私は思います。その方が、

人事異動で別の職場にいくと、また違った視点で努力をする。初めてのところに行く

訳でありますから、そこで、全然分からない分野が出てきますから、自らが勉強をし

ていかなければ、自分が対応できないのです。事務説明も、窓口対応もできない訳で

す。そういうことで、段階的に職員が育っていく環境を作ってあげると。議員が仰る

通りに、そのベースは何かと言ったら、そのための地域実態、町民の声をきちんと受

け止めるためにも表に出る。時には視野を大きくするために、刺激を受けるために、

町外に出て、いろいろな勉強をしようということが当然だと私は思っておりますし、

それに期待をしています。そのために以前は、２０数年経ったらこのような研修をと、

いいですよ、行ってくださいというようなこともありましたが、今はありません。自

己研修ということで、自らが名乗りを挙げて、函館で、札幌で、東京でこのような研

修があるのだけども、是非行きたいのですがということで上司に提案をし、そういう

環境を作ることも制度化しておりますので、そのことに大いに期待をしていきたいと

思います。これからもそういう視点を持ちながら、職員にはどういう言葉を伝えるか

ということについても、極力、気を使いながら努力をしていきたいと考えております。 

〇議長（徳田栄邦君） 芳賀君。 

〇５番（芳賀芳夫君） 私の質問はこれで終わります。大変ありがとうございました。 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で一般質問を終わります。 

昼食のため午後１時まで休憩といたします。 

休憩 １１時５９分 

開議 １２時５９分 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ開議いたします。 

 

    日程第６ 同意第１号 
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〇議長（徳田栄邦君） 日程第６、同意第１号を議題といたします。 

  今金町教育委員会委員の任命について、理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 同意第１号、今金町教育委員会委員の任命について、提案理

由を申し上げます。 

  平成２６年９月３０日をもって任期満了となります、平井祥元委員につきましては、

退任の意向でありますので、後任の委員として小野嘉代子氏を任命いたしたく、地方

教育行政法の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、同氏の任命に

ついて議会の同意をお願いするものであります。 

  同意案につきましては、総務財政課長が朗読説明いたします。 

  ご審議いただき同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） （総務財政課長朗読説明、記載省略） 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑を終わります。 

  本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり同意することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、原案同意と決します。 

 

    ◎日程第７ 諮問第１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第７、諮問第１号を議題といたします。 

  人権擁護委員候補者の推薦について、理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由

を申し上げます。 

  平成２６年１２月３１日をもって任期満了となる、阿知波一道委員につきまして、

引き続き同委員候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

基づき、議会の意見を求めるものであります。諮問案につきましては、総務財政課長

が朗読説明いたします。 

  ご審議いただき、推薦について同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） （総務財政課長朗読説明、記載省略） 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑を終わります。 

  本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し、採決を行います。 
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  本案は、原案のとおり同意することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、原案同意と決します。 

 

    ◎日程第８ 諮問第２号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第８、諮問第２号を議題といたします。人権擁護委員候補

者の推薦について、理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由

を申し上げます。 

  諮問第１号同様に、平成２６年１２月３１日をもって任期満了となります、小田島

照枝委員につきましては、退任の意向がございますので、同委員の後任候補者として、

岩坂龍子氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の

意見を求めるものであります。諮問案につきましては、総務財政課長が朗読説明いた

します。 

  ご審議いただき、推薦について同意賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） （総務財政課長朗読説明、記載省略） 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑を終わります。 

  本案は人事案件につき、本町議会運用例に基づき討論を省略し、採決を行います。 

  本案は、原案のとおり同意することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、原案同意と決します。 

 

    ◎日程第９ 議案第１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第９、議案第１号を議題といたします。 

  今金町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例制定について、理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 議案第１号、今金町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例制定について、提案理由を申し上げます。 

  平成２７年４月に施行予定の、子ども・子育て支援新制度の制定に伴い、特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業者は、給付費を受けるための運営に関す

る基準を市町村が定めるために、本条例を制定しようとするものであります。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 
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  これより、質疑を行います。 

  質疑を終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第９、議案第１号についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第１号は原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第１０ 議案第２号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１０、議案第２号を議題といたします。 

  今金町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定に

ついて、理事者の説明を求めます。副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 議案第２号、今金町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例制定について、提案理由を申し上げます。 

  平成２７年４月に施行予定の、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する

教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の一部改正に伴い、保護者が労働等に

より昼間家庭に居ない小学生を対象とした、放課後児童健全育成事業を行う際の設備

及び運営に関する基準を定めるため、本条例を制定しようとするものであります。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  上村君。 

〇６番（上村義雄君） ６番、上村です。 

  今回、学童保育の部分で、今金は先行して新しく作って進めている訳でありますけ

ども、この基準でいくと、おおむね４０人以下という基準が定めてあるのと、それか

ら、児童１人につきおおむね１．６６平米という部分がある訳ですけども、現在、今

金の場合は定員は７０名と定めて運営していますが、非常に、この学童保育の部分で

は今金町としては、先進的な取り組みをされているということで、評価している訳で

すけども、この条例が、今、できることによって、４０名以下という基準と平米の部

分で、不都合が起きないかどうか、そこら辺りをお伺いしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 教育委員会事務局長、寺崎君。 

〇教育委員会事務局長（寺崎康史君） ただいまの議員の質問にお答えいたします。 

  この条文では、第９条に、放課後児童健全育成事業所には遊び及び生活の場として

の機能並びに施用するための機能を備えた区画を設けるとなっておりまして、これら

を専用区画というふうに称していますが、専用区画の面積は児童１人につき１．６５

平方メートル以上でなければならないと定められていますが、今、現在運営しており



- 29 - 

 

ます、今金町学童保育所におきましては、静養室が８．８５平方メートル、生活室が

６３．７０平方メートル、遊戯室が１２０．３３平方メートル、合計しますと１９２．

８８平方メートルを有しております。 

  今、現在、定員の７０人をこの面積で割り返しますと、１人当たり２．７５平方メ

ートルの面積がございますので、この基準の１．６５平方メートルは満たしていると

いうことになっております。 

  合わせて、定員についてですが、この条文の一番最後の附則の第２条第２項に、こ

の条例の施行に際し、現存する放課後児童健全育成事業、これは現在の学童保育所の

ことですが、これにおける同項の規定の適用については当分の間、同項中４０人とあ

るのは、この条例の施行の日の前日において放課後児童健全育成事業ごとに定められ

ている児童の定員数とするというふうに経過措置を設けてございます。それで、現在、

学童保育所が運営している７０人に定員を読み替えるというふうにしております。 

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。 

〇６番（上村義雄君） そこの部分で、経過措置ということでありますけども、経過措

置後の部分でも、それは要するに７０名で問題なく学童保育ができるかどうかという

ことの確認なのです。４０人以下ということになると、もう一つ作るとかという形に

ならなければいけないですから、特に、国の方では、女性の進出を多く叫ばれている

わけですので、特に、このような学童保育の部分なんかは、充実させる必要があるの

かなというふうに思うので、その部分を確認したかった訳ですけども、いかがですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 教育委員会事務局長、寺崎君。 

〇教育委員会事務局長（寺崎康史君） 定員につきましては、４０人以下が望ましいと

いう基準になっておりますが、現在、面積的にも１人当たりの占用区画を増やしてい

るということで、今、現在の７０名というのが適切な基準として考えております。 

〇議長（徳田栄邦君） よろしゅうございますか。 

  他にございませんか。 

  質疑を終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第１０、議案第２号についての採決を行います。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第２号は原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第１１ 議案第３号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１１、議案第３号を議題といたします。 

  今金町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定について、

理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 
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〇副町長（清水 寛君） 議案第３号、今金町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例制定について、提案理由を申し上げます。 

  議案第２号と同様に、子ども・子育て支援法の施行、また、児童福祉法の一部改正

を受けまして、家庭的保育事業を行う際の設備及び運営に関する基準を定めるため、

本条例を制定しようとするものであります。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑を終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第１１、議案第３号についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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１２ 議案第４号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１２、議案第１４号を議題といたします。 

  北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体の増加及び北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更について、理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 議案第４号、北海道市町村職員退職手当組を組織する団体の

増加及び北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、提案理由を申し上げま

す。 

  本組合の組織に、新たに、根室北部廃棄物処理広域連合が加入することに伴う規約

の変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、構成市町村議会の議

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、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑を終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第１２、議案第４号についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。 
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    ◎日程第１３ 議案第５号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１３、議案第５号を議題といたします。 

  平成２６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、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 議案第５号、平成２６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。 

  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億４２６万

３，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出、それぞれ５３億３，９３１万８，０

００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ページをお願いします。 

  １款町税において５４２万７，０００円の追加は、固定資産税の追加であります。 

  ９款地方交付税において４，８４５万円の追加は、交付に伴って留保していたもの

を財源充当するものであります。 

  １１款分担金及び負担金で１，４８５万円の追加は、１項負担金における農業経営

高度化促進事業受益者負担金であります。 

  １３款国庫支出金において４８７万６，０００円の追加の主なものは、社会保障税

番号制度システム整備費補助金であります。 

  １４款道支出金において２，１３３万６，０００円の追加は、農業経営高度化促進

事業費補助金が主であります。 

  ２０款町債において５７０万円の追加は、臨時財政対策債であります。 

  次、歳出は２ページです。 

  ２款総務費において８６１万円の追加は、土地売払金の返還金、デマンドバス運行

事業補助金、地域集会移設維持管理費補助金、住民基本台帳ネットワークシステム及

び税システム等の改修業務委託などが主であります。 

  ３款民生費において１，４８２万６，０００円の追加は、障がい者特別対策費にお

ける国庫負担金の確定に伴う精算返還金が主であります。 

  ４款衛生費において９３９万１，０００円の追加は、国保施設勘定繰出金及び予防

接種委託料の追加が主であります。 

  ５款労働費において８０４万１，０００円の追加は、季節労働者就労対策事業委託

金であります。 

  ６款農林水産業費において３，９５７万円の追加は、土地改良費における修繕料及

び国営緊急農地再編整備事業推進費の農業経営高度化促進事業補助金が主でありま

す。 

  ７款商工費において１，７２２万７，０００円の追加は、住宅リフォーム助成事業

及び観光費における修繕料、備品購入費の追加が主であります。 

  ８款土木費において１，１９０万円の追加は、道路維持費における日進狢岱線の法

面補修工事費外であります。 
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  次に、地方債の補正について申し上げます。４ページです。 

  起債の限度額の変更でありまして、起債の方法、利率、償還の方法については変更

がありませんので、説明は略させていただきます。 

  起債の目的は臨時財政対策債であります。限度額を１億７，９７０万円から、１億

８，５４０万円に改めようとするものであります。このことにより、合計額を４億５

２０万円から、４億１，０９０万円とするものであります。 

  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（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑にあたっては、会議規則第５４条の規定に基づき、簡明にかつ議題外にわたら

ず、またその範囲を超えないようにお願いしておきます。 

  質疑は、歳出より款ごとに行います。 

  １款議会費の質疑を行います。１７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。１８ページから２３ページです。 

  上村君。 

〇６番（上村義雄君） ６番、上村です。 

  １９ページの、中間サーバープラットフォームの利用負担金ということで出ていま

すが、これは先日、説明があった住民の番号を付加することについての部分だろうか

と思いますが、このサーバーのプラットフォームがどこにできるのかということをお

伺いしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 中間サーバーのプラットフォームの関係、先日の合同

員会で説明したとおり、番号制度に伴う措置でございますが、中間サーバープラット

フォームにつきましては、各地方公共団体が整備いたします、中間サーバーのハード

ウェアについて、クラウドの積極的な活用により共同化、集約化を図るものでござい

まして、全国に２箇所の拠点を整備いたしまして、地方公共団体に活用いただくもの

であります。各地方公共団体の経費節減やセキュリティ、運用の安定性が高いレベル

で確保されるメリットがあるものでございます。全国で２箇所整備されるということ

でございます。 

  ２箇所整備されるのですが、その２箇所がどこになるかというのは、まだ決まって

おりません。 

  以上です。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

  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。２４ページから２８ページです。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。２９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 衛生費の質疑を終わります。 

  ５款労働費の質疑を行います。３０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 労働費の質疑を終わります。 

  ６款農林水産業費の質疑を行います。３１ページから３３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。３４ページです。 

  加藤君。 

〇４番（加藤三明君） ４番、加藤。 

  ３４ページのリフォームの件で７５０万円の予算をみておりますけども、今、現在

で何件の追加なのかを知りたいのですが。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） 今回の定例会にあたって、産業教育常任委員会で資料

の中でも触れておりますが、その後の追加もありましたので、９月１９日現在の数字

になりますが、お知らせをしたいと思います。 

  申請を受理したものの件数が７３件。総工事費で言いますと、１億６，７５０万円

程になっておりまして、助成金額で言いますと、１，７７６万３，０００円というの

が、今のところの実績になっております。 

〇議長（徳田栄邦君） 加藤君。 

〇４番（加藤三明君） 再度、お聞きしたいのですが、単年度でやるということから、

今年度も延長したという経過があるのですが、この先、来年に向けてどのような考え

をしているか、考えがありましたらお聞きしたいのですが。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 本制度は、制度の樹立の段階でご提案を申し上げたのは、２

年間の時限を切って実施をしたいということでやっておりますので、今回の常任委員

会等の中でもご説明しておりますが、今年度の３月３１日までということでご理解を

賜りたいと思います。 

  この後、更に制度を延長するかどうかは、これはまた新たな政策の展開となって参

りますので、本席においてそこまで明言することはできませんので、ご理解を賜りた

いと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

〇３番（向井孝一君） ３４ページの圧雪車の購入費の中身なのですが、１台はリース

で借りておりますよね。年間３６０万円でしたか。そういうことで考えると、あの地
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方のスキー場で１台で済まなかったのかなと、指定管理会社の考え方もあったかと思

うのですが、その辺に至った経過をお聞かせください。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） 圧雪車につきましては、クアプラザピリカのスキー場

が始まった当初は確か２台で運用していたかと思いますが、その後１台にという流れ

の中での現状になっております。 

  今回、指定管理替えに伴って、新しい指定管理者の方と様々な協議をする中で、１

台ですと当然故障のリスクというものが伴ってきます。今のリースをしている圧雪車

自体も５年を経過したものでありますので、相応の時間数も経過しているということ

を考えたときに、２台体制であるのが望ましいということのお話をいただきました。

そのことを持ちかえりまして、庁内で協議をした結果、２台体制にということであり

ます。 

  なお、今回導入するものにつきましては、中古の物件ということで考えております。

これについても、相応の程度の良いものということで、新しい指定管理者の方も圧雪

車についてのノウハウもお持ちですので、その辺りの見立てをいただいた中で今回の

予算提案になっているということも合わせてご理解をお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

〇３番（向井孝一君） 新品で買うと３，０００万円以上しますね。それを５００万円

というのは何年経過した車なのですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） 今、この金額で想定をしたものにつきましては、平成

１４年、稼働時間で言いますと５，５３１時間稼働しているものであります。 

  輸送、それから初期整備に掛かる費用もありますので、それも全て込みの予算とい

うことでご理解をお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） よろしゅうございますか。 

  他にございませんか。 

  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。３５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 教育費の質疑を終わります。 

  １１款公債費の質疑を行います。３８ページです。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（徳田栄邦君） 交際費の質疑を終わります。 

  以上で、歳出の質疑を終わります。 

 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般について、質疑漏れございませんか。 

  向井君。 

〇３番（向井孝一君） １８ページ、総務費、土地売払返還金となっておりますけども、

それはどういう意味なのですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 今回、土地の売払返還金ということで、２７３万３，

０００円を追加させていただいております。これにつきましては、あったか団地、分

譲地なのですが、土地の売買解除による契約金額の９０％の返還ということになりま

す。 

この経過につきましては、この土地購入者につきましては、平成２３年４月１日に

あったからんどの団地を購入してございます。平成２６年９月１日に、いろいろな事

情がありまして、購入したのですが、建物を建てられなくなったという申出がありま

した。売買契約の中に変換の場合の契約解除という欄がございまして、１０％が違約

金になるというふうになってございますので、返還に伴いまして９０％、２７３万３，

０００円を返還するということでございます。そのため、土地の返還のための予算措

置をしたということでございます。 

  合わせまして、この土地の購入費につきましては、公共施設整備基金に積み立てて

おりますので、この返還に係る財源につきましては、公共施設整備基金により充当を

する予定でございます。 

  以上です。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

  以上で、歳出全般についての質疑漏れを終わります。 

  次に、歳入の質疑を款ごとに行います。 

  １款町税の質疑を行います。５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 町税の質疑を終わります。 

  ８款地方特例交付金の質疑を行います。６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 地方特例交付金の質疑を終わります。 

  ９款地方交付税の質疑を行います。７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） １１款分担金及び負担金の質疑を行います。８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。 
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  １２款使用料及び手数料の質疑を行います。９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。１０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） １４款道支出金の質疑を行います。１１ページから１２ページ

です。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） １６款寄附金の質疑を行います。１３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 寄附金の質疑を終わります。 

  １７款繰入金の質疑を行います。１４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） １９款諸収入の質疑を行います。１５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 諸収入の質疑を終わります。 

  ２０款町債の質疑を行います。１６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 町債の質疑を終わります。 

  以上で、歳入全般についての質疑を終わります。 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般について、質疑漏れありませんか。 

  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。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第１３、議案第５号についての採決を行います。 

  本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、第５号は原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第１４ 議案第６号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１４、議案第６号を議題といたします。 

  平成２６年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第２号について、理事

者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 議案第６号、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計事業

勘定補正予算第２号について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ３２０万９，
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０００円を追加し、補正後の額を、それぞれ１０億１，７８０万４，０００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１ページより申し上げます。 

  ３款国庫支出金において３２０万９，０００円の追加は、特別調整交付金の追加が

主であります。 

  次、歳出は２ページです。 

  ８款保険事業費において３２０万９，０００円の追加は、特定健診未受診者対策委

託料であります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 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。７ページから８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳入全般についての質疑を終わります。 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 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（徳田栄邦君） 以上で、質疑漏れを終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第１４、議案第６号についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第６号は原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第１５ 議案第７号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１５、議案第７号を議題といたします。 

  平成２６年度今金町介護保険特別会計補正予算第２号について、理事者の説明を求

めます。 

  復副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 議案第７号、平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計

補正予算第２号について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、保険事業勘定においては、既定の歳入歳出予算の同額
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に、それぞれ１，３１９万８，０００円を追加し、補正後の額を、それぞれ７億１，

８８２万５，０００円にしようとするものであり、サービス事業勘定では、既定の歳

入歳出予算の総額から、それぞれ８８万３，０００円を減額し、補正後の額を、それ

ぞれ７３３万９，０００円にしようとするものであります。 

  補正の概要について、保険事業勘定歳入より申し上げます。１ページをお願いしま

す。 

  ４款国庫支出金において３０６万７，０００円の追加は、介護給付費負担金、過年

度分が主であります。 

  ５款支払基金交付金において３１２万５，０００円の追加は、介護給付費交付金過

年度分の追加が主であります。 

  ６款道支出金において７３３万５，０００円の追加も、介護給付費負担金過年度分

であります。 

  次、歳出は２ページであります。 

  ３款基金積立金で１，３０１万９，０００円の追加は、介護保険基金積立金であり

ます。 

  次、サービス事業勘定歳入、３ページであります。 

  ２款繰入金では９３万３，０００円の減額であり、一般会計の繰入金であります。 

  歳出は４ページです。 

  １款サービス事業費で８８万３，０００円の減額は、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、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  相次ぎは、始めに保険事業勘定歳出・歳入全般について行います。５ページから１

４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

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

  次に、サービス事業勘定歳出・歳入全般についての質疑を行います。１５ページか

ら１７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、歳出・歳入全般についての質疑を終わります。 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 歳出・歳入全般についての質疑漏れございませんか。 
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  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。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第１５、議案第７号についての採決を行います。 

  本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第７号は原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第１６ 議案第８号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１６、議案第８号を議題といたします。 

  平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計補正予算第２号について、理事者の

説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 議案第８号、平成２６年度今金町介護老人保健施設特別会計

補正予算第２号について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正は、収益的収支において既定の収入支出予算の総額に、それぞれ２１２

万６，０００円を追加して、補正後の額を、それぞれ３億８，３１１万８，０００円

にしようとするものであります。 

  業務の予定量についての変更はございません。 

  また、資本的収支についての補正もありません。 

  補正の概要について申し上げます。 

  収入、１款、第１項施設運営事業収益で２１２万６，０００円の追加は、一般会計

への補助金の追加が主であります。 

  支出、１款、第１項施設運営事業費用で２１２万６，０００円の追加は、給与費で

は減額であり、追加では、派遣看護師等に係る委託料などが主であります。 

  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、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 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（徳田栄邦君） 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。 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 収益的収入及び支出全般について、質疑漏れございませんか。 

  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。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第１６、議案第８号についての採決を行います。 
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  本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、議案第８号は原案のとおり可決いたします。 

 

    ◎日程第１７ 議案第９号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第１７、議案第９号を議題といたします。 

  平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定補正予算第２号について、理事

者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 議案第９号、平成２６年度今金町国民健康保険特別会計施設

勘定補正予算第２号について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正は、収益的収支において既定の収入支出予算の総額に、それぞれ１，２

１２万３，０００円を追加し、補正後の額を、それぞれ７億８，７６２万１，０００

円にしようとするものであります。 

  業務の予定量は、外来について年間患者数を２万３，７６５人に、１日平均患者数

を９７人に、それぞれ改めるものであります。 

  また、資本的収支の補正につきましては、収入では３０万円を追加して、補正後の

額を６０万円に、支出では２５３万９，０００円を追加し、補正後の額を３，７８７

万６，０００円に改めるものであります。 

  不足する財源につきましては、内部留保資金をもって充てることとしております。 

  補正の概要につきまして、収益的収支より申し上げます。 

  収入、１款、第１項医業収益で４９７万円の追加は、外来収益であり、第２項医業

外収益で７１５万３，０００円の追加は、一般会計負担金であります。 

  支出、１款、第１項、医業費用で１，２１２万３，０００円の追加は、経費におけ

る修繕料、賃借料、委託料などが主であります。 

  次に、資本的収支では、収入、１款資本的収入で３０万円の追加は、奨学金の返還

金であります。 

  支出、１款資本的支出で２５３万９，０００円の追加は、医療用機械器具購入費で

あります。 

  以上、概要を申し上げました。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  質疑は、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般について行います。１ペー

ジから５ページです。 

  村瀬君。 

〇１１番（村瀬 広君） 収益的支出の項目の中に、修繕費の関連でお聞きしたいのと、

要望なのですが、国保病院のトイレ、特に女性用トイレの形式なのですが、聞くとこ



- 41 - 

 

ろによると、２階が３つある内の洋式が２つと。それから、１階が３つある内、洋式

が１つということで、実は、議会主催の懇談会等でも、お年寄りの方から、是非１階

の洋式をもう１つ増やしていただきたいと。特に高齢化社会を迎えた中で、大変、女

性の方が込み合っていて、膝が痛くて、順番待ちで大変苦労するので、是非とも洋式

をもう１つ増やしていただきたいという切実な要望がございました。できれば、新年

度に向けてそういった計画を立てていただければと、考えられるところでございます

けども、いかがでしょうか。 

  直接、きょうの数字に関係ありませんけども、よろしくお願いします。 

〇議長（徳田栄邦君） 国保病院事務長、杉山君。 

〇国保病院事務長（杉山輝樹君） 村瀬議員のご質問ですけども、病院内のトイレにつ

いて洋式化の推進をという趣旨だと思っております。 

  現在、病院につきましては、１階につきましては外来のところに、患者様用トイレ

ということで、男性、女性それぞれ、大便器については３カ所ずつ設けてございます。

この内、１カ所が、男子、女子共にですけども、洋式化されております。 

  それから２階の病棟につきましては、患者様用のトイレを２箇所用意してございま

す。ここもそれぞれ、男子、女子、大便器が３つずつ設置されておりますけども、２

階につきましては、それぞれのトイレ、３つある大便器の内、２つは洋式化というこ

とで改善されております。 

  １階部分につきましては、３分の１が洋式化、３分の２が和式という状態になって

ございますので、今後、患者様のご要望等も十分聞きながら、今後の改修・改善の計

画の中で検討を進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出についての

質疑を終わります。 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 収益的収入及び支出、資本的収入及び支出全般についての質疑

漏れございませんか。 

  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。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、日程第１７、議案第９号についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。 

  ２時１０分まで休憩いたします。 

休憩 １３時５９分 
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開議 １４時１０分 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

 

    ◎一括議題 

〇議長（徳田栄邦君） お諮りいたします。 

  日程第１８、認定第１号、平成２５年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  日程第１９、認定第２号、平成２５年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入

歳出決算認定について。 

  日程第２０、認定第３号、平成２５年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について。 

  日程第２１、認定第４号、平成２５年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について。 

  日程第２２、認定第５号、平成２５年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出

決算認定について。 

  日程第２３、認定第６号、平成２５年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入

歳出決算認定について。 

  日程第２４、認定第７号、平成２５年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について。 

  日程第２５、認定第８号、平成２５年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について。 

  以上、８件につきましては、一括議題とし審議いたしたいのでありますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 異議なしと認めます。 

  したがって、一括議題として審議することに決定いたしました。 

  本案は、議会選出の監査委員を除き審議いたしたいのでありますが、これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、山本議員については退席をお願いいたしま

す。 

（山本議員退席） 

〇議長（徳田栄邦君） 理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 説明いたします。 

  認定第１号、平成２５年度今金町一般会計歳入歳出決算認定について。 

  認定第２号、平成２５年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算認定

について。 

  認定第３号、平成２５年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい
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て。 

  認定第４号、平成２５年度今金町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

  認定第５号、平成２５年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定につ

いて。 

  認定第６号、平成２５年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算認定

について。 

  認定第７号、平成２５年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。 

  認定第８号、平成２５年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て。 

  以上、８会計の歳入歳出決算認定について、提案理由を申し上げます。 

  平成２５年度今金町一般会計並びに各特別会計につきましては、それぞれ法定期間

内に決算を了し、監査委員の審査をいただいたところであります。 

  審査結果につきましては、９月５日に意見を付して審査報告書をいただきましたの

で、地方自治法並びに地方公営企業法の規定に基づき提案をいたします。 

  ご審議いただき認定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 理事者の提案理由の説明が終わりました。 

 

    ◎概要説明 

〇議長（徳田栄邦君） これより概要説明を求めます。 

  なお、説明にあたっては、事前に平成２５年度決算状況の概要の配布がありますの

で、総括的な説明としてください。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） それでは、平成２５年度の概要を申し上げます。 

  １ページをお願いいたします。前段の国内情勢については省略をさせていただきま

す。 

  中段からであります。 

  本町の財政状況は、健全化判断比率等の財政指標においては健全性が保たれている

ところでありますが、歳入面では地方経済の持ち直しが一部見られるとされておりま

すけども、町税収入の大幅な増額は見込めない状況にあり、他の財源確保に努めなけ

ればなりません。将来世代への負担の先送りとなる町債発行に依存することは避けて

いかなければなりません。 

  同様に歳出面においては、建設事業費・維持補修費・扶助費といった経費が増加傾

向の状況にあるため、厳しい町財政の現状を認識の上、財政健全化推進プログラムに

基づく計画的な行財政運営と、より一層の事務事業の厳選により、健全な財政運営に

努めなければなりません。 

  一方で、地域産業の充実、少子化・高齢化に向けた地域福祉、教育文化の振興等を

重要施策として重点的に配分を行うなど、町民生活向上のための施策を着実に進める

とともに、より透明性の高い町政運営を図ることを旨として、予算を執行した次第で
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あります。 

  以下、各会計の概要について申し上げます。 

  始めに一般会計より申し上げます。２ページの前段であります。 

  平成２５年度の当初予算に補正予算２億１，７６７万２，０００円を追加し、最終

予算総額が５億５，９６４万４，０００円、前年度対比９．０％の減となりました。 

  これにより、平成２５年度一般会計決算額は、歳入総額では５５億１，０４３万６，

４５０円、前年度対比２．０％の減、歳出総額は５４億８，８１０万１８９円で、前

年度対比１．７％の減となりました。 

  歳入歳出差引総額は２，２３３万６，２６１円となり、繰越明許費の繰越分１０６

万８，０００円、財政調整基金への積立１２０万円を差し引いた９２６万８，２６１

円を、平成２６年度へ繰り越し、決算を終了した次第であります。 

  途中の詳細は省略させていただきます。 

  ８ページ下段から３行目であります。 

  なお、地方財政は依然として厳しい状況が続いており、今後も益々厳しい状況が続

くことが予想されることから、財政健全化のための徹底した経費の節減・合理化を図

り、適切な財政運営を行うため一層の努力をする所存であります。 

  次、特別会計について申し上げます。 

  国保の事業勘定につきましては、９ページです。 

  歳入決算額は１０億２，２１１万３，７１４円で、収入未済額は５，４７３万６，

８５７円、徴収率は８２．２％で、前年度に比べ１．５ポイントの増となっております。 

  １０ページです。 

歳出決算額は１０億１，９０５万１，５２１円で、５７万７，４７９円の執行残と

なりました。 

これにより、歳入歳出差引残額は３０６万２，１９３円となり、１８６万２，１９

３円を財政調整基金へ積み立て、残額１２０万円を翌年度へ繰り越しいたしました。 

少子高齢化の進展や経済の低迷等に伴う低所得者の増加、慢性疾患を中心とした疾

病構造の変化や医療技術の高度化・専門家に伴い医療費は依然として減少しない状況

にあります。 

今後においても、医療費の低減・適正化のための取組等を計画的・積極的に推進す

る所存であります。 

次、後期高齢者医療特別会計につきましては１１ページです。 

歳入決算額は７，６３２万１，５９８円で、歳出決算額は７，６３０万５，３８７

円、３，６１３円の執行残となりました。 

これにより、歳入歳出差引残額は１万６，２１１円となり、全額を翌年度へ繰り越

しといたしました。 

今後においても、当該制度の円滑の運営が図れるよう住民への制度主旨の周知を引

き続き行うとともに、高齢者が安心して生活できるよう努める所存であります。 

次、介護保険特別会計につきましては、１２ページから１３ページです。 
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保険事業勘定より申し上げます。 

歳入決算額は６億６，４８９万１，８４６円で、歳出決算額は６億６，４２２万３，

５４１円で、６１万９，４５９円の執行残を生じました。 

これにより、歳入歳出差引額は６６万８，３０５円となり、介護保険基金への積立

１０万２，６４９円を差し引いた、５６万５，６５６円を翌年度へ繰り越しいたしま

した。 

次に、サービス事業勘定でありますが、１３ページから１４ページです。 

歳入決算額は７３４万３，６３７円で、歳出決算額は７２９万２，４７５円で、４

万５，５２５円の執行残となりました。 

  これにより、歳入歳出差引残額は５万１，１６２円となり、全額を翌年度へ繰り越

しいたしました。 

  平成２４年３月策定の第５期介護保険事業計画に基づき、基本理念である「共に支

え合い安心して暮らし続けることができるまち」を目指し、「地域で支え合うための

安心の体制づくり」、「元気でいきいきと過ごすための介護予防等の推進」、「住み慣れ

た地域で安心して住み続けるための介護サービス等の充実等」の基本課題の達成に向

け、着実に施策を推進し、高齢者保健福祉の増進に努める所存です。 

  次、介護老人保健施設特別会計につきましては、１５ページから１６ページです。 

  収益的収入の決算総額は３億５，１９２万６，２８７円で、収益的支出の決算額は

３億５，１８４万９，４４２円となっております。 

  資本的支出の決算額は２，１６４万８，８３３円であり、これにより、当該年度純

利益は７万６，８４５円となり、前年度からの繰り越し利益剰余金が２，１７０万８，

０１５円ありましたので、当年度末利益剰余金は２，１７８万４，８６０円となりま

した。 

介護老人保健施設は高齢化の進展とともに地域の中核施設としての役割も大きく、

今後も在宅復帰支援機能の充実を図るため、関係機関との連携強化を推進し、サービ

スの質を高め、効率的かつ適正なサービス努める所存であります。 

  次、国民健康保険特別会計施設勘定につきましては、１７ページから１８ページで

あります。 

  収益的収支につきましては、事業収益の決算額は７億４，５６９万９，９５７円で、

事業費用の決算額は７億４，４７３万９９３円となっております。 

  資本的収支の決算額は、収入が７２万円、支出の決算額は３，１６１万７，５５４

円となっております。 

  １８ページをお願いします。 

  これにより、当年度純利益は９６万８，９６４円となり、前年度繰越欠損金が９，

２３７万３，９１５円ありましたので、当年度末未処理欠損金は９，１４０万４，９

５１円となりました。 

  自治体病院における医師、看護師不足など地域医療を取り巻く環境は依然として厳

し状況が続いておりますが、経営の効率化等のため関係医療機関との連携を図るとと
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もに、地域住民との共同連携も図りながら、町民が安心して医療を受けられる病院づ

くりに努めて参る所存であります。 

  次、簡易水道事業特別会計につきましては１９ページから２０ページです。 

  歳入決算額は１億３，１９３万６，７２０円で、歳出決算額は１億２，３２１万２，

９１２円となり、７６８万１，０８８円の執行残が生じました。 

  これにより、歳入歳出差引額は８７２万３，８０８円となり、８５０万円を財政調

整基金へ積み立て、残額２２万３，８０８円を要年度へ繰り越しいたしました。 

  なお、今後も良質な飲料水の安定供給のため、施設の維持管理に留意するとともに、

経営の健全化のため一層の努力を傾注いたします。 

  公共下水道事業特別会計につきましては、２１ページから２２ページであります。 

  歳入決算額は２億２，０８５万１，７８６円で、歳出決算額は２億２，０６５万７，

３１４円、１万７，６８６円の執行残となりました。 

  これにより、歳入歳出差引額は１９万４，４７２円となり、全額を翌年度へ繰り越

しいたしました。 

  今後も適切な維持管理に努めることはもとより、引き続き積極的な広報活動を展開

し、経営の健全化に向けた取り組みを強化して参る所存であります。 

  以上、平成２５年度各会計の概要を説明申し上げましたが、厳しい財政状況の中で

各施策を推進できましたことは、議会をはじめ町民各位のご協力の賜ものと深く敬意

と感謝を申し上げる次第であります。 

  本年度の決算説明書の町政にあたりましては、昨年と同様に投資的事業の概要のほ

か、建物等の維持管理費、事務経費など用途別に決算を精査いたしました。 

  監査委員からの指摘・指導をいただいた諸点を十分に認識するとともに、次年度以

降の執行に万全を期して参ることをお誓いし、平成２５年度決算審査にあたり、内容

審議の上、速やかなる認定をお願い申し上げまして説明に代えさせていただきます。 

  どうぞ、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 理事者の説明が終わりました。 

  次に、監査委員の報告を求めます。 

  代表監査委員、天井君。 

〇代表監査委員（天井幸雄君） 監査委員を代表いたしまして、平成２５年度各会計決

算審査の結果をご報告申し上げます。 

  審査は８月１８日より２５日までの述べ４日間にわたり、地方自治法第２３３条第

２項及び地方公営企業法第３０条第２項の規定により、町長より提出された平成２５

年度一般会計、各特別会計の決算書に基づき歳入歳出事項別明細書、財産に関する調

書、その他決算付属書類及び決算説明書の総括的な審査を行い、その内容の是非、予

算の執行状況等について審査を実施いたしました。 

  審査にあたっては、所管課からの資料の提出を求め、その内容について事情を聴取

したものであります。 

  また、補助団体についても抽出して監査を実施いたしました。 
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  審査結果については、平成２５年度の一般会計を始め、各特別会計の決算はいずれ

も法定期限内に出納閉鎖がなされており、正当なものと認める。 

  各会計の決算計数については、歳入歳出関係諸帳簿及び証書を照合した結果、いず

れも符合しており、誤りのないことを確認した。 

  なお、決算概要についてはご覧をいただきたいと思いますが、報告書の１８ページ

をお開きいただきたいと思います。 

  総評の部分について朗読いたします。 

  総評。平成２５年度予算編成にあたっては、過疎化及び少子高齢化の影響により、

町財政の基本となる税収については現状維持すら困難な状況となり、一般財源の確保

はこれまで以上に地方交付税等に頼らざるを得ない状況である。 

  歳出では、社会保障関係経費の伸び、特別会計への繰出し金の増加など、財政運営

上厳しい状況が見込まれる中、当初予算において基金を繰り入れながら、収支の均衡

を図ることを基本に編成されたところですが、平成２５年度決算においては、税収及

び地方交付税等が伸びたことにより、当初予算編成での財源調整分としていた基金か

らの取り崩しをすることなく、基金を上積みした結果となりました。 

  歳入においては、地方交付税の占める割合が５６．１％と確保されてはいるが、先

に述べた過疎化及び少子高齢化、景気の低迷等で、自主財源の伸びは期待できない状

況にあると言える。そのような中で町税等の収納率についてはいずれも収納対策の取

り組みが顕著に表れており、評価するものであるが、町民の納税に対する公平性を期

する上からも、今後なお一層の努力が望まれる。 

  歳出においては、今後他会計への繰り出しが益々増加する見込みから厳しい状況に

あることは言うまでもなく、各事業の検証による見直し、スクラップアンドビルドの

着実な実行によるコスト削減意識を持ち、主要政策であっても結果次第では中止を含

め、抜本的見直しの英断が必要と考える。 

  これらの状況を踏まえ、町民福祉の向上と活力あるまちづくりに取り組むために、

節度ある財政運営を基本にしながら取り組みに万全を期されたい。 

  決算審査を行った結果、今後、検討を要すると思われるものなどを監査委員として

気付いた点及び要望を申し述べる。 

  １．専決処分のあり方について。 

  地方自治法第１７９条第１項においては、長が専決処分することができる事由を規

定しているところであるが、平成２５年度の決算状況を見ると、専決処分により各項

目の不用額を１０万円未満に調整する補正予算の内容が見受けられた。 

勿論、専決処分をしなければならない項目もあると認識するが、事業予算による事

業が執行された場合、速やかに精算することでその不用額について、新たな事業展開

の予算として検討できる余地も生まれるのではないかと考える。 

行政の基本である「限られた予算をいかに効率的に使い、住民の利益に結びつける

か」を念頭に、今一度検討されるよう要望する。 

２．町長の出張について。 
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町長は、今金町のセールスマンを自負され、積極的なその行動は内外ともに評価さ

れているものと敬意を表するところですが、平成２５年度における出張日数をみると、

年間開庁日数２４５日に対して１３１日が出張不在となっており、過去２年間も概ね

同様であります。 

町長として３期１２年に及ぶ中では、全道・全国レベルでの各種団体の役職もあり、

さらには土・日等を割いて公務を果たされていることは承知しているが、なお、町内

に腰を据えた行政運営に当たられるよう望むものであります。 

３．今金町ＰＲ事業について。 

今金町観光協会に対する補助金の中に、ラジオコマーシャル事業がある。平成１７

年度から毎年ＳＴＶラジオを媒体に、今金町の魅力発信やイベントＰＲ等に取り組ま

れてきたことは、有効な手段として評価されているところである。リスナーや口コミ

によって今金町の知名度は記憶として残るが、それに伴い今金町への訪問や特産品の

買い求め等の期待は大きく膨らんで実際に訪問された方も居ますが、休日は商店街の

シャッターは下りたまま、特産品が買えない等の苦情も出て、来訪者の期待に応えて

いない、むしろ失望感さえ漂うことが現実であると思います。 

ＰＲ活動による将来目標をしっかりと見据えることが求められます。町は補助金と

して、観光協会事業に支出しているが、予算面からすると、ふるさと創生基金の活用

も含めて、休日も来訪者を受け入れ満足を実感出来うるハード面の整備が必要と考え

る。 

費用対効果を再検証しながら今後の検討を要望する。 

最後に、昨年度指摘をした財務規則に基づく物品の管理については、それぞれ備品

台帳を整備したことを確認した。 

  以上をもちまして、決算審査の報告といたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 理事者の説明及び監査委員の報告が終わりました。 

  これより、平成２５年度今金町一般会計歳入歳出決算書の質疑を行います。 

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

議題外にわたらないよう、あらかじめお願いをしておきます。 

  なお、決算書・決算説明書は事前に配布されておりますので、直ちに審議に入りま

す。 

  質疑は、歳入より款ごとに行います。 

  １款町税の質疑を行います。１２ページから１５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 町税の質疑を終わります。 

  ２款地方譲与税の質疑を行います。１４ページから１５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 地方譲与税の質疑を終わります。 

  ３款利子割交付金の質疑を行います。１４ページから１７ページです。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（徳田栄邦君） 利子割交付金の質疑を終わります。 

  ４款配当割交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 配当割交付金の質疑を終わります。 

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

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 株式等譲渡所得割交付金の質疑を終わります。 

  ６款地方消費税交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 地方消費税交付金の質疑を終わります。 

  ７款自動車取得税交付金の質疑を行います。１６ページから１７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 自動車取得税交付金の質疑を終わります。 

  ８款地方特例交付金の質疑を行います。１８ページから１９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 地方特例割交付金の質疑を終わります。 

  ９款地方交付税の質疑を行います。１８ページから１９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 地方交付税の質疑を終わります。 

  １０款交通安全対策特別交付金の質疑を行います。１８ページから１９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 交通安全対策特別交付金の質疑を終わります。 

  １１款分担金及び負担金の質疑を行います。１８ページから２１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 分担金及び負担金の質疑を終わります。 

  １２款使用料及び手数料の質疑を行います。２０ページから２５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 使用料及び手数料の質疑を終わります。 

  １３款国庫支出金の質疑を行います。２４ページから２７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 国庫支出金の質疑を終わります。 

  １４款道支出金の質疑を行います２６ページから３３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 道支出金の質疑を終わります。 

  １５款財産収入の質疑を行います。３２ページから３３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 財産収入の質疑を終わります。 

  １６款寄附金の質疑を行います。３２ページから３３ページです。 
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  山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 山崎です。 

  ふるさと納税も含めて寄附金というのが９００万円、浄財として入ってきている訳

ですけども、この内訳、いわゆるふるさと納税なのか、そうではないのか。 

  また、町内出身者、それとは違うとか、いろいろな分類があると思うのですが、分

かる範囲でお願いします。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 一般寄附金の９０１万５００円の内訳ということです

けども、ふるさと納税が５１件、４８６万５００円。一般寄附金が２件で４１５万円。

ふるさと納税の町内・町外につきましては、町内が１件というところでございます。 

  以上です。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 浄財というか、町のためにということでありますけども、特に

ふるさと納税をすることによって、今、いろいろお話があるようですけども、今金町

の特産物を送るとか、そういう例としては具体的な内容はあるのですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） ふるさと納税をしていただいた方につきましては、年

末に一括して送付しておりますが、５，０００円以上の寄付の方に対しまして、２，

５００円相当のコメだとか、肉の詰め合わせを送っているという状況でございます。 

  以上です。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） テレビ等、報道で出ているのを見ると、適切な言葉が分からな

いのですが、うちの町に納税すると有利ですというような話が良く出ています。これ

は競争のようになってもいけないかなという気もします。今金町の特色あるものをお

送りするのであれば、適時、いわゆる年末に一括というよりも、期を見て旬のものを。

例えば、米であれば、収穫が終わりましたというものを即送るとか、もう少し配慮な

りが、私は必要なのかなと。それが、できれば口コミ等で増えていただければ、今金

町の応援団というのが少しでも増えるのかなと。その少しでも増えるのかなという努

力をしていただきたいと思うのですが、いかがですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 今金町のＰＲにもなるという観点から、年末に一括で

送らせていただいている現状にありますが、それを何回かに分けてもう少しきめ細や

かな対応を考えていきたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 寄附金の質疑を終わります。 

  １７款繰入金の質疑を行います。３２ページから３５ページです。 
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（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 繰入金の質疑を終わります。 

  １８款繰越金の質疑を行います。３４ページから３７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 繰越金の質疑を終わります。 

  １９款諸収入の質疑を行います。３６ページから３９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 諸収入の質疑を終わります。 

  ２０款町債の質疑を行います。３８ページから４１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 町債の質疑を終わります。 

  以上で、歳入の質疑を終わります。 

  次に、歳出の質疑を款ごとに行います。 

  １款議会費の質疑を行います。４２ページから４３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君）議会費の質疑を終わります。 

  ２款総務費の質疑を行います。４２ページから６１ページです。 

  村上君。 

〇１番（村上忠弘君） １番、村上。 

  旧国鉄跡地の草刈、神丘と種川が委託されてやっているのですが、これはこの中に

入っていますよね。参考資料の１８ページの中に、町有地の草刈委託料という部分の

中に含まれていますよね。 

〇議長（徳田栄邦君） 総務財政課長、北見君。 

〇総務財政課長（北見伸夫君） 旧国鉄跡地の草刈の関係ですけども、決算説明書１８

ページの中頃に、町有地管理費の町有地草刈委託料２８０万２，０００円の中に、旧

国鉄跡地の草刈ということで、神丘地区が６８万円、種川地区が８２万円ということ

でこの中に含まれてございます。 

  以上です。 

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。 

〇１番（村上忠弘君） 何故、このようなことを聞くかと言いますと、先般、９月１８

日の合同委員会の中で、提出された資料の中で、要するに、今金・せたな風力送電の

計画についてということで、この部分の、そこの敷地を送電の予定地として話がされ

ているということなのですよね。自治会だとか、地域の人方というのは、委託料を財

源として、自治体活動に大きく反映して使わせていただいているという部分がありま

す。 

  今後、送電線の部分で管理者が変わってしまうということになると、委託料が入ら

なくなるということなのですが。今回、初めてこの資料が出てきて、過去の経過とい

うのを全く聞かされていないのですけども、来年度以降の部分については、予算とし
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てどうなのでしょうか。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 瀬棚区における発電の送電ルートの関係であろうと思ってお

ります。ただ、まだ現況は確定的ではありませんし、事業の申請を行っているという

段階であります。 

  これまでの中で、瀬棚区、そしてＪパワーの方から協力を求められているのは、瀬

棚区の方で発電したものを、中里地区の北電の送電ルートまで繋ぐ、その部分につい

て、まず、今金の地域を通らなければ中里に繋ぐことはできませんので、町内以外の

部分については、国鉄跡地を送電ルートとして活用させてほしいし、市街地について

は、丁度、道道の舗道を使うか、オランダ通りを通させてほしいという最初の話もあ

りましたけども、そちらの方もまだ明確に示されておりません。 

  しかし、架空線をもって通って行くであろう国鉄の跡地にした場合については、お

そらくそのまま決まるのかなというのが、現段階の推計であります。まだ事業の決定

もしておりません。 

  用地を売り払う訳ではありません。恐らく、地上権の設定等になって、その後、そ

れが何メートル幅になっていくのか、これも、これからの推移でありますので、それ

らを見極めた中で、改めてその状況についてご説明したいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 村上君。 

〇１番（村上忠弘君） ということは、また来年度以降の部分については、一応予算化

はあるという判断でよろしいのでしょうか。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） その風力発電の明確な設定時限が、２７年から着工するとい

うような計画のようでありますから、それからになりますと２８年以降ということに

なっていくのか、どちらにしても明確に示されてはおりません。 

  ですから、今の段階では来年の予算は、恐らくですがくみ上げの中でいく形になろ

うかと思っております。 

  また、先の方とは、その状況に応じた中で、ご説明、ご理解も賜るような働きかけ

も、当然して参りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

  山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 山崎です。 

  今の、国鉄跡地の活用なのですが、これまでは町有地として、町有地を地元に、地

域に管理をしていただいていたと。 

  本来であれば、今回の国営事業ででもこの土地が活用されれば、最も今金町として

は良かったのかもしれませんけども、現状の中で、風力発電の送電網、いわゆる北電

に連結をするということでは、自然エネルギー、再生化エネルギーに対しての異論を

唱えるのではなくて、地域が納得した中で、この事業に取り組んでいただきたい。事
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業者に対するお願いですよね。地域の合意形成がなった上でということは、今金町に

おいても町有地を活用してもらう訳ですから、責任がある訳ですよ。事業者から提案

があって、地域に説明をする、いわゆる近隣の住民がいる訳ですから、最大限の配慮

というのは町がするべきだと、今の時点で。 

  ですから、今後、事業が確定している訳ではないという中では、許認可、いわゆる

契約行為が、町との契約行為が近付いているようなタイムスケジュールであったよう

な気がします。 

  ですから、先ほど言いました、風力発電、自然エネルギーに対しては全く問題はな

いし、大いにやっていただきたいとは思うのですが、そのことによって、町民の中で、

例えば健康不安だとか、送電網を整備する場合において、いろいろなことが想定され

る訳ですよ。ですから、監査委員の総評にもあったかと思いますが、次世代に何かを

残す、その時に、今の、鉄塔、送電線を作ることによって、不安を残すということの

ないような取り組みを是非、町として責任持ってやっていただきたい。 

  これは、地元、地域、沿線の合意とともに、今金町が皆でやっても良いよというよ

うな話になるような努力をお願いしたいと思いますが、いかがですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 仰るとおりだと思っております。私共も、Ｊパワーと話をす

る中では、架空線で通す場合であっても、例えば地下埋設で通す場合であっても、沿

線の町民、住民の方々の理解を求めて、それらが調った段階で進めていただくことを、

Ｊパワーにお願いをしております。私共も、それに対して情報の提供なり、協力する

ことはやぶさかではない中にも、説明の部分については会社の方に明確に整えた中で

進めてほしいというようなお願いをしております。 

  それと、もう１点、国鉄跡地の草刈の関係でありました。これは元々山崎議員から

提案をいただいた中で、自治会の方に管理をお願いしている部分であったと思ってお

ります。元々は、町が業者の方に出して管理をしていた部分であったと思っておりま

す。ただ、自治会の方も協力をすることをやぶさかではないということで、今に至っ

ている部分であると思います。 

  国営の関係について進めていく中では、それらを活用した中で、土地を個々が有効

活用することも含めた中で用地をお求めいただくのであればどうぞとういうことが、

そこの部分も含めた中でされてきたと。この点についても是非ご理解を賜りたいと思

っておりました。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 旧国鉄跡地の草刈に関しては、このことを自治体がやることに

よって、いろいろな効果があったと。これは自治会約１００個の中で、それぞれが努

力をしながら環境整備をするということでは、大変意義があったし、それに伴って財

政的にも潤ってきたというのが事実です。 

  しかし、いつまで続けるのだと言ったら、これも議論のあるところであると思うの

です。地域も高齢化が進み、件数が少なくなり、町も財政的に厳しくなってきた。で
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すから、その議論をするのは必要になってくるだろうと思うのです。 

  私がお願いをしたいのは、地域沿線住民との合意がない中で、この話が合意に進む、

いわゆる知らない中で進んでしまうと、地域の中で、今金町の中でその風力発電に対

する理解というものが、非常に疑問視されていくと。皆で、せたな町で起きた発電を

北電まで繋ぐのであれば、協力してあげたいなという気持ちは、皆持っていると思う

のです。ただ、その手法として一方的な話にはならないだろうと思うし、当然、地元

との合意形成ができた上での町有地の契約に至るというふうな段取りだと思うので

すが、そういうふうに理解をしてよろしいですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 私もそのように答弁したつもりでありますが、そのとおりで

あります。 

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。 

〇６番（上村義雄君） ６番、上村です。 

  総務費の中で、旅費、交際費、これは既定された中で行っている訳でありますけど

も、監査報告の中の総評の中に、町長の出張の件、今金町ＰＲの部分というのが、総

評の中に出ている訳ですけども、ここに出ている開庁日数２４５日に対し、出張が１

３１日、過去２年も概ねそのようだということですが、実際にこれを差し引くと、１

１４日が在庁されて執務を執行されているという状況にあるのかなというふうに思

う訳ですが、これは、監査の結果の報告でございますので、感想を町長はどのように

お考えなのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 町長にということでありますが、私の方から先に整理をさせ

ていただきます。 

  １１４日という、その部分でありますけども、まず、１点ご理解をいただきたいの

は、例えばせたな町、八雲町や江差町でも、行くにあたって、日帰り等々で出ている

部分もかなりあります。これらも全部カウントされての１１４日という形であります

ので、全て１日中２４時間不在であるということではないということを、まず前段で

お受け留めいただきたいと思っております。 

それと、監査の中でも触れられておりますけども、長い任期を勤めております町長

でありますから、北海道の町村会であり、もしくは全国の学校給食会であり、その他

いろいろな役職等も入っております。この間、国営を進める中での期成会、その他も

ろもろの要請活動も年間に恐らく３回、４回という形の中でもやっております。そう

いうことが重なっている部分がここ数年の部分であると思っております。 

  それと、まず１点お間違えのないようにご理解を賜りたいのは、監査委員は日数的

なその部分では申しましたが、決して、違法な間違った支出をしているものではない

ということ。この点について、まず私の方からお話をさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 
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〇町長（外崎秀人君） 今、質問がありまして、監査委員の報告にもありましたが、基

本的には、はっきり言わせてもらいますと、必要のない出張には行っているつもりは

ありません。必要だからこそ行っているということで、是非、理解をいただければと

思います。 

  加えて、決算の数字でありますけども、この金額でも収まっている訳であります。

これ以上に私は出張しております。それは何故かと言いましたら、副町長も言いまし

たように、様々な役職についておりますので、その出張経費については、その団体の

方から支出されている訳であります。取り分け東京方面に行く出張については、その

ほとんどはそちらの方から出ている訳でありまして、それを上手に活用をさせていた

だきながら、他の業務をしているということでご理解をいただければと思います。 

  多い、少ないという判断、それは様々にあると思いますが、それでもって、町行政

が停滞しているという認識は、当然、私は持っておりませんし、停滞するような出張

はするつもりはさらさらありませんし、その辺の調整はあくまでも、日程調整をしな

がら、職員の方で日程確保をしながら、調整を図りながら、時には町長の判断で行き

ますけども、時には各課長からの出張の要請があって、私の方で出向かなければいけ

ないという立場の中から進めさせていただいている部分がある訳であります。数字か

らいけば、そういう抑えである訳でありますけども、逆に、そのことでいろいろと皆

さん方も含めて町民の方々に不都合があるとすれば、それは当然、考えていかなけれ

ばいけないという要素はありますけども、私は、その出張の目的は達成しますけども、

その出張の際に、その他の様々な分野についても私は熱意を持って、様々な取り組み

をしてきている自負を持っておりますので、そのことが、いろいろな町行政の運営の

中で非常に重たい課題があるということであれば、改めて私の出張の出方、業務のあ

り方というものを、当然考えていかなければいけないことになるのではないかと思っ

ております。 

  今は、これまでの様々なことを積み上げながらしてきていますし、そのことで、逆

に、私は様々なところに行っても交渉力は付いてきていると思っております。様々な

要請についてもきちんと耳を傾けてくれる、あるいは、お会いして話を聞いていただ

けるという、そういうことがこれまでの経過の中、それは年１回、２回は頼みますと

言う話には、なかなかならないことは、行政も、民間も同じだと思っております。い

かにして、足を運んできちんとしたこちらの思いを伝えていくか。なおかつ、それに

繋がる事業なり、補助なり、様々な交付金の制度、その部分についてもきちんと伝え

ながら、その必要性を訴えるためには、私が足しげく通ってそのことを伝えていくこ

とが必要ではないかなという認識を持っておりますので、基本的なスタンス、余分な

出張をしてるつもりはございませんし、必要とあらば、そういう形の中で取り組みを

させていただきたい。 

  まずは、そういうことから、行政は行政の立場の仕事をする訳でありますけども、

それ以上に、セールスマンであると。江差町の新しい町長さんもそういう言葉を述べ

ていた訳でありますけども、私の指針もそういう思いを持って、そのことについて、
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一生懸命自分なりには営業と言いますか、町のために努力しているという気持ちであ

る訳でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。 

〇６番（上村義雄君） 決して、町長のこの出張が無駄だとかそういうことを私は申し

ている訳ではありませんが、全道、全国レベルの各種団体の役職もあり、土日も裂い

て公務に働いていることは承知しているということが、報告の中にもある訳です。 

  町長が自ら今金町のセールスマンだと、トップのリーダーとしての牽引だという意

識で行動されているということは理解する訳でございます。それぞれ、全道、全国の

部分で、各団体の役職についていることでの、今金町にどういうメリットが生まれて

きているのかどうかということ、１つのセールスポイントの、今金町にとってこうい

う行動を取っているから、ここがこういう、今金町にとっては有利になっているとい

う部分があるのかなというふうに思う訳ですけども。そういう部分と、先ほど同僚議

員が職員の研修、それは町長への一般質問に対しての、町長は職員の研修はきちんと

行っているのだ、十分にやっていると、後は、職員の意識なのだという部分でお話さ

れていたようでございますが、トップの、トップセールももちろんそうでしょうけど

も、次に続いていく職員のいろいろな角度での、例えば、議会、委員会の中での研修

を行う、それに対して職員も一緒に、議会も職員も共に勉強しようという部分に対し

ては、行政の方ではノーという答えでございました。 

  町長自らがトップセールスという部分では評価するし、それに伴って、私は職員の

部分でもいろいろなところでの、議会が今金町のために、委員会としてこういう調査

研究をしていきたいという思いでいるときに、議会は議会だと、行政の職員は出しま

せんということに。前は、その部分では同行して一緒に学んできた経緯があります。

今は、これは、当然、町長のトップセールスで進めるという感覚だから、こういうこ

となのでしょうけれども、そこら辺りのバランスというものが、私は必要ではないか

と思う訳です。それが、監査報告の中で指摘事項として、要望という形で出てきてい

るのかなというふうに、私は理解する訳です。 

  また、この今金町ＰＲ事業の部分についても、これは私も町民から聞きます。今金

でラジオで盛んに宣伝をしている、今金町は分かるけども、行ってみたら何もないと。

そういう話を耳にします。そこの部分を監査委員がここの部分で監査報告の中に要望

という形で、検討してほしいという結論を出されたのかなと思うのですが、ここの部

分についても町長自らがＰＲ、コマーシャル、セールスポイント、そしてラジオにも

出すという結果がこういう形になっていることとの、町長の評価なり、お考えがあれ

ばお聞きしたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 少し論点が変わっている部分があろうかと思いますので、私

の方からは、議会議員の皆様方の研修視察と職員の同行という形の中での話がありま

したので、そちらの方については、まず整理をさせていただきます。 

  過去にと議員は仰いましたけども、過去には確かにやって参りました。それは間違
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っておりません。 

  しかし、ある時からということでありますけども、議員の皆様は新たな視点、新た

なものを仕入れ、そしてそれを町に反映したいという部分は、誠に敬意を表するもの

であります。 

  加えて、私たちの場合でありますけども、現実的に目先にある、もしくは取り組ま

なければならないものについて、積極的に、早々に検証しなければなりません。まず、

それらを優先させるという部分があったと思います。それで、申し訳ないのでありま

すけども、現況の中で、まだ検討も加えていない部分について、勉強させていただく

ことは大変ありがたいのでありますが、もののなかでは、行財政改革も進めておりま

したので、申し訳ございませんが、議員の皆様は議員の皆様、職員は職員の中で必要

に応じて、そして、時に、目標・意識がはっきりしたものについては、共にお願いを

したいということで、当時作られたと私は認識しております。その１点で、まず、今

一度ご理解を賜りたいと思っております。 

〇議長（徳田栄邦君） 町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） 町長の出張で成果が見えないという言葉をいただきましたけど

も、非常に残念でたまりません。 

私なりには、町長になってから様々な事業を行っております。ハード事業もソフト

事業も。そのための予算獲得のためには何ほど努力しているか分かりません。それは

ずっと以前から、職員のときから培った人脈を今でも追い続けている訳でありまして、

時には、道の職員を退職してからも、様々なところとお付き合いをさせていただきな

がら、そういう取り組みの経過を含めてアピールをして予算獲得に向けているという

状況もある訳であります。今年やった事業も、去年やった事業もそうであります。み

んなそういう流れの中で、なんとか今の財源をかき集めてでもいいから、今金町のた

めに応援頼みますという動きも、当然、させていただいている。そのことが少なから

ずも、これまでの経過の中で、様々な状況の変化に応じながらも、常にそちらの方に

足を向けて情報をいただき、相談をしていただきながら、いざというときに支援をお

願いしますという流れを持って、今日まで至っているものにも見えることができるだ

ろうと。 

  ちなみに、このまえの光の里学園もそうであります。北海道にある福祉の基金全額

を全部投入していただいて、最後の整理をしていただいて確保させていただいたとい

う流れも当然ありますし、その担当者様についても２０年、３０年来、様々な分野に

いってもいろいろと、今金町の福祉のために相談をいただきながら、やっていただい

た方々にきちんとした説明をし、加えて、それぞれの担当者が以前から光の里の歴史

を知っている、経過を知っている、そういう応援体制・支援体制を繋げるのも、当然

町長の仕事だと。 

  そういうことから、今、何をするかというところについてのアピールというのが、

当然、全く行かなくて、電話なりメールでできるかと言ったら、決してそうではない

と。職員は職員の中で一生懸命やり取りをしながら、調整を図る訳でありますけども、
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最後はやはり、町長が頭を下げてお願いをしていくということが必要ではないかなと。

そういう動きを私なりには、この間ずいぶんやってきました。そういう面では、目で

は見えないという部分もありますけども、だからこそ、今まで様々な街並みのハード

な面、ソフトな面を見てもご理解をいただけるように、道路行政にしても、私は全道

の副会長をしたり、全国の役員をしたり、様々な動きの中では、要請活動も、これは

道のお金で要請活動をさせていただきながら、知事を含めて、道の幹部の方々と同行

しながら要請をする。その中で、町長の立場で、地域の声をきちんと伝えていく。そ

ういう理解が、当然、皆さん、幹部の方だとか聞いている訳でありますから、なるほ

どなと。次は今金だなという流れが、当然、順番もある訳でありますけども、そうい

う様々な交渉だとか、打合せ・調整に町長が深く関わっているということが、私は非

常に効果があることだという認識を持っています。 

  町長室に居て、仕事ができるか、補助金をもってくれる時代であれば、私はそれで

良いと思いますけども、決してそういう時代にはならない、なっていないということ

につきましては、改めて声を大きくして、皆様にお伝えしたいと思っているところで

ございます。そんなに簡単に、黙っていてもお金がくる時代ではございません。それ

だけに、どこの町長もそうですけども、一生懸命に足を運んで、いろいろなところで

調整を図りながら、時には他の町と連携を取りながら、共同で声を上げながら取り組

んでいるというということも、当然ある訳でありますから、より一層、これからも厳

しい情勢が続くだろうと思っています。 

  もう１点は、監査委員の方から、今金ＰＲを含めた中でのまちの対応という部分が

ある訳でありますけども、これとて、町の行政で、監査委員の方で書いているような、

受け皿を作ることがどうなのかという議論は当然、私はあるだろうと思っております。

そうでなければ、そのために作ったクアプラザピリカであった訳でありますけども、

町が関わる運営の中ではなかなかうまくはいかなかったということから、今日を迎え

ている状況にある訳でありまして、そう考えた場合に、民の力を発揮していただくこ

とが、より効果的なものであるということから、あそこをなくすることなく拠点とし

て、なんとか進めていきたいという思いがある訳であります。 

  議員の仰ったような部分の１つもある。現況の様々な既存の施設をどう活かすか、

どう活用していくかということも必要になる訳でありまして、行政には限度が当然あ

る訳であります。行政がやることによって、最も整備のしやすい状況になる訳であり

ますけども、管理だとか運営に係ってはよほどの覚悟がなければ、経費も当然掛かっ

ていく訳であります。そう考えた場合に、民の力もいただかなければいけないという

情勢もあるわけであります。 

  この間、ずっと何年も前から、何度も道の駅の構想の話が、一般質問を含めて、い

ろいろなところから声が上がってきている訳でありますけども、先ほどの山崎議員の

ふるさと創生ではありませんけども、一般質問に答えた、まちの産物、第一次産業を

主とした、農業の独自化に向けた様々なものもお土産として、あるいは物産として提

供していくということも、必要な要素になる訳であります。そう考えた場合に、まだ
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まだそちらの道筋も考えていかなければいけない課題がある訳であります。道の駅を

作って何を売るのでしょうかといったことを以前に話した経過があります。地域の中

できちんと育ち、地域の中で作り上げたものを、多くの来訪者の方に提供していくと

いうことでは、道の駅という構想は、私は素晴らしいものであると思いますけども、

どこかから仕入れて、それを売るという形の中で道の駅の役割を果たすのでしょうか。

そうではないと思います。是非、生産者含めて民の方々の力をいただいて、早くにそ

ういうものを成し得る土壌を作ることに努力をしていきませんかと、町についても一

定の応援をさせていただきます。そのことの１つが若い人方が声を上げて進めたポテ

サラも１つであります。そういう１つ１つに声を上げ取り組んでいくことによって、

そういう土壌ができるだろうと私は思っております。役所の中で、今の需要に応える

ような、土曜日、日曜日も店を開けていただくお願いは、当然、私も時折している訳

でありますけども、そこはそこの事情が当然ある訳でありますから、そこにはなかな

か行政は入っていけない状況もありますけども、なんとかその狭間を受けるための努

力というのは、行政も、私はしていかなければいけないと思います。全てが、行政が

関わることによって、１つは、町の職員が当然増えていくことになる訳であります。

それが、国が言うところの、今の国民・町民が言うところの、行政体制の在り方とし

て望ましい方向かと。必要な職員は町長は増やしたい、増やしていかなければいけな

いという思いを持っていますけども、そのことが、きちんと理解される形になるかと

言ったら、非常に難しい。かつ、それが臨時であろうとパートであろうと、やったに

しても同じような状況。そうすると働いている方々の条件をきちんと整備しようじゃ

ないかと。クアプラザピリカもそうだったのです。そういう民間でのと言いながらも、

不安定な要素で働いている方々もきちんとした形の中で取り込んでいきましょうと

いうことから、議会の方からも声が上がったり、提案して会社化したという経過も当

然ある訳でありますから、そうなった場合には、全て、行政の方で賄っていける形に

なるかどうかというのは大きな議論があるかと思います。私も先ほどから言われてい

るような部分の声は、私も十分聞いておりますし、私も土曜日、日曜日に町に居る場

合は、町をぶらぶらしますけども、来訪者が来られて、その度に私も対応しています。

非常にお叱りの声も受けたりということも私自身が当然受けている訳でありますか

ら、そういう考えでは思いは１つである訳でありますけども、この辺についても行政

オンリーではなくて、町民の様々な機関・団体の方々に腰を上げていただいて取り組

むということを考えていかなければ、行政だけでその辺の環境を整備するということ

は、非常に難しいということを、是非ご理解いただければと思います。町はあくまで

も支援体制をどうするかということに前向きに取り組むことが、私は、行政としての

大きな使命・役割ではないかなと。そのために必要な制度・施策があるとすれば、そ

れをきちんと情報をもって受け止めてまちに提案をしながら、議会に提案をしながら、

取り組むというのは町長の仕事ではないかなと。そのためには、出張ということもあ

りえるだろうし、そういうふうな使い方も是非町民の方々も、議員の皆様方も町長を

上手に使っていただくようなことで、声を上げていただければ非常に私も張り合いが
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あるだろうし、ありがたく思う訳でございますので、どうぞご理解をいただきたいと

思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 総務費の質疑を終わります。 

  ３時半まで休憩いたします。 

休憩 １５時２０分 

開議 １５時３０分 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  ３款民生費の質疑を行います。６０ページから７３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君）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。７２ページから７９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 衛生費の質疑を終わります。 

  ５款労働費の質疑を行います。７８ページから８１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 労働費の質疑を終わります。 

  ６款農林水産業費の質疑を行います。８０ページから８９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。８８ページから９１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。９２ページから９９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。９８ページから１０１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。１００ページから１１５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 教育費の質疑を終わります。 

  １１款公債費の質疑を行います。１１４ページから１１５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 公債費の質疑を終わります。 

  １２款予備費の質疑を行います。１１４ページから１１７ページです。 

（「なし」の声あり） 
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〇議長（徳田栄邦君） １３款災害復旧費の質疑を行います。１１６ページから１１７

ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 災害復旧費の質疑を終わります。 

  以上で、歳出の質疑を終わります。 

 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 本会計全般についての質疑漏れございませんか。 

  山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） 山崎です。 

  失念をしておりました。大変申し訳ありません。 

  除雪のことでお聞きしたいと思います。 

  これは、今金だけではなくて、北海道にとってみると、雪というのは毎年のことで

あります。特に除雪には大変お金もかかるし、人の手もいる。特に人の手がいるとい

うことでは、熟練した運転技術員だとか作業員が必要になってくるというので、昨年

も大変だったようでありますけども、そういう中で、現状に合わせた体制を取ってい

ただいている、それから、除雪ステーションもできた訳ですから、そういった意味で

は、万全な体制を取っていただいているというふうには理解をするのですけれども、

これは、年度内、今年これから雪が降るという中では、体制は十分整えられているの

かどうか。これは、熟練した技術員が必要だという話を側聞しているのですけども、

そういうところは足りているというふうに理解してよろしいですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、安達君。 

〇公営施設課長（安達雄一君） 今の、熟練の作業員というお話ですけれども、今、現

在、作業員は直営で４名、冬期間８名という体制で行っております。 

  これは、今後、募集をかけて８名を募集していくというふうになりますけども、い

ずれにいたしましても経験者ということで募集をかけていこうというふうに考えて

おります。 

  以上であります。 

〇議長（徳田栄邦君） 山崎君。 

〇２番（山崎 仁君） これは、今までだめだったとかではなくて、特にこれから降雪

期になって、積雪期に入り、こういう状況の中で、準備万端に整えながら十分な対応

をお願いしますと。これは決算を基に今年どうなるかということでは、お願いという

意味なのですが、その辺は大丈夫ですね。 

〇議長（徳田栄邦君） 公営施設課長、安達君。 

〇公営施設課長（安達雄一君） 万全を期して対応していきたいと考えております。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、認定第１号についての質疑漏れを終わります 
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  次に、平成２５年度今金町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算についての

質疑を行います。 

  質疑は、歳入全般について行います。１３９ページから１５０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。 

  次に、歳出全般について質疑を行います。１５１ページから１６６ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。 

 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 本会計全般についての質疑もれございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、認定第２号についての質疑を終わります。 

  次に、平成２５年度今金町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の質疑を行います。 

  質疑は歳入全般について行います。１７４ページから１７７ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。 

  次に、歳出全般についての質疑を行います。１７８ページから１８１ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。 

 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 本会計全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、認定第３号についての質疑を終わります。 

  次に、平成２５年度今金町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算の質疑を行いま

す。 

  始めに、保険事業勘定について行います。 

  質疑は歳入全般について行います。１８９ページから１９８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。 

  次に、歳出全般について行います。１９９ページから２１２ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。 

  次にサービス事業勘定について行います。 

  質疑は、歳入全般について行います。２２０ページから２２３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。 
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  次に、歳出全般についての質疑を行います。２２４ページから２２５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。 

 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 本会計の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（徳田栄邦君） 以上で、認定第４号についての質疑を終わります。 

  次に、平成２５年度介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算の質疑を行います。 

  質疑は、収益的収入及び支出全般について行います。２３７ページから２３８ペー

ジです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、収益的収入及び支出全般についての質疑を終わります。 

  次に、資本的収入及び支出全般についての質疑を行います。２３７ページから２３

８ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、資本的収入及び支出全般についての質疑を終わります。 

 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 本会計全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、認定第５号についての質疑を終わります。 

  次に、平成２５年度今金町国民健康保険特別会計施設勘定歳入歳出決算の質疑を行

います。 

  質疑は、収益的収入及び支出全般について行います。２５１ページから２５２ペー

ジです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、収益的収入及び支出全般についての質疑を終わります。 

  次に、資本的収入及び支出全般について行います。２５３ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、資本的収入及び支出全般についての質疑を終わります。 

 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 本会計全般について質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、認定第６号についての質疑を終わります。 

  次に、平成２５年度今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の質疑を行います。 
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  質疑は歳入全般について行います。２６２ページから２６５ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。 

  次に、歳出全般について行います。２６６ページから２６９ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。 

 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 本会計全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、認定第７号についての質疑を終わります。 

  次に、平成２５年度今金町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の質疑を行います。 

  質疑は、歳入全般について行います。２７７ページから２８０ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳入全般についての質疑を終わります。 

次に、歳出全般について行います。２８１ページから２８４ページです。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 歳出全般についての質疑を終わります。 

 

    ◎質疑漏れ 

〇議長（徳田栄邦君） 本会計全般についての質疑漏れございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、認定第８号についての質疑を終わります。 

  これで、すべての会計の審議が終了しました。 

  これより、平成２５年度今金町各会計最終歳出決算にわたって、一括討論を行いま

す。 

  始めに、反対討論がございましたら、発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 次に、賛成討論の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 討論を終わります。 

  討論を打ち切り、採決を行います。 

  平成２５年度今金町各会計歳入歳出決算は、これを認定することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、平成２５年度今金町各会計歳入歳出決算は

原案のとおり認定することに決定いたしました。 

  山本議員は議席にお戻りください。 
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（山本議員復席） 

 

    ◎日程第２６ 陳情第２０号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２６号、陳情第２０号を議題といたします。 

  手話言語法の制定を求める陳情。 

  お諮りいたします。 

  本陳情については、開議規則第９５条の規定により、委員会の付託を省略し、本会

議で決定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（徳田栄邦君） ご異議がないので、委員会の付託を省略することに決定いたし

ました。 

  本案については、質疑・討論を省略いたします。 

  本陳情は、願意妥当と認め採択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（徳田栄邦君） ご異議がないので、本案は採択と決定いたします。 

 

    ◎日程第２７ 陳情第２１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２７、陳情第２１号を議題といたします。 

  軽油取引税の課税免除特例措置の延長を求める陳情。 

  お諮りいたします。 

  本陳情については、開議規則第９５条の規定により、委員会の付託を省略し、本会

議で決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（徳田栄邦君） ご異議がないので、委員会の付託を省略することに決定いたし

ました。 

  本案については、質疑・討論を省略いたします。 

  本陳情は、願意妥当と認め採択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（徳田栄邦君） ご異議がないので、本案は採択と決定いたします。 

 

    ◎日程第２８ 意見案第１号 

〇議長（徳田栄邦君） 日程第２８、意見案第１号を議題といたします。 

  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書。 

  提出議員の説明を求めます。 

  上村君。 

〇６番（上村義雄君） 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求め

る意見書。 

  本道の林業・木材産業は、山村地域を支える基幹産業として発展し、雇用の確保、
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地域経済の活性化などに大きく寄与してきた。 

  しかし、山村では、人口の減少と高齢化が急速に進みつつあり、近い将来、集落は

もとより、自治体の存続自体が危ぶまれる事態も想定されている。 

  一方、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、二酸化炭素を吸収・固定す

る森林・木材に対して大きな関心と期待が寄せられているが、我が国においては、化

石燃料への依存が高まっており、森林や木材が果たす役割はこれまで以上に重要とな

っている。 

  国は、こうした現状を踏まえ、平成２１年に「森林・林業再生プラン」を策定し、

１０年後の木材自給率を５０％以上とする目標を掲げ、豊かな森林資源を活用して効

率的・安定的な木材経営の基盤づくりを進めるとともに、木材の安定供給・利用拡大

に必要な体制を構築することとした。 

  このような中、道では、平成２１年度に国が創設した「森林整備加速化・林業再生

基金」を活用し、間伐や路網の整備、高性能林業機械の導入、さらには、木材加工流

通施設・木材公共設備の整備、木質バイオマスのエネルギー利用施設の整備など、森

林資源の循環利用の実現に向け、川上から川下に至る利行のさまざまな取り組みを支

援してきたところである。 

  この結果、トドマツやカラマツなど、人口林を主体とする森林の整備や、森林の整

備に伴って算出される木材の有効活用が進み、本道の木材自給率は全国の２倍以上の

約６割に達している。 

  今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みを更に加速させ、

利行の特性に応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用

による林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが

必要である。 

  よって、国においては、次の事項を実現するよう強く要望する。 

記 

  １ 森林の整備から木材の利用促進といった地域の多様な取り組みを支援するた

め、「森林整備加速化・林業再生基金」の継続またはこれにかわる恒久的な支援制度

を創設するなど、林野関連施策の充実・強化を図ること。 

  ２ 国際的な気候変動対策の枠組みの合意ルールである森林経営による森林吸収

量の算入上限値３．５％を最大限各尾するため、「地球温暖化対策のための税」の使

途に、森林吸収源対策を追加するなどし、森林整備の推進等のための安定的な財源を

確保すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成２６年９月２４日。 

  よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 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（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 

  意見案第１号については、討論を省略し採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。 

  ただいま、町長から議案第１０号、また議員より意見案第２号・３号の合わせて３

件が提出されました。 

  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（徳田栄邦君） 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。 

  暫時休憩いたします。そのままでお待ちください。 

 

休憩 １５時５９分 

開議 １６時００分 

 

〇議長（徳田栄邦君） 休憩を打ち切り開議いたします。 

 

    ◎追加日程第１ 議案第１０号 

〇議長（徳田栄邦君） 追加日程第１、議案第１０号を議題といたします。 

  平成２６年度今金町一般会計補正予算第４号について、理事者の説明を求めます。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 議案第１０号、平成２６年度今金町一般会計補正予算第４号

について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１，５００万

円を追加し、予算の総額を歳入歳出、それぞれ５３億５，４３１万８，０００円にし

ようとするものであります。 

  補正の概要については、歳入より申し上げます。 

  １ページをお願いします。 

  ９款地方交付税において１，５００万円の追加は、財源充当であります。 

  次、歳出は２ページです。 

  ７款商工費において１，５００万円の追加は、観光費における修繕用の追加が主で

あります。 

  以上、概要を申し上げました。 
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  補正概要につきましては、産業振興課長に詳細を説明いたさせます。 

  ご審議いただき議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） それでは、ただいまの補正予算第４号の内容につきま

して、同じく配布しております、予算参考資料の方で説明させていただきたいと思い

ます。 

  まず、資料でありますが、表紙をめくっていただきまして、１ページ目に今回の修

繕の箇所を一覧表に表しております。 

  左端の欄に、図面番号ということで、①から⑥までそれぞれありますが、これが、

この後の、後段の資料の方に全て符号することになります。 

  １枚めくっていただきまして、図面が、Ａ３の横長のもので付いているかと思いま

すが、これは浴場棟を表しておりまして、左手に男子浴室、右手に女子の浴室と見ま

して、地上階から地下の控室までを縦に切ったものというふうにご覧いただきたいと

思います。機械設備等の配置を表したものになります。 

  次のページ以降が、今回、修繕を提案をさせていただく箇所の現況の写真。これも

各番号が振ってありますので、一覧表の方と符号しております。一番最後の方が町費

の負担シミュレーションということで、これは６月１８日の全員協議会に提出をさせ

ていただいたものから、抜粋した資料になりますので、よろしくお願いします。 

  主に、１ページの方で説明をさせていただきます。 

  まず、始めに、今回、追加の提案になった経過ということでありますけども、今回、

１０月１日からの指定管理替に伴いまして、新たな指定管理者において、種々の許認

可の関係の手続きを行ってきました。その中で、公衆浴場営業と温泉利用営業に関わ

ってでありますが、八雲保健所の方から指摘があった部分であります。 

  どういう指摘かということですが、１つは、レジオネラ菌の発生を抑制することと、

感染のリスクを予防するということの観点で、浴槽・設備等の設置基準が変更になり

ました。今回、新たな申請ということになりますので、その時点で適応させなければ

いけないということが、大きな要因であります。 

  もう１つの観点が、保健所からの指導によりまして、どのような方法で施設の該当

箇所を修繕したら良いかということで、専門業者の方に相談をしております。その際

に、平成２７年度に、１０年に１回の温泉井戸の修設工事がありますが、そのときに

機械設備も合わせて修繕を行いたいということで、計画をしております。ですので、

全般的に施設・設備の方を点検をしていただいたところ、予想以上に老朽化が進んで

おりまして、そのところで、故障などによる緊急停止のリスクもありますよというよ

うなお話をいただきましたので、そのことの２つの観点で、今回の修繕箇所というこ

とで、補正予算を提案させていただいております。 

  なお、故障等によりまして緊急停止ということになりますと、資機材を用意するた

めにひと月を超えるくらいの期間、更に、実際の交換等の修繕作業に１週間程度要す

るということでありますので、ご存じのように、クアプラザピリカは宿泊室にお風呂
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がありません。ですので、全館的に休館をしなければいけないという事態も想定され

ます。それで、極力早い時期の修繕対応が望ましいという結果になった次第です。例

年、冬場のスキーシーズンを迎える前に、定期メンテナンスという期間を設けており

ますけども、今年は、１１月中旬から予定しておりました。その期間に行うことが、

営業上も１番ベターではないかということの判断で、先ほど言いました期間で逆算を

いたしますと、本定例会におきまして、追加提案をさせていただくということの判断

をさせていただきました。そのことにつきまして、まずはご理解お願いいたします。 

  次に、修繕の概要について、説明させていただきます。 

  １ページを改めてお願いいたします。 

  まず、図面番号の①、②、ここの部分が、保健所の指摘に大きく関わるところであ

ります。老朽化ということにつきまして、今回の修繕箇所全般に関わることですので、

まず、①、②が改善計画を求めた部分の主なところになっております。その中で、大

きいのが、①のジャグジーの浴槽になります。ジャグジーの設置について、クアプラ

ザピリカの方式というのが、水を溜めて、沸かして、ろ過・循環をさせてというスタ

イルで、一般的に循環方式と言われているものですが、循環方式のジャグジー風呂に

ついては、許可しないということの基準に変更になったということであります。従い

まして、ここで、どのような形態が許可されるかと言いますと、いわゆる、かけ流し

のジャグジーであれば良いですよということであります。このことを受けて、内容を

検討しましたが、もし、かけ流しということにしますと、ランニングコストが非常に

かかるという状況が判明しました。従いまして、今回のジャグジーの改修の部分につ

いては、気泡を発生させないで、単純な、循環方式の沸かし湯にするということの修

繕を、まず、させていただきたいということであります。 

  そのこととあわせて、ろ過器、ポンプの老朽化によりまして、機能低下、性能低下

が懸念されておりますので、このことも、いわゆる、レジオネラ菌の発生のリスクを

高めるということでありますので、一緒にあわせて修繕をさせていただきたいという

内容であります。 

  概算ですが、修繕金額については、５００万円ということになります。 

  ②の冷水浴槽についても、同じく、ろ過器とポンプの老朽化が激しく、レジオネラ

菌の発生のリスクが高まるということでありますので、この部分も改善計画を求めた

部分でありまして、修繕金額は、概算で４００万円を見積もっています。 

  以下、③から⑥までは、主に老朽化リスクが高い部分になりますけども、まず、③

の大浴槽系統ろ過機周りの配管の腐食が大変目立っておりますので、このことにつき

まして、配管の更新を５０万円ということで見積もっております。 

  ④が、大浴槽系統のろ過・循環ポンプです。まだ、限界ではありませんが、このも

のにつきましては、特に、故障が起きたときに、資材調達にかなりの日数を要すると

いうこともありますので、これの予備ポンプについてストックをさせていただきたい

ということで、５０万円であります。 

  次に、⑤の浴室下部のピット内の排水管です。温泉の成分のこともあるのでしょう
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が、排水管の径が、かなり閉塞してきております。このまま続きますと、排水が十分

に流れないで逆流をするといった弊害が出てくることも考えられるということで、こ

れの排水管の更新、これにつきまして４５０万円を見積もっております。 

  ⑥は、脱衣室洗面器の水洗及び排水金物ということで、これについても老朽化が著

しいので、この度の修繕にあわせて５０万円を見積もった中で、対応させていただき

たいということで、合わせて１，５００万円を、修繕の追加提案となっておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  概要につきましては、以上でございます。 

  すみません。１つ説明漏れがございました。 

  資料の１番最後のページです。 

  これにつきましては、先ほども申し上げましたが、６月１８日に開催されました、

全員協議会に提出したものの抜粋であります。それで、先ほど、平成２７年度に予定

していたものを前倒しでということのお話をさせていただきましたが、丁度、紫色の

部分です。平成２７年の１番下の項目で、温泉井戸修設工事ということで、これは１

０年に１回行われているものでありますが、修設工事自体は今までの経過を見ますと、

１，０００万円弱くらいの金額でございますが、そのことにあわせまして、字が細か

いのですが、ろ過設備、濾材、配管洗浄ということで、記載をさせていただいており

ますが、こういうことも予定をしていました。この部分の一部を、今回、あわせて行

わせていただきたいということでありますので、よろしくお願いいたします。 

  以上であります。 

〇議長（徳田栄邦君） 説明が終わりました。 

  これより、質疑を行います。 

  向井君。 

〇３番（向井孝一君） 合同委員会において、資料請求をして、基本協定書をきょう拝

読いたしました。 

  その中身で、指定管理を株式会社マックアースにする訳ですけども、その中で、私

は、１つ疑問に思うのは、職員は、必要以外の人数については、町が３月いっぱいま

で雇用する場合は町が持ってくださいということですよね。 

  それともう１つは、１０月からは、送迎はやらないと。マックアースでできなけれ

ば、町がこれだけのことを投資する訳ですから、少なくても最低限、町民サービスと

して、従来通りのサービスだけは、３月まで引っ張るべきではないかなと思うのです

が、いかがですか。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） 職員の人件費につきましては、先の合同委員会の時に

も、説明させていただいたとおり、今のところ、まだ、この冬場のシーズンを見なが

ら、どの程度の人員体制が望ましいかということの判断をするということの中で、３

月までにつきましては、今の現状の人員の配置をいただくと。その際、指定管理者の

方が、予定する人数を上回る分について、町の方でも対応させていただきたいという
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ことで、これは、町の方からの申し入れということで、双方が合意をした経過であり

ます。 

  それから、２つ目の、送迎の関係ですが、送迎はしないということのお話をさせて

いただいた経過がないかというふうに思っております。株式会社クアプラザピリカへ

の対応もそうでありましたが、送迎に利用しているバス、これは、これからも貸与を

するということで協議が整っておりますので、そういう経過ではないということで、

まず、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

〇３番（向井孝一君） 現実問題、送迎を利用して、老人クラブの人方が行ったときに、

９月いっぱいでそのサービスは終わりだよ、というふうに言われてきたということな

のですよ。それは、本当に、継続できるものなのか、もう一度お聞きします。 

〇議長（徳田栄邦君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） ということは、宿泊ということではなくて、日帰り宴

会のお話ということでよろしいでしょうか。 

  そうでありましたら、特に、レストラン部門の、収支のことを考えたときに、今の

形態での進め方は、収支上あまり好ましくないというお話はいただいておりますので、

当面の間、その対応については休止をするということでお話をいただいております。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

〇３番（向井孝一君） ですから、それは株式会社マックアースさんの事情でしょう。

収支が合わないというのは。 

  しかし、３月までは必要以外の雇用をされた職員というのは、町がきちんと面倒を

見ますよということですよね。そうなると、その送迎バスも向こうに委託して渡すの

であれば、最低限、私はね、従来のサービスは継続すべきだというのが、私の意見な

のですよ。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 少し、分けて整理をさせていただきたいと思います。 

  基本的に、株式会社クアプラザピリカが営業していた状況を引き継いでもらえれば、

いろいろなやり方を、これが、一番理想とするのは町民の方々なのかなと思います。 

  しかし、今までの、３セクでありました、株式会社クアプラザピリカのやり方では、

という部分も加味した中で、今後は、マックアースが営業収益を上げていくためには、

クアの手法をそのまま継承するという形にはならないということで、私たちも理解を

した中で話をしてきておりますので、この点については、一つご理解を賜りたいと思

います。 

  それと、今、３月まで職員をという部分でありますが、これは、私たちの方が提案

をさせていただいた部分であります。と、いうのは、臨時職員等については大体役場

の例に倣って、４月から１年間のような形の中で更新をしている訳でありますし、正

職員につきましては、経常の形になりますけども、１０月、要するに、年度の途中の

６ヶ月で、どうしますかという話には、なかなか、個人には過酷な状況もあります。
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特に、臨時の方々については、そういうことも想定されます。ですから、合同委員会

なり、常任委員会でお話させていただきましたけども、職員の方々には、３月までマ

ックアースの方に、面倒を見ていただけませんかというお願をしています。ただし、

皆様方も、特に臨時の方々については、マックアースの方で、是非、必要だと言われ

るような努力を、あなた方もしてくださいと。当然、正職員の方々についても同じで

あります。というお願をしてきた経過もあります。 

  ですから、そういうことも含めた中で、３月まで、町として、行政として、クアプ

ラザとして、責任を持った中で、もしくは、行政としても責任を持った中で、その職

員の方々の身分も保証しながら、かつ、マックアースの方に判断をしてもらう期間と

なるような形の中でということで、お願いをした経過でありますので、ご理解を賜り

たいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

〇３番（向井孝一君） 従来、株式会社クアプラザピリカが、運営した以上に、今、指

定管理を替えることによって、多額の経費がかかっておりますよね。そういう意味に

おいては、町民サービス、観光施設というのは、町民を基本とした施設だと、私は思

うのですよ。それが、あの施設は創立以来やってきた。しかし、そのことが、収支が

合わなくなったのでやめますというのは、そう簡単にいくかどうかというのは、時間

をかけながら町民に理解を求めていかないと、私はだめだと思うのですが。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 仰ることも十分に理解しております。しかし、今までと同じ

ことを、マックアースにやってくださいという形には、なかなかならないということ

も、ご理解を賜りたいと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 向井君。 

〇３番（向井孝一君） ですから、株式会社マックアースさんが、できませんというの

であれば、町がそれを、何故、面倒見てくれないのか。私は、それを言っているので

すよ。 

〇議長（徳田栄邦君） 副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 町が面倒を見るという意味合いが、なかなか私の頭の中で整

理をできない部分があります。もう少し、細かく噛み砕いていただければありがたい

のですが、確かに、今まで、歴代の支配人において、営業努力の拡充によって、老人

クラブなり、いろいろな方々、もしくは、冠婚葬祭等を含めた中で、クアプラザピリ

カを利用した中で、お願いをしたいということで、進めてきている部分があります。

それが、私たちの普通の頭で考えれば適当でございましょうという部分でありますけ

ども、それを受けることによって、人件費的なもの、その他もろもろのものを考えた

ときに、採算制がというのは、これがまた民間の計算の部分であります。私たちは、

そういうことで説明も受けております。ですから、今、言われている部分で、これか

らもマックアースの方と向かい合っていくこともありますし、私たちの施設でありま

すから、要望等は出していきますけども、どちらかと言うと、町の丸抱えの施設であ
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ったクアプラザピリカを、より、民間に収益性の高いものに上げていきたいというの

は、これは私たちも同じでありますので、その点で一つ、ご理解を賜ればありがたい

なと思います。 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 以上で、質疑を終わります。 

  質疑を打ち切り、討論を行います。 

  討論を終わります。 

  討論を打ち切り、追加日程第１、議案第１０号についての採決を行います。 

  本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 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。 

 

    ◎追加日程第２ 意見案第２号 

〇議長（徳田栄邦君） 追加日程第２、意見案第２号を議題といたします。 

  手話言語法の制定を求める意見書について。 

  意見案提出者の説明を求めます。 

  上村君。 

〇６番（上村義雄君） 手話言語法制定を求める意見書。 

  手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語

彙や文法形態を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声

言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてき

た。 

  しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別され

れてきた長い歴史があった。 

  ２００６（平成１８）年１２月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は

言語」であることが明記されている。 

  障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、２０１１（平成２

３）年８月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語

（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」

と定められた。 

  また、同法第２２条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、

手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手を

身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究する

ことのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考え

る。 

  よって今金町議会は、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。 
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記 

 

手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手

話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究

することのできる環境整備を目的とした「手話言語法（仮称）」を制定すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２６年９月２４日。 

よろしくお願いします。 

〇議長（徳田栄邦君） 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（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 

  意見案第２号については、討論を省略し採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、意見案第２号については、原案のとおり可

決いたします。 

 

    ◎追加日程第３ 意見案第３号 

〇議長（徳田栄邦君） 追加日程第３、意見案第３号を議題といたします。 

  軽油取引税の課税免除特例措置の延長を求める意見書について。 

  意見案提出者の説明を求めます。 

  村本君。 

〇９番（村本照光君） 軽油取引税の課税免除特例措置の延長を求める意見書。 

  軽油取引税については、平成２１年度の地方税法の改正により、道路特定財源とし

ての目的税から普通税へ変更されたことで、平成２３年３月末をもって課税免除措置

が廃止される予定となっていたが、索道事業者等からの強い要望により、３年間の延

長措置が認められ、平成２７年３月末での適用期限を迎えることとなる。 

  索道事業では、スキー場のゲレンデ整備に使う圧雪車の燃料、降雪機の動力源とし

て使用する軽油について免税となっており、この制度がなくなれば、スキー場の経営

は一層厳しいものとなり、北海道の観光及び経済にも大きな打撃を与えることが危惧

される。 

  当町におけるスキー場においても、安全・安心かつ快適なゲレンデを提供するため

雪面整備に圧雪車等を使用しており、利用者の減少等厳しい環境にあるスキー場の経

営維持に軽油引取税の免税措置は不可欠なものとなっている。 

  よって、国においては、索道事業者、農林水産事業者、鉱物採掘業者等の経営が圧

迫され、地域経済を支えている産業の衰退を招くことのないよう、軽油引取税の課税
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免除措置を継続するように強く要望する。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成２６年９月２４日。 

  よろしくお願いします。 

〇議長（徳田栄邦君） 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（徳田栄邦君） 質疑を終わります。 

  意見案第３号については、討論を省略し採決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） ご異議がないので、意見案第３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、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 村瀬君。 

〇１１番（村瀬 広君） 先ほどの、手話言語法の意見書ですけども、出された意見書

の文面が間違っているので、訂正してもう一度お願いします。 

〇議長（徳田栄邦君） どこの部分でしょうか。 

〇１１番（村瀬 広君） 記、の前の、子どもが手を身につけ、ではなくて、子どもが

手話を身につけの文面ですので、直してから採決した方がよろしいかと。 

〇議長（徳田栄邦君） 上村君。 

  その場で結構です。 

〇６番（上村義雄君） 上村です。 

要請文の中では、今、村瀬議員が言われたように、聞こえない子どもが手話を身に

つけ、手話で学べ、自由に手話が使える、というふうにある訳ですけども、ここの部

分で、聞こえない子どもが手を身につけ、というふうになっていました。 

  それによってここの部分を、聞こえない子どもが手話を身につけ、に訂正したいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 意見案第２号について、提案者より意見書の中身の、記、の上、

４行目にある、子どもが手、と書いてあるところに、話、を付け加えて、手話を身に

つけ、手話を学べ、自由に手話が使え、というふうに訂正したいということでありま

すが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇議長（徳田栄邦君） 村本君。 

〇９番（村本照光君） 先ほど、意見書のタイトルのところで、軽油取引税、とありま

したが、これは原案では、軽油引取税、となっておりますので、字句の修正をお願い

いたします。 

〇議長（徳田栄邦君） 議案第３号については、表題にあります、軽油取引税が正しい

ので、意見書の中にある、軽油引取税を、軽油取引税に。 

〇９番（村本照光君） 議長、反対です。 

〇議長（徳田栄邦君） 申し訳ございません。 

  議案第３号については、軽油引取税が正しいそうなので、皆さんのご理解をいただ

ければ、議長の方で文面を整理し、きちんとした意見書を提出したいと思いますので

よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（徳田栄邦君） 他にございませんか。 

  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（徳田栄邦君） 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（徳田栄邦君） これで、本日の会議を閉じます。 

  平成２５年第３回今金町議会定例会を閉会いたします。 

  ご苦労様でした。 

 

閉会 １６時３７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２５年９月２５日 
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