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産 業 教 育 常 任 委 員 会 

 

期 日 平成２６年１２月１１日（木） 

時 間 午後１時３０分から      

場 所 議  場           

 

１．委員長あいさつ 

 

２．町長あいさつ 

 

３．定例会提案案件の説明 

 

４．各課説明事項について 

 （１）産業振興課 

 

 （２）国営農地再編推進室 

 

 （３）農業委員会 

 

 （４）公営施設課 

 

 （５）教育委員会 

 

５．平成２６年度所管事務調査について 

 

６．その他 
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     ２番 山 崎   仁 君        １１番 村 瀬   広 君 

１番 村 上 忠 弘 君         ７番 川 上 絹 子 君 
    （議長 徳 田 栄 邦 君） 
 
〇欠席委員（０名） 
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開議 １３時２７分 

 

    ◎委員長あいさつ 

〇委員長（村本照光君） 皆さんこんにちは。 

  １２月に入り何かとお忙しい中、本日の会議に出席ご苦労さまでございます。 

  本日は１２月定例会に向けての産業教育常任委員会でございますので、よろしくお

願いいたします。 

 

    ◎町長あいさつ 

〇委員長（村本照光君） 町長が出席されておりますので、開議に先立ちごあいさつを

お願いいたします。 

  町長、外崎君。 

〇町長（外崎秀人君） こんにちは。 

  今も話をしていたのですけども、本格的な冬が来るということで根雪ということで

覚悟していた訳でありますけども、残念ながら暖気になってしまいました。 

  ほ場にしますと、完璧に凍土になった状況の中で冬を迎えた方が望ましいと。春を

含めてあるいは様々な病害虫の駆除なんかも含めると、凍結というのが非常に望まし

い訳でありますけども、天気予報ではこの月末はまた急にしばれるということから軟

弱な状態の中で根雪になるとすれば、非常に大きな問題になるのかなということで懸

念をしているところであります。 

  きょうの産業教育常任委員会に向けまして、私の方で何点か状況報告をさせていた

だきたいと思います。 

  両常任委員会の方に共通する事項である情報である訳でありますけども、１点目は

懸案となっておりました道南ドクターヘリの進捗状況でありますけども、平成２７年

明けてから２月１６日より運行開始を予定しているという報告を受けているところ

であります。今金の関連といたしましては、救急車とドクターヘリが合流する地点、

場外離着陸場、ランデブーポイントという訳でありますけども８ヵ所候補地として挙

げられています。美利河ダムのヘリポート、旧花石小学校のグラウンド、旧中里小学

校のグラウンド、種川小学校のグラウンド、旧金原小学校のグラウンド、旧八束小学

校のグラウンド、今金小学校の前の町有地、神岡地区の防災緊急ヘリの給油施設、そ

して河川の事故に限るときの後志利別川河川敷地であります。なお、候補に旧豊田小

学校グラウンドも挙げましたが、電線等の支障物件がありまして現状の中では困難で

あるという方向が示されているところであります。なお、そう言ってもこの冬期間に

つきましては、神岡地区の防災緊急ヘリ給油施設、排雪の関係がありますのでこちら

に限定し指定されておりますことをご了承賜りたいと思います。 

  なお、既に２７年の運行経費の見積りなんかもいただいている訳でありますけども、

今金町については来年度８件くらいの運行を見込むという積算でもって、今金町の負

担が約２２２万円と現在概算を示されているところであります。 
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  ２点目は、この間議会には計画情報を提出し口頭で報告していますせたな町大里地

区の風力発電電力送電設備が、今金町を経由する計画を持っていることから協力くだ

さいと、せたな町長及び株式会社ジェイウィンドせたなから話を聞いているところで

あります。この間議会に提出している以上の進捗状況はなかった訳であります。具体

的な送電位置も特に市街地地区においては２路線で現在検討しているところであり

ます。その結果も未だ示されていない状況であります。事業者が計画地域でのあいさ

つや事業説明をしている中で、今金町は既に許可しているあるいは了解ありきで進め

ているのではと、町の姿勢に疑問を持たれるという声もある訳でありますし、町有地

の利用も候補に挙がっている訳でありますけども、町といたしましても住民の理解が

得られるように進めについて、早急な対応を求める申し入れ書を今回の議案の中にも

提示しておりますけども、要請をしているところであります。 

  本日の午前中にそのジェイウィンドせたなが来庁されまして、申し入れ書に対する

回答書を持参され私の方で受け取りました。内容的には具体的なものではございませ

ん。当初から早急な対応をという内容でありますので、これらにつきましてはこれか

らお願いするところの合同委員会のその他の事項の中で提出をし、報告をさせていた

だきたいと思います。のちほどその要請をさせていただきたいと思います。 

１２月５日に２回目の今金橋架け替えの事業説明会が道主催で行われました。説明

会の資料を今回抜粋して議会の方にも提出している訳でありますけども、より具体的

な事項が少しずつ明らかになってきている訳であります。今後とも道の方とも協議と

調整を図りながら、早期完成に向けて地元として対応して参りたいと考えているとこ

ろであります。 

  なお、この８日に渡島振興局の副局長が従前の土木営業所の所長という位置付けを

持っている訳でありまして、来庁され今金橋を含めて様々な協議をした訳であります

が、その中で田代川の改修を既に工事も行っている訳でありますけども、終期平成３

０年の完成を目指してこれから事業を進めていきたいという報告を受けているとこ

ろであります。 

  所管委員会についての関係でございますけども、クアプラザピリカの運営につきま

しては、１０月１日より新たな指定管理者による運営が行なわれておりますが、集客

に向けた新たな視点での取り組みが、次々と打ち出されていることはご承知かと思い

ますが、ウィンタースポーツの冬季集客シーズンを迎えるに当たりまして、町といた

しましても大きな期待を抱いているところであります。 

  この後１９日には安全祈願祭と、町の主催でありますけども管理運営協議会の開催

を予定しているところであります。 

  株式会社クアプラザピリカにつきましては、美利河地区の今金町の観光施設の管理

と運営に限定して設立された会社であります。来たるべき新幹線を活かした町づくり

や、現実的な今金町の観光施設あるいはスポーツレクリエーション施設の確保などを

考慮しまして、民間会社に経営改善と町からの財政支出改善に向けて指定管理者とな

っていただいたところであります。このことから初期の目的、役割を終えた株式会社
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クアプラザピリカの解散に向けた手続きを進めてきているところであります。精査の

上これまでの運営損失補てんは一般会計からの支出で行ってきた処理方法と同様に、

指定管理料においての処理と解散に伴う出資金の返還に応じるため、所要の予算につ

いて計上しておりますのでご理解くださりますよう、ご審議をお願い申し上げたいと

思っているところであります。 

  奥美利河温泉山の家についての今後の在り方についてでありますが、状況報告を含

めて担当の課長の方から説明をいたさせますが、２７年度の運営再開は困難であると

の認識をしているところであります。 

  国営緊急農地再編整備事業関係について申し上げますが、今金南地区の区画整理工

事につきましては、３工区において工事の進捗度合から年明けに工期が延長となりま

すが、天候及びほ場の状況から一部の工種において来週の施行に変更するとの報告を

受けております。 

  なお、このことは夏期施行ということで様々な要件がある訳でありますが、それら

については発注者の国の方の状況変更ということから、支障ないものと認識をしてい

るところであります。その他の事務や手続きにつきましては、予定通り進められてい

るということで報告を受けているところであります。 

  冬期間の除雪・排雪につきましては、計画路線における除雪・排雪の事前準備をし

て参っておりますけども、特に排雪箇所、一時堆積場所等の変更もありますが安全な

作業に努めて参ります。 

  なお、この後、今回提出している議案につきましては、各課より説明申し上げます

のでご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

    ◎開会の宣告 

〇委員長（村本照光君） ただ今の出席委員は６名で、定足数に達しておりますので、

これより産業教育常任委員会を開会いたします。 

  １２月定例会に提案予定の案件について、副町長より説明があります。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） それではご説明いたします。 

  １２月定例会に提案予定の事案につきましては１５件であります。 

  その内訳につきましては、条例の一部改正をしようとするものが４件、指定管理者

の指定を行おうとするものが１件、地方自治法の規定により構成市町村議会の議決を

求めるものが１件、町道路線の認定が１件、平成２６年度の一般会計を始め各特別会

計の補正予算が８件で、計１５件となっております。 

  それでは各会計の補正予算につきましては、こののち所管課ごとに補正内容の説明

をいたしますので省略をさせていただきまして、議案の１号から７号までの提案理由

について簡単にご説明をいたします。 

  議案第１号、今金町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてであります。平成２６年８月７日付で人事院の給与改定勧告がなされ、一般職
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員の特別給（期末・勤勉手当）でありますが、これが引き上げられることに伴いまし

て、町長、副町長及び教育長の特別給（期末・勤勉手当）を一般職員と同月数とする

ことについて、平成２６年１２月４日開催の今金町特別職報酬審議会に諮問をしたと

ころでありますが、諮問どおりの答申がありましたので所要の改正を行うため、本条

例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第２号、今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてで

あります。議案第１号と同様でありますが、月例給、特別給（期末・勤勉手当）、通

勤手当について、平成２６年８月７日付の人事院の給与改定勧告に基づく所要の改定

を行うため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

  議案第３号、今金町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてでありま

す。出産・育児一時金の支給につきまして、現行保健法施行令第３６条の改正に伴い

まして、平成２７年１月１日以降の出産・育児一時金について、本条例第５条に規定

しております３９万円を４０万４，０００円にするため、条例の一部改正を提案する

ものであります。 

  議案第４号、今金町交流促進センターあったからんどの設置及び管理運営に関する

条例及び今金町種川温泉休憩所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

制定についてであります。公衆浴場入浴料金の北海道統制額のうち、大人料金が４２

０円から４４０円に改定されておりますので、このことに伴い当該するあったからん

ど及び種川温泉についての入浴料金について、明年平成２７年４月１日から統制令に

あわせた金額とするように改定をするため、関係条例の一部を改正しようとするもの

であります。 

  議案第５号、今金町高齢者共同生活施設に係る指定管理者の指定についてでありま

す。せせらぎの指定管理者でありますが、現在ササキ総合管理サービスに運営をお願

いし、既に平成２６年で５年間の指定管理期間を満了いたしました。この度、公募を

行いまた平成２７年からの指定管理者を決定したところでありますので、当該施設の

指定管理者について地方自治法２４４条の第２第６項の規定に基づき、議会の議決を

お願いするものであります。 

  議案第６号、渡島・檜山地方税滞納整理機構規約の変更についてであります。渡島・

檜山地方税滞納整理機構における構成議員選出方法につきましては、現行６つの選挙

区からそれぞれ１選挙区ごとに１人の選出方法ということで行っておりますが、この

度の規約の変更につきましては、渡島選挙区からは４名、檜山選挙区からは２人の議

員を出すということに変更することに規約改正が求められておりますので、このこと

について、地方自治法の規定に基づき構成市町村議会の議決をお願いするものであり

ます。 

  議案第７号、町道路線の認定についてであります。渡島半島横断道路の一部区間の

供用開始ということでありますが、これは花石から国縫までについては既に供用開始

されて年月が経っているところでありますが、この区間の中で国道２３０号線の国縫

道路の現道という部分で、花石のジャンクションから宮島に至るまでの旧メノウ橋の



- 7 - 

 

区間、それと大平さんから佐藤豊さんを経由して現道に至る区間、それからその先に

少し道路が残る部分がありました。この３ヵ所につきまして、国の方から平成２６年

度末で移管予定ということで合意に至ったことから、道路法の規定に基づきまして名

称を宮島環状支線、宮島環状線、花石環状線として新たに認定しようとすることで提

案をするものであります。 

  以上であります。どうぞよろしくお願いします。 

〇委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  それではこれより、各課説明事項についてを議題としたします。 

  始めに産業振興課より説明をお願いいたします。 

  産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） こんにちは。 

  産業振興課からは説明事項が１件、報告事項につきまして７件ございます。それぞ

れ担当の課長補佐より説明をいたします。 

  なお、補正予算のうち株式会社クアプラザピリカの解散に伴っての予算措置につい

て、それから報告事項の奥美利河温泉山の家については両補佐の説明を終えたあとに

私の方から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、津山君。 

〇産業振興課長補佐（津山泰彦君） お疲れ様です。 

  私からは説明事項１件、それと続けて報告事項の３、４、５、６についてご報告を

させていただき、そののち１番、２番を川平、それと７番、それときょうお配りした

追加資料について森の方から説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  それでは１ページをお開き願います。 

  平成２６年度一般会計補正予算第６号の概要についてご説明を申し上げます。 

  歳入からでございます。 

  １４款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金につきましては８０７

万６，０００円の減額で、主なものにつきましては２節林業費補助金で８０６万１，

０００円の減となっております。これの概要につきましては歳出の方でのちほど詳し

くご説明をしたいと思います。 

次に一番下になります。 

１９款諸収入、６項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入で３，４４０万円の追加

は株式会社クアプラザピリカ出資金返還金でございます。これにつきましてものちほ

ど詳しくご説明を申し上げます。 

  次のページ、２ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費で２７万５，０００円の追加は１６節原

材料費でございまして３０万円。これは機動職業訓練に要する原材料費でございます。
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続きまして６款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費で１７３万２，０００円

の減額は負担金補助及び交付金で、産業後継者育成就業奨励金の交付金が対象者の確

定により減額ということでございます。これは２名減になったということでございま

す。続きまして８目結婚相談所費１５万７，０００円の減額は結婚相談員研修会、こ

れに不参加になったということで減額をしております。 

  続きまして３ページになります。 

  ２項林業費、１目林業振興費で４８５万４，０００円の減額は報償費で２９万１，

０００円の追加、これは有害鳥獣駆除報償費でございまして、のちほど報告事項の中

で今年度の実績等々を説明をさせていただきます。次に１９節負担金補助及び交付金

で５１４万５，０００円の減額は未来につなぐ森づくり推進事業補助金で２２４万９，

０００円の追加、これは民有林の新植事業でございまして、当初計画では１５ヘクタ

ールの新植を見込んでおりましたけども、要望を取ったところ２８ヘクタールという

ことで数字が伸びたものですから、これに伴う追加ということになります。次に森林

整備地域活動支援交付金で７３９万４，０００円の減額は路網改良、これも全て民有

林でございますけども、当初１，０００ヘクタールの予定を見込んでおりましたけど

も、９月頃ですか、面積要件が確定したことによって去年から比べると少し厳しくな

った関係がありまして、それに伴って１，０００ヘクタール予定しておりましたけど

も、２５９ヘクタールに減ったということでこの部分の減額が主なものでございます。

２目造林事業費で８６５万１，０００円の減額は造林工事でございます。これも詳細

につきましてはのちほど報告事項の中でご説明を申し上げます。３目林道費で８３万

円の減額は林道専用道稲穂支線の開設工事の執行残でございます。続きまして７款商

工費、１項商工費、１目商工総務費で１０４万７，０００円の減額は負担金補助及び

交付金で、今金町地場材活用促進補助金でございます。これも報告事項の中で実績

等々を説明をさせていただきたいと思います。２目商工業振興費で２万１，０００円

の減額はプレミアム商品券の発行事業補助金でございまして、プレミアム商品券その

ものは完売いたしました。ところが使用期限である１０月３１日を過ぎても換金がさ

れなかった枚数が１２４枚あったものですから、この１２４枚に対する町の補助金分

を減額とさせていただきました。続きまして３目観光費で３，８２８万円の追加は１

１節需用費で５３万円の追加、これはピリカ温泉のポンプの電気代でございます。１

３節委託料で３，７９５万５，０００円の追加は、主なものとして今金町観光施設指

定管理料の追加でございます。これにつきましてものちほど詳しく説明を申し上げま

す。次に１４節使用料及び賃借料で１８万５，０００円の減額は国有林野使用料でご

ざいまして、これはピリカスキー場のゲレンデの使用料でございます。昨年からちょ

っと算出方法が変わったことによって減となりました。 

  説明事項については以上でもって説明を終わらせていただきます。 

  続きまして報告事項３番目、有害鳥獣駆除月別実績についてご説明を申し上げます。

資料の７ページをお開き願います。 

  今年はヒグマの目撃情報が非常に多かったということから、それに伴ってハンター
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さんのパトロール等々の巡回時間が非常に増えたということになってございます。こ

れまでのヒグマの捕獲頭数でございますけども現在１５頭、それとエゾシカについて

は５頭。巡回時間が４００時間と。通常予算を持っていたのが２００時間でございま

す。倍の巡回時間になったということでございます。 

  ちなみに昨年度のヒグマの捕獲頭数は６頭、それとエゾシカについては１頭、それ

と巡回時間につきましては１７８時間の巡回時間であったことから、いかにヒグマが

出没した回数が多かったかということが伺われるかと思います。 

  続きまして報告事項４番目、造林事業についてのご説明を申し上げます。 

  説明に入る前に大変申し訳ございません。数字に１ヵ所訂正がございまして、上の

新植の次の下刈、左の数字が１７．３７となっております。右側に８．００と書いて

おりますけども、同じ１７．３７ということで訂正をお願いしたいと思います。以後、

気を付けますのでよろしくお願いいたします。 

  左の数字が当初予算のときの計画面積等々でございます。一番下の作業路について

は単位はメートルで、あと上が全部ヘクタールという単位になってございます。大き

く変わったというのが下から２番目の枝打ち、当初の予定では３９．３２ヘクタール

というような予定をしておりましたけども、上の保育間伐と枝打ちは同等の面積でも

って整備をしようと当初は計画しておりましたけども、途中でまた補助金の要件等々

が変わりまして、材齢の関係で枝打ちができないというような補助要件に変わってき

たものですから、枝打ちは全くできないような状況になりました。それでもって枝打

ちについては当初３９．３２が全く整備できなく０ヘクタールというふうに変更にな

らざるを得なかったということです。その分保育間伐を３９．３２を６９．２４に増

やしたというようなところでございます。 

  それと一番下の作業路についても、６，８６０メートル予定しておりましたけども、

現況を確認したところそれほど草とか笹の自生が進んでいなかったということで、こ

れも２，３３０メートルということに変更をさせてもらっております。 

  次に報告事項の５番目、今金町住宅リフォーム助成事業の進捗状況についてご説明

を申し上げます。資料の８ページをお開き願います。 

  上が工種別の集計でございます。今年の分でいきますと件数としては８２件、総工

事費で約１億８，１３０万円、助成対象経費といたしましては１億６，６００万円、

助成金額が２，００５万円となっております。 

  工種別に見ますと、屋根・外壁で５１件と全体の約６２％程度を占めているという

ことになります。件数は減っていますけども、総工事費あるいは助成対象経費等々が

増えているということは、１件当たりのリフォームの金額が上がってきたのかなとい

うことが分かります。 

  次の下の表につきましては施行業者別の集計でございまして、平成２５年は１９社

がこのリフォームに携わっていただきましたけども、今年度が２３社がこのリフォー

ム工事に携わったという形になります。リフォーム業者は今金町では大体何社くらい

がこのリフォーム工事に携われるのかということでありますけども、約３０社がこの
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リフォーム工事のできる業者ということになります。ですから全体の約７割強の業者

さんが、このリフォーム助成事業に携わっていただいているというようなことになり

ます。 

  次に一番下になります。今金町地場材活用促進事業進捗状況でございますけども、

当初６件を見込んでおりました。現在、同じ６件の申請があり助成金額としては当初

予算では６００万円見ておりましたけども、助成金額としては４９５万３，０００円

ということになりました。この残り１００万円程度のお金を今回減額させていただい

たのですけども、建築確認申請もこれからはちょっと出てこないだろうと、今、現在

も出てきていませんのでこの冬場にかけては新築の申請はないだろうということで、

この部分の差額を今回減額ということでさせていただいておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  私からは以上でございます。続きまして１、２について川平より説明をいたします。 

〇委員長（村本照光君） 産業新課長補佐、川平君。 

〇産業振興課長補佐（川平秀明君） こんにちは。 

  私の方から報告事項の１と２について報告させていただきます。４ページからにな

ります。 

  報告事項の１、畜産クラスター計画について説明させていただきます。 

  畜産クラスター計画につきましては、この秋に急きょ話が出てきたものでありまし

て、畜産農家や関係機関が連携して各々が役割を持ちながら地域の畜産経営の収益の

向上を図るということを目的としている計画であります。この計画があることによっ

て作成されていることが、今後の畜産関係のソフト事業あるいはハード事業の要件と

なっているようなものであります。 

  中段にありますクラスターの取組の流れで説明させていただきますが、１番、畜産

クラスター協議会の立ち上げということで、地域の関係者が連携して畜産の収益性向

上のための取組を検討する協議会を立ち上げなければなりません。 

  続きましてその右にあります、２、新たな取り組みの実証ということで、新たな取

り組みをする場合にその実証や調査をすることができるということであります。 

  その横に矢印があって上の方にありますが、高収益型畜産体制構築事業という事業

の中である程度の検証や調査をすることができるということになっています。 

  この事業につきましては既に平成２６年度からこのクラスターとは関係なく始ま

っておりましたが、今回このクラスター計画を入れることによって含まれる事業にな

るということです。 

  またその下にありますが、２、畜産クラスター計画の作成ということで記載する内

容につきまして下の方にありますが、畜産クラスター計画の記載項目でありますけど

も、記載する内容につきましては協議会の名称、目的、取り組みの内容、期待される

効果とその実現のための各構成員が果たす役割、また中心的な経営体。この中心的な

経営体というのは農業者の氏名を具体的に書いてくれということになります。 

  続きまして元に戻って真ん中のところですが、３、畜産クラスター計画の都道府県
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知事の認定ということで、この計画を作りましたら知事が認定することになります。 

  その右になりますが、４、国庫補助事業等の活用ということで必要に応じてこの計

画があることによって、畜産関係のハード事業あるいはソフト事業等も実施できるこ

とになります。 

  この計画につきましては、国は先ほどから言っておりますが各関係機関あるいは畜

産農家が連携して、畜産経営の収益の向上を図るということを一番の目的にしている

ものでありますが、実質的には国庫補助金等の補助金を活用するために計画を、今の

所作成するというのが実情となっております。この国庫補助金事業等のメニューにつ

きましては、まだ要領・要項がきちんと定まっておりませんのでまだ不明確な部分が

多いですが、当初この話としましては個人の家族経営で牛舎の整備の補助ができます

という話がありました。この間も説明会がありましたが、この辺につきましてもやは

り最終的には要件がつきまして、法人経営でなければ事業対象にはならないという要

件が付いてしまいました。この辺につきましても、今後要領・要項がきちんと定まっ

てきてもう少し分かっております。 

  また既に行っておりました畜産リース事業、農協が窓口として町を経由しない事業

であったのですが、これもこのクラスター計画がなければ実施することができないと

いうことになっておりますので、今回あくまで、今の所影響してくるのがこのリース

事業が一番大きいということでありますので、機械の導入ということと良質な自給飼

料の増産というものを主な内容として計画を策定していく予定であります。 

  本来であれば、制度の要領・要項が決まりまして予算が成立したあとに協議会を立

ち上げて計画を作成していくところでありますが、今回国や道が早急に協議をしたい

ということでありましたので、５ページにあります計画の概念図というものを作成い

たしまして、既に昨日振興局と事前の協議をして参りました。昨日協議をする前段階

で９日には、酪農部会、和牛改良組合の代表者に一度説明をしております。そのあと

昨日振興局の方に行ってヒアリングということで行ってきております。 

  この５ページの概念図について簡単に説明させていただきます。 

  まずこの協議会につきましては、あくまでこの概念図は案でありますので、今後か

なり内容が変わってくると思いますけどもご了承願います。 

  まず協議会の名称ですが今金町畜産クラスター協議会、構成員としましては今金町、

今金町農業協同組合、檜山農業改良普及センター、今金町酪農部会、今金町和牛改良

組合、畜産農家６８戸。この６８戸というのは、酪農家それから肉牛農家全てのもの

を構成員とした数で、全てのものを入れるという考え方でおります。 

  その下になりますが今金町畜産クラスター計画ということで、目的ということで中

心的な経営体を主体として先進的技術の導入と大型機械の導入により、良質な自給飼

料作物の増産による購入飼料削減によるコスト低減を図るということで、これもあく

までリース事業で機会を入れるという前提の中で、理由付けをしているようなところ

があります。 

  取り組みの１と２もありますが、１につきましては簡単に説明いたしますと、大型



- 12 - 

 

機械導入によって作業の効率化を図るということ。それから取り組みの２は自給飼料

作物の増産によってコストの低減を図りますということで、これによって作業の効率

化を生産コストの削減を図ることで、地域畜産の収益の向上を目指すという計画にな

っております。 

  これはあくまで概念図の案でありますので、今後大きく改正されることはあるかと

思いますが、最終的な考え方はこのような形でいきたいと思っております。 

  今回は、時間もなくて畜産リース事業を実施するということを目的で計画というこ

とになっておりますが、来年以降は本来の目的であります畜産農家や関係機関が連携

して各々の役割を持ち、地域の畜産経営の向上を図るということを目的とした計画に

見直していきたいというふうに考えております。 

  また事業メニューには、牛舎などのハード整備もあるということが想定されており

ますので、協議会の理解のもとでその必要性について必要があるという場合あるいは

希望があった場合には、あくまで計画を改正して今後対応していきたいというふうに

考えております。 

  以上で、畜産クラスター計画についてを終わります。 

  続きまして報告事項の２ですが、平成２６年度農作物作付面積及び実績収量等につ

いて説明いたします。資料は６ページになります。 

  大変申し訳ありません。この表の上の方なのですが平成２５年度となっております

が２６年度であります。申し訳ございませんでした。訂正をお願いいたします。 

  平成２６年度の作物の作付面積と実績収量でございます。 

  詳細についての説明は省かせていただきますが、作付の面積と作付の戸数に関して

は確定した数字となっております。それ以外の収量等につきましては、あくまで１１

月２０日現在農協の調べということでありますので、最終的な結果とは変わってくる

と思います。 

  また下段の方にはですね、稲の作付品種別作付実績も載せてございます。これにつ

いても農協調べということになっておりますので、今後変わってくることがあると思

いますが、後ほどお目通しをお願いいたします。 

  以上で、私の説明を終わらせていただきます。 

〇委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） それでは、先ほど申し上げました２点につきまして私

の方から説明をさせていただきます。少々お時間をいただきますので、よろしくお願

いいたします。 

  まず始めに、資料の方は本日追加で配布をさせていただきましたＡ３の三つ折りの

ものをご用意お願いいたします。 

  それでは株式会社クアプラザピリカの解散の手続きを進めるに当たりまして、本定

例会へ提案しております補正予算の内容について、まず説明をさせていただきます。 

  このことに関わっての補正予算の提案内容でございますが、資料の下段の右側の囲

みの方に、今回予算措置の状況ということで記載してある表をご覧いただきたいと思
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います。 

  歳入におきまして、株式会社クアプラザピリカ出資金返還金ということで３，４４

０万円の追加につきましては、今金町が出資をしております６８８株分の出資額全て

の返還を受け入れ、収入するための追加であります。 

  次に歳出におきましては、今金町観光施設指定管理料ということで３，８００万円

の追加でございます。平成２６年９月末日をもちまして指定管理を終了しました。そ

の決算見込みができたことから、当期末未処理損益を回収するために指定管理料の追

加をもって処理しようとするものであります。 

  まず歳出の指定管理料３，８００万円の追加について、内容の説明をいたします。 

  資料につきましては、大きな囲みの中の表をご覧いただきたいと思います。 

  株式会社クアプラザピリカが設立されてから以降、各年度の決算及び管理委託料も

しくは平成１８年度からは指定管理料ということになりますが、これらの経過推移に

ついて記載をしています。 

  まず上段の表は平成６年度から平成１５年度まで、中段が平成１６年度から平成２

５年度までの推移を表しております。３段目の短い表が平成２６年度分で、指定管理

を終えた９月末日締めでの見込みの額ということで記載をしております。 

  まず決算推移の表について説明をさせていただきます。 

  網掛けの項目を中心に説明しますと、まずオレンジ色の網掛けのうち１番上の営業

損益については、純売上から売上原価と販売一般管理費を差し引いたもので、本業の

収益力を表しています。 

  ２つ目のオレンジの網掛けの部分は計上損益でありますが、営業損益に営業外収益

を加えたものになります。なお、営業外収益は本業以外の収入が計上される項目であ

りまして、管理委託料や指定管理料はこの項目に計上されることになります。 

  この計上損益から特別損失等を差し引いたものが当期純損益となりまして、オレン

ジの一番下の項目になります。この当期純損益がその年度の最終決算額ということに

なります。 

  そして一番下段のピンクの網掛けの当期末未処理損益は、その年度の最終決算額で

ある冬季純損益と、前の年度の当期末未処理損益を合算したものというふうになって

おりまして、一般的な赤字の場合については累積の額ということになります。 

  この経過をたどって最終的に、平成２６年度９月末締めの決算見込みについては当

期純損益で７７１万８１７円の損失が見込まれまして、これに平成２５年度末の未処

理損益２，７０４万１，４４２円と合算した未処理損益が３，４７５万２，２５９円

の損失と見込まれまして、解散にあたりましてはこれを回収する必要があるというこ

とであります。 

  そのため、この度の指定管理料３，８００万円の追加は、この当期末未処理損益の

損失を処理しようとするために提案しているものであります。 

  次に、管理委託料・指定管理料の推移の面から説明いたします。 

  決算推移の表のすぐ下に、並べて記載をしております表をご覧いただきたいと思い
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ます。この表は決算推移と同様に年度ごとに取りまとめています。 

  一番上の欄に総額として決算額を記載しております。以下その下にはその内訳を記

載しておりますが、当初予定額の欄については当初の管理委託料もしくは指定管理料

としての支出予定額を記載しています。 

  その下の損益処理額については、未処理損益に応じて追加もしくは減額をした補正

額を記載しています。 

  なお、平成１２年度から１８年度の間は、ゴーカート場管理委託料というものが別

途ありましたので参考までに記載しております。 

  先ほども申しましたが、この管理委託料・指定管理料については会計上は営業外収

益に計上されます。なお、収入される際には消費税相当額が差し引かれて収入されま

すので、会社の経理上は町費として支出した額よりも低い額で収入されるということ

です。 

  管理委託料等の支出額の推移は、表でそれぞれご確認をいただきたいと思いますが、

概要について説明をいたします。 

  予算的には平成９年度から予算計上されまして、金額としては１，５００万円から

スタートしております。 

  平成１２年度から当初予定額を２，５００万円で増額しておりますが、これは未処

理損益において損失額が増してきたことに対しまして、複数年で解消しようとしたも

のであります。その結果、平成１４年度には当初予定の２，５００万円とした場合に、

これは管理委託料ですがおおよそ１，６００万円程度の利益が発生するということで

ありましたので、最終的に減額をして９００万円の指定管理料ということで行いまし

た。内部留保に回すことなく管理委託料を減額して収支バランスを取ったという処理

をしております。 

  翌平成１５年度からは、初期の頃と同様の１，５００万円の管理委託料としました

が、同年におきましては４６０万円を追加し、最終決算において８，３５３円のプラ

スの利益計上として収支バランスを取っております。 

  平成１６年度からは、当初予定額を１，５００万円としてきましたが、未処理損益

を解消するため平成１８年度に３，６００万円を追加し、累積の損失額を解消してお

ります。 

  翌平成１９年度からは、それまでの損失の発生状況など決算の実績を鑑みまして当

初予定額を３，５００万円に増額し、更に平成２３年度からは当初予定額を４，００

０万円に増額をしてきたところでありますが、平成２２年度にも累積の損失を解消す

るために同様に２，２００万円を追加してきたところであります。 

  こうした経過を踏まえまして、これまで行ってきたことと同様に未処理の損失額を

解消して参りたく、この度の指定管理料の追加を提案しているものでこの処理をもっ

て、株式会社クアプラザピリカの解散及び精算に伴う事務を進めて参りたいと存じま

すので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

  歳出についての説明は以上でありまして、次に歳入の株式会社クアプラザピリカ出
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資金返還金３，４４０万円の追加について説明をいたします。 

  まず出資金の状況につきましては、右下の囲みの表で出資金の状況という表をご覧

いただきたいと思いますが、出資金の総額は４，１８０万円であります。株数にしま

すと８３６株。うち今金町の出資分が３，４４０万円で６８８株。個人株主による出

資が７４０万円で１４８株の内訳となっております。 

  株式会社クアプラザピリカの解散に伴い、町出資金の全額を収入するために出資金

返還金として３，４４０万円の追加を提案しているものであります。 

  なお未処理損益との関連性で申しますと、損失を起こしたまま解散をしますとその

分の支出は出資金から繰り入れられることになります。法人・個人の区別なく株主が

出資額に応じてそれぞれ等しく負担するということになります。クアプラザピリカ事

業を立ち上げた経過や、運営主体として設立した第３セクターである株式会社クアプ

ラザピリカの成り立ちなどを考慮した場合には、出資金の返還においてその全額が返

還されないということは、好ましくないというふうに考えております。このことから、

出資金返還金の追加と指定管理料の追加の両提案は連動しているということで、ご理

解をいただきましてご審議を賜りますようにお願いをいたします。 

  以上が説明事項であります。 

  続きまして、奥美利河温泉山の家につきましてですが、これは事前に配布している

資料の一番最後のページをご覧いただきたいと思います。 

  既にご承知のとおり、奥美利河温泉山の家についてはこれまでの指定管理による管

理から、今金町が直営で運営するということになりました。 

  これもご承知かと思いますが、古くから良く知られておりまして言ってみれば今金

町の観光の拠点とも言えるような施設であります。多くのファンを持って馴染みもあ

ります。環境にも恵まれておりまして、資源としては大変貴重なものであるという認

識でおります。 

  一方で、山間に小さく開けた場所に立地しておりますので冬期間は雪で閉ざされた

り、１年のうち半年は事業ができない、電気や通信手段がないなど特殊な環境にもあ

りますので運営上の難しさもあわせもっています。管理替えとなったこの機会に様々

な検討が必要となったことから、平成２７年度の山の家に係る事業を休止することを

まずご報告しまして、その現状について説明して参ります。 

  資料の方にお目通しをいただきたいと思いますが、まず上の方に沿革ということで

記載をさせていただきました。 

  明治２３年の函館新聞掲載を契機に、広く一般に知れ渡るようになりました。 

  明治４４年から東條親子によりまして営業開始がされております。 

  昭和４９年の廃業まで秘湯として、また湯治場としても大変な人気を博したという

ことが伝わっております。 

  その後今金町が町営で再開することとなりまして、鉱泉地、温泉利用権、宅地を買

収し昭和５０年の美利河・二股自然休養林の指定などを挟みまして、国や北海道とも

一体となって周辺整備が図られてきました。 
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  昭和６１年から昭和６３年にかけて、ほぼ現在の施設の姿が完成して現在に至って

いるという状況であります。 

  施設の現状につきましては、産業教育常任委員会において本年の所管事務調査で現

地を視察いただいております。ご覧いただいたとおり、ほぼ半年以上も雪にさらされ

ることもありまして、施設的にかなり傷み・老朽化が進んでいるという状況にありま

す。 

  運営上におきましても、今年度も管理人が置けなかったことから、原則宿泊は限定

的に取扱いまして日帰り利用ということで運営をしてきたところであります。通年雇

用ができませんので、有効な管理体制が築けないといったような根本的な課題も抱え

ているということを説明させていただきました。 

  こうしたことから、施設の面、運営体制の面、またそれらに関わる費用の面といっ

たいろいろな視点から見直しが必要であると考えておりますが、更にその見直しのた

めに資料にあります３つの課題解決もあわせまして、トータルで考えていかなければ

いけないというふうに考えております。 

  資料で下段の方の、検討の方向性ということで表しておりますけども、まず１点目

は施設設置上の課題ということで、一番大きなところであります。旅館業、温泉利用、

公衆浴場営業の各許可におきましては、直営になりましたので新たに許可申請が必要

だということであります。また、老朽化が進んでおりますので一定程度の整備を要す

ると判断した場合にも、その変更について申請が必要になります。この申請にあたり

ましては、今、現在の施設の設置基準にあわせる必要があるということで、かなり昔

から比べるとハードルが上がっているということもありまして、整備自体もそれ相応

のことをしなければいけないということになります。特に温泉利用と公衆浴場営業に

ついては、そういった制約がつきまとうという状況になります。 

  ２点目に、より有効活用を促すということで、他の観光資源との結びつきなど観光

振興上の位置付けを明確にしたいというふうに考えております。 

  このこととも関連をしますが３点目として、自然休養林指定に伴って美利河・二股

森林レクリエーション地区管理経営方針というものが策定されておりまして、この方

針においては基幹施設というような位置付けがされております。ここのところについ

ても、整理が必要であるということで保健行政や森林管理署といった関係行政と、協

議が必要だということであります。あわせまして町内においても、関係の方面や有識

者などとの協議・検討なども必要との判断をしているところであります。 

  このことから平成２７年度においては、施設運営を休止し整備方針や運営方針を明

らかにするための検討期間として位置付けるということにいたしましたので、ご報告

を申し上げたいと思います。 

  以上であります。 

〇委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  村上君。 
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〇１番（村上忠弘君） 村上です。 

  ８ページの住宅リフォーム助成のことで、ちょっとお聞きいたします。 

  ２５年、２６年と２ヵ年の部分でやって、来年の３月いっぱいで終わりということ

です。受付の段階で３月までに終われる部分と、それから３月で終われないから受け

付けをお断りをしたという経緯の部分がもしあればお知らせください。 

〇委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） 今、仰られたような年度をまたいでのものというのは、

今、現在ございませんのでその点でご理解いただければと思います。 

〇委員長（村本照光君） 村上君。 

〇１番（村上忠弘君） そういうことであれば、３月までに終わるという段階で、今回

ここに載せられているのですよね。 

  来年も希望するというような話とかはございませんか。 

〇委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） 来年も希望するというような具体的なお話はちょうだ

いしていないというところです。 

〇委員長（村本照光君） 村上君。 

〇１番（村上忠弘君） そういう希望がないということなのですけども、来年度もう１

年継続というような検討だとか、そういうものはどうなのでしょうか。 

〇委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 

〇産業振興課長（森 朋彦君） 当初からこの事業については、２５年度、２６年度の

２年間ということで事業を区切って行ってきた経過であります。 

  ご承知のとおり来年度については、統一地方選のこともございますので、今、現在

次年度に向けた具体的な検討ということはしていないということでございます。 

〇委員長（村本照光君） よろしいですか。 

  他ございませんか。 

  以上で、産業振興課の質疑を終わります。 

  会場の時計で３５分まで休憩します。 

 

休憩 １４時２６分 

 

開議 １４時３５分 

 

〇委員長（村本照光君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  次に、国営農地再編推進室より説明をお願いいたします。 

  国営農地再編推進室長、宮本君。 

〇国営農地再編推進室長（宮本 彰君） ごくろうさまです。 

  国営農地再編推進室からは説明事項１件、報告事項１件をご説明させていただきま

す。 
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  説明にあたりましては、次長よりさせていただきますのでよろしくお願いします。 

〇委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室次長、住吉君。 

〇国営農地再編推進室次長（住吉 淳君） お疲れ様です。 

  それでは私の方から説明させていただきます。１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算第６号について説明を申し上げます。 

  歳入についてですが、１３款国庫支出金、３項委託金、３目農林水産業費委託金に

つきましては今金町事業推進調査委託金ということで、今金北地区にかかる分になり

ます。これにつきましては事業費確定による減ということになります。１４款道支出

金、３項委託金、３目農林水産業費委託金３７８万２，０００円の減額につきまして

は換地事業委託金、業務量変更に伴う減額となっております。詳細については歳出の

方で説明させていただきます。 

  次のページをお願いします。歳出。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、７目国営緊急農地再編整備事業推進費５０７万２，

０００円の減額です。報酬につきましては２０６万４，０００円、換地委員の報酬と

なっております。これは業務量の変更に伴う減額ということになっております。旅費

に伴う費用弁償につきましても同様の形となっております。賃金につきましては４０

万１，０００円の減額ということで、臨時事務員賃金の減額です。これにつきまして

は４月から６月までの３ヵ月間１名減となっていた部分で、それに伴う減額というこ

とになります。委託料につきましては７１万３，０００円の減額ということで換地業

務委託料の減額になっております。これにつきましては当初地区担当換地士に係る旅

費と言うか、こちらに来るための部分ということで持っておりましたが、土地連の対

応回数内で対応できたということで必要なくなったため全額減額するものです。使用

料及び賃借料につきましてはソフトウェア使用料１１万９，０００円の減額で執行残

ということになっております。負担金補助及び交付金１７１万円の減額につきまして

は北海道土地改良事業団体連合会負担金の減額です。内訳につきましては、土地連よ

り派遣されている職員の人件費ということで１２万４，０００円の増額。土地連賦課

金１８３万４，０００円の減額については、国営事業に係る事業費賦課金の減という

ことになっております。こちらにつきましては基盤整備事業に係る土地連賦課金につ

いて、当初予算については対質強化事業に係る賦課金の率を用いて計上させていただ

いたところなのですけども、国営事業につきましては事業費が高いという部分で別の

計算方法があるということで、土地連と再確認をしまして再度算出して減額したもの

となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、報告事項の方に入らせていただきます。３ページをお願いいたします。 

  国営緊急農地再編整備事業進捗状況ということで、まず工事に係る部分になります。 

  区画整理工事につきましては、冒頭町長よりもお話がありましたけれども、３工区

において工事の進捗度合から年明けに工期が延長となり、天気及びほ場等の状況から

一部においては来春の施行に変更するとの報告を受けているところです。 

  来春の施行の内容につきましては農道の砂利敷き、支線用水路の一部分の工事、整
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地溝、暗渠排水溝、却土溝の一部ということとなっており関係する受益者とは協議を

行い、次年度５月末までには工事を完了するということで確認をしているところです。 

  なお、夏期施行に伴います促進費につきましては年内に交付する予定で事務を進め

ているところですので、よろしくお願いします。 

  次のページをお願いいたします。 

  各委託業務の関係ですが、豊田・鈴金工区における設計業務につきましては、地域

受益者の整備要望を踏まえ、区画割、施設配置等、順調に進んでいることを報告いた

します。 

  その他の状況につきましては、のちほどお目通しをお願いいたします。 

  最後のページになります。 

  今金北地区の施行年度予定区域ということで説明させていただきます。 

  今金北地区に係る施行年度予定区域につきましては、今金南地区の施行順位を参考

といたしまして、地区ごとに実施することを基本として考えております。用排水路の

整備に掛かる問題を抱えた地域を当初より整備の重点地区としてきたこと、未整備地

区等の諸問題を整備した上で叩き台を作成いたしました。その後、水路愛護組合の３

役会議において意見を取りまとめ、そのあとに期成会の役員会により決定してきてお

ります。この決定したものにつきましては１０月発行の国営便りで、各受益者の皆様

には周知しているということとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

  施行計画の順序について説明させていただきます。 

  区画整理工事につきましては、平成２７年度は測量設計業務のみとなっております。

２８年度から平成３０年につきましては、ちょうどピンク色からオレンジ、黄色っぽ

い色になっているところにかかっていくのですけども、田代・稲穂地区下流側から上

流側に向けて実施していく形となっております。平成３１年度から平成３３年度まで

は神丘地区ということで、トマンケシからイマヌエル地区を通って目名川沿いの地域

に上がっていく形で実施をしていきます。平成３４年度につきましては、神丘高台地

区、ちょうど畑地帯の部分となります。３５年度から３６年度につきましては、種川

の下メップの地区。３６年度から３７年度につきましては、田代の中台の地区という

形で進んでいく予定でおります。 

  また、神丘頭首工及び鈴岡揚水機場の改修工事についてなのですが平成３３年度設

計、平成３４年度から３５年度に改修工事を予定しております。これにつきましては

神丘頭首工及び鈴岡揚水機場の改修工事ということで、区画整理が進み区画が確定す

ることで神丘頭首工掛かりの必要水量が正さ決定されると。また早期改修を行った場

合、事業完了時点で改修後の年数が経過してしまうということで、極力工事の後半に

行うことが望ましいということから、施行年度を決定したという経過となっておりま

すので、よろしくお願いします。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

〇委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 



- 20 - 

 

  村瀬君。 

〇１１番（村瀬 広君） 村瀬です。 

  ただ今、国営緊急農地の整備事業の進捗状況の報告をいただきました。 

  町長のあいさつにもありましたけども、夏期施行で進めた中ですけども残念ながら

一部来春の施行ということなのですけども、今、説明をいただきました受益者の理解

をいただきながら５月末ということなのですけども、通常、田んぼに戻して水稲を作

付する場合は５月末だと少し厳しいと私は推測するのですが、その面積というのは水

稲作付の希望でない面積になるのかどうか、その辺はどうなのですか。 

〇委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室長、宮本君。 

〇国営農地再編推進室長（宮本 彰君） 今、委員の仰るとおり、来春での整地溝、暗

渠、客土をせざるを得ない箇所につきましては、受益者の方で来年そこは既に畑地利

用という形で計画をしておりまして、その部分で受益者と十分協議調整をした中で決

定をさせていただいております。 

〇委員長（村本照光君） 他、ございませんか。 

  村上君。 

〇１番（村上忠弘君） 中山間事業が今年で第３期が終わりで来年から第４期対策の５

年が始まるということで、要するに、今、話しを聞くと神丘北の部分は３１年からと

いうことであれば、要するにこれは３１年にかかるから全くその中山間には乗れない

という判断でいいのでしょうかね。 

〇委員長（村本照光君） 所管がちょっと違うので。休憩の中でちょっと。 

 

休憩 １４時４５分 

 

開議 １４時４６分 

 

〇委員長（村本照光君） 休憩を閉じ開議いたします。 

  他にご質問ございませんか。 

  なければ以上で、国営農地再編推進室の質疑を終わります。 

  次に、農業委員会より説明をお願いいたします。 

  農業委員会事務局長、勝山君。 

〇農業委員会事務局長（勝山英敏君） よろしくお願いいたします。 

  それでは私の方から農業委員会関係についてご説明させていただきます。説明事項

につきましては１件、報告事項につきましては２件をお願いしたいと思います。 

  まず説明事項１でございますが、１ページを開いていただきまして、平成２６年度

一般会計補正予算第６号の概要についてでございます。 

  歳入で、１９款諸収入、４項雑入、２目雑入で１５万９，０００円の追加は農業者

年金業務委託手数料でございます。この内容につきましては受託件数の変更並びに激

変緩和措置額の決定に伴う追加でございます。算出根拠につきましては下段の表とな
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っておりますので、のちほどご覧いただいたいと思います。 

  続きまして２ページ目を開いていただきたいと思います。 

  歳出でございます。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費で１７万９，０００円につきま

しては、２節給料、３節職員手当等、４節共済費につきましては、給与改定による人

件費の増によるものでございます。 

  続きまして報告事項に入らせていただきます。 

  まず１つ目につきましては贈与税納税猶予の生前一括贈与の実態についてでござ

います。１１月末現在でございます。一番左側の表を見ていただきたいと思います。 

  １では対象者関係ということで、対象者数３１名ということで、昨年度から４名減

りまして３１名となっております。受贈者の最高齢ということでは７１歳、最低では

５１歳、平均では５９．５歳。それから贈与者の最高年齢でいきますと１０１歳、最

低で８０歳、平均で８７．３歳となっております。 

  金額では猶予税額の総額で５，４４３万５，０００円、最高でいきますと５８５万

５，０００円、最低でいきますと６万８，０００円、平均猶予税額が１７５万６，０

００円でございます。 

  続きまして３の面積関係でございますが、納税猶予総面積が２５２ヘクタール、納

税猶予の最大面積、申し訳ございません１７３ヘクタールになっておりますが、１７．

３ヘクタールで訂正をお願いいたします。大変申し訳ございません。猶予平均面積に

つきましては８．１ヘクタールでございます。 

  ４の経過年数でございますが、最大経過年数で３６年、最少経過年数で１４年、平

均で２４．５年となっております。これにつきましては昭和５２年から平成１４年ま

で、現在でもこれにつきましては継続されておりますが、制度そのものもちょっと使

い勝手と言いますか、制約があるということで１４年以降につきましては右側の方の

相続時精算課税制度の方へ移行しているという状況でございます。 

  この生前一括贈与の受ける要件につきましては、下段にございますのでのちほどご

覧いただきたいと思います。 

  その右側につきましては、猶予の税額の単位ごとそれから面積ごとということで、

それごとに詳細に載せておりますのでこれにつきましても、のちほどご覧いただきた

いと思います。 

  ただし、この納税生前一贈与につきましては、平成２４年４月に農地の特定貸付と

いう制度もございまして、若干ゆるくはなっておりますがなかなか使いにくいという

部分がございました。 

  続きまして２の方の相続時精算課税制度の実態についてでございます。 

  先ほどの生前一括贈与が、現在もありますが基本的には１４年まで農業委員会とし

ては奨励をしていた訳ですが、平成１５年から相続時精算課税制度というものができ

ましたので、農経営者の方につきましてはこちらの制度を活用していただいていると

いうことで続いております。平成２６年中につきましては３名の方がこの制度を持っ
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ております。 

  その要件につきましては、下段の方に載っておりますとおりでございますが、これ

は、今度平成２７年１月１日から控除額の改定がございまして、若干これが変わりま

すのでこれにはちょっと載せてございませんが、今、ご説明をさせていただきたいと

思います。 

  要件の、贈与者の６５歳以上の親という部分につきましては、６０歳以上というこ

とで変更になります。それから受贈者が、受ける方の２０歳以上の推定相続人とござ

いますが、それプラス孫の方まで対象になるということになります。それから下の方

の贈与財産の価額から控除する金額ということで、特別控除額２，５００万円が１，

５００万円ということで上限が下がります。また、一人当たりの特別控除額も、今ま

で１，０００万円でしたが１人６００万円ということで、全体的に金額が下がるとい

うことでございます。来年の１月からということで、なかなか、今からという部分は

難しいかもしれませんが、こういったことでこちらの方の要件が若干厳しくなるとい

うか、そういうような状況になっておりますのでご了承のほどよろしくお願いしたい

と思います。 

  以上で、農業委員会からの説明を終わらせていただきます。 

〇委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  以上で、農業委員会の質疑を終わります。 

  次に、公営施設課より質疑をお願いいたします。 

  公営施設課長、安達君。 

〇公営施設課長（安達雄一君） お疲れ様です。 

  公営施設課所管は説明事項４件と報告事項２件についてであります。 

  説明は小西補佐からさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（村本照光君） 公営施設課長補佐、小西君。 

〇公営施設課長補佐（小西康友君） お疲れ様です。 

  私の方から資料に基づいてご説明いたします。 

  まず１ページをお開きください。 

  説明事項の１、町道路線の認定についてご説明いたします。 

  町道路線に認定しようする位置、路線番号、路線名や延長等につきましては、資料

のとおりでございます。 

  認定しようとする理由につきましては、渡島半島横断道路の一部区間の供用開始に

伴い、国道２３０号国縫道路の現道が平成２６年度末の移管予定時期で合意に至った

ことから、道路法第８条第１項及び第２項の規定に基づき、これら３路線を新規に認

定しようとするものであります。 

  また認定後、北海道開発局との諸手続きを終え３月末には管理権の引き渡しを完了

する予定となっており、町道路線の認定に伴い３月末の管理権引き渡し完了までの期

間は、国道と重複路線の取扱いとなることをあわせてご報告いたします。 
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  ２ページをお開きください。 

  説明事項の２、平成２６年度一般会計補正予算第６号の概要についてご説明いたし

ます。 

  施設維持についてであります。 

  歳出において、２款総務費、１項総務管理費、１４目施設維持費で１８０万円の追

加は需用費で、主に老朽化した町有住宅並びに町営住宅修繕の今後の見込みによる修

繕料の追加であります。 

  浄化槽対策についてであります。 

  １４款道支出金、２目衛生費委託金で５万２，０００円の減額は保健衛生費委託金

で、平成２５年度分実績額の確定により浄化槽設置届出業務委託金を減額するもので

あります。 

  し尿処理についてであります。 

  歳入において、１２款使用料及び手数料、２目衛生手数料で２０万円の減額は保健

衛生手数料で、１０月末までの実績精査と今後の見込みにより、し尿処理手数料を減

額するものであります。 

  ３ページをご覧ください。 

  同じくし尿処理についてであります。 

  歳出において、４款衛生費、１目し尿じん芥処理費で７０万円の減額は委託料で、

１０月末までの実績精査と今後の見込みによる、し尿収集運搬業務委託料の減額であ

ります。 

  肥培用水施設についてであります。 

  歳入において、１２款使用料及び手数料、４目農林水産業使用料で１０万円の減額

は農業使用料で、使用水量の減による肥培用水使用量の減額であります。 

  歳出において、６款農林水産業費、５目肥培用水施設管理費で２３万９，０００円

の減額は需用費で、日進地区漏水修理の完了でポンプの稼働時間が短くなったことに

よる光熱水費で３０万円の減額と、飲料水の衛生確保のため厳冬期に入る前の東部地

区の取水口清掃により清掃業務委託料５万円の追加が主なものであります。 

  ４ページをお開きください。 

  土木費についてであります。 

  歳入において、１３款国庫支出金、３目土木費国庫補助金で３，２７１万４，００

０円の減額は道路橋りょう費補助金で、国費要望額に配して当初の配分が全体で約３

０％削減されたことによる社会資本整備総合交付金の減額であります。また追加要望

の予定があるとのことから、これまで予算補正を行わずにおりましたが７月下旬と１

０月中旬の二度の追加要望で、事業促進並びに拡大は対象外とされたため今回減額す

るものであります。 

  歳出において、８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路維持費で１５９万９，

０００円の追加は需用費で、グレーダー並びに草刈に使用している小型ロータリー車

の修繕費が想定以上にかさんだことによる実績精査と、冬季除雪機械の今後の修繕見
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込により修繕料３５０万円の追加、委託料で執行残により１６万５，０００円の減額、

工事請負費で設計単価のアップにより防雪柵設置撤去工事７００万円の追加、同じく

町道防塵処理工事で７５万５，０００円の追加、執行残により公共残土処分場造成工

事８万８，０００円の減額。 

  ５ページにいきまして、備品購入費で執行残により雪寒機械購入費９４０万３，０

００円の減額によるものであります。２目道路新設改良費４，２１０万４，０００円

の減額は工事請負費で、国費要望額の削減及び執行残により中央通線交付金工事で２，

９７３万４，０００円、神岡１０号線交付金工事で１，０６５万８，０００円、中央

通線防犯灯交付金工事で１７１万円をそれぞれ減額によるものであります。３目橋り

ょう維持費で６７５万円の減額は需用費で、電気料の単価アップにより光熱水費１５

万円の追加、委託料で執行残により奥沢橋外長寿命化修繕調査設計委託料２９０万円

の減額、工事請負費で入札執行残及び見込みにより奥沢橋長寿命化修繕交付金工事外

４００万円の減額によるものであります。４目流雪溝維持管理費では補正額の増減は

ありませんが、内訳の中で需用費で９５万１，０００円の追加は、電気料のアップに

よる光熱水費９０万円の追加。委託料で額の確定により３７万６，０００円の減額。 

  ６ページを開きください。 

  同じく流雪溝維持管理費の使用料及び賃借料で、今シーズンからリース機器が１台

更新になることから、契約額の確定により１２万１，０００円の追加。工事請負費で

額が確定したために取水口水位調整ブロック設置撤去工事外６４万２，０００円の減

額が主なものであります。４項都市計画費、２目都市公園管理費で１０万円の追加は

電気料で、電気料の単価アップによる光熱水費の追加であります。３目下水道事業費

で１２５万５，０００円の減額は公共下水道事業特別会計繰出金であります。 

  ７ページをご覧ください。 

  説明事項の３、平成２６年度簡易水道事業特別会計補正予算第２号の概要について

ご説明いたします。 

  歳入において、１款使用料及び手数料、１目簡易水道使用料で１０万８，０００円

の追加は滞納繰越分で、実績によるものであります。 

  歳出において、１款総務費、１目一般管理費で８３万２，０００円の減額は給料等

の人件費で１６万８，０００円の追加、委託料で標準パッケージでは対応できない今

金町追加機能付加のためのプログラム追加対応分として、上下水道料金システム移行

業務委託料４０万円の追加。 

  ８ページをお開きください。 

  公課費で額の確定により消費税１４０万円の減額によるものであります。２款維持

費、１目簡易水道施設維持管理費で９４万４，０００円の追加は需用費で、電気料の

単価アップにより光熱水費１００万円の追加、財源調整により修繕料２４万９，００

０円の追加、原材料費で実績と今後の見込みによりメーター器外で３０万円の減額に

よるものであります。 

  ９ページをご覧ください。 
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  説明事項の４、平成２６年度公共下水道事業特別会計補正予算第２号の概要につい

てご説明いたします。 

  歳入において、１款分担金及び負担金、１目下水道事業受益者負担金で２７万円の

追加は公共下水道事業受益者負担金で、実績によるものであります。３款繰入金、１

目一般会計繰入金で１２５万５，０００円の減額は財源調整によるものであります。 

  １０ページをお開きください。 

  歳出において、１款総務費、１目一般管理費で７３万６，０００円の減額は給料等

の人件費で２７万７，０００円の追加、公課費で額の確定により消費税１００万円の

減額が主なものであります。２款維持費、１目管渠維持管理費で４０万円の追加は需

用費で、これから年末年始に向けての管路点検・清掃のための修繕料であります。２

目処理場維持管理費で６０万２，０００円の減額は需用費で、し尿収集量の減少によ

り薬品等の使用料が減少したため実績を精査し、消耗品３０万円の減額、破砕ポンプ

メカニカルシール修理のため修繕料５０万円の追加。 

  １１ページをご覧ください。 

  役務費で同じくし尿収集量により脱水汚泥処理量が減少したため実績を精査しま

して手数料４０万６，０００円の減額、委託料で脱水汚泥運搬料が減少しているため

実績を精査し、汚泥運搬業務委託料３９万３，０００円の減額が主なものであります。 

  １２ページをお開きください。 

  報告事項の１、建設工事等の進捗状況についてご説明いたします。 

  建設工事についてであります。 

資料上段から中段までの公共残土処分場造成工事から、中央通線防犯灯交付金工事

までは予定通り工事を完了しております。 

  奥沢橋長寿命化修繕交付金工事は、１０月３日に入札が執行され外山建設株式会社

が落札。１０月７日に着手して資材製作等の手配を現在行っており、１１月３０日現

在の進捗率は２０％となっております。 

  日進狢岱線法面補修工事、これにつきましては１０月２０日に入札が執行され株式

会社星建設が落札。１０月２３日に着手して排水並びにふとんかご工完了後、現在盛

土を進めており進捗率は７０％となっております。 

  取水口水位調整ブロック設置撤去工事は、この１２月１日からの流雪溝運用開始に

備えた水位調整ブロック設置が完了しているため、進捗率は５０％となっております。 

  青木線・金又線外防雪柵設置撤去工事（設置）外４工事の仮設型防雪柵設置工事は、

１１月３０日現在進捗率は１０％となっておりますが、来週末には設置完了いたした

く作業を進めております。 

  また、先ほどの補正予算の説明において、防雪柵設置撤去工事が設計単価のアップ

により７００万円の追加補正をいたしたく説明いたしましたが、本来であれば設置撤

去工事として発注しているところですが、予算が不足であるため今回は設置と撤去を

分けて発注することとし、撤去は来年２月中旬頃の発注を予定し、３月１０日頃から

撤去開始する予定でおります。 
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  なお、現在施行中の工事にあっては、引き続き安全管理、工程管理、品質管理等を

徹底し、無事故・無災害で工期内に完成するよう努めて参ります。 

  １３ページをご覧ください。 

  業務委託の進捗状況であります。 

  奥沢橋外長寿命化修繕調査設計委託と日進狢岱線法面調査設計委託については、１

１月３０日現在工期内に完了しております。 

  今金都市計画用途地域等変更検討業務委託については、進捗率８０％。 

  豊田線防雪事業雪況調査委託については、１１月２７日に見積合わせが施行され株

式会社シビテックが落札。現在進捗率は５％となっております。 

  上下水道料金システム移行業務委託については、危機の設置及び基本プログラムの

設定が完了したことを受け１１月から試験運用を開始しており、進捗率は８０％とな

っております。 

  １４ページをお開きください。 

  報告事項の２、町民用雪捨て場の指定についてご説明いたします。 

  昨年度までの雪捨て場は、町民の皆様につきましても田代橋下流の後志利別川河川

敷になっておりましたが、後志利別川の管理上支障があるということから今後の河川

占用が厳しい状況となったため、この冬から試行的に大和町の旧雪まつり会場を雪捨

て場として指定し、円滑な運用が図られることが確認できれば次年度以降も町民用雪

捨て場として活用していこうと考えております。 

  受入方法等の詳細につきましては、回覧等で周知を図り安全な運用に努めて参りま

す。 

  最後に資料には付けておりませんが、平成２６年度雪寒機械購入についてご報告い

たします。 

  雪寒機械除雪ドーザー１１トン級の購入につきましては、５月２７日に入札を執行

し、５月３０日の第１回臨時会において財産の取得について議決をいただいたところ

であります。当初予定どおり１１月１７日に納車を完了し、除雪体制を整えることが

できましたことを報告いたします。 

  また、除排雪作業に当たっては、作業の交通安全と歩行者や利用者の交通安全を徹

底し、無事故・無災害で交通確保するよう努めて参ります。 

  以上で、公営施設課所管の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

〇委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  ございませんか。 

  なければ以上で、公営施設課の質疑を終わります。 

  次に、教育委員会より説明をお願いいたします。 

  始めに教育長からお願いいたします。 

  教育長、中島君。 
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〇教育長（中島光弘君） ご苦労さまです。 

  私の方から何点か事前に前段の説明をさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

  まず１点目でありますけども、インフルエンザの関係であります。 

  皆さんの方に付いている資料なのですけれども、これは１２月１日現在ですけども

きょう現在一番直近の新しい状況ということで、１１月末までの罹患状況については

皆さんの資料と同じでありまして、８０名の罹患者が出ております。 

  それからきょう現在ですけれども、今金中学校で２１名の罹患というふうになって

おります。たぶんこれからも若干増えていくことが予想されております。 

  これに伴いまして、保健福祉課の方で橋渡しをしていただきまして、１２月１８日

木曜日４時からですね、今金小学校を会場に今金小学校、種川小学校、今金中学校の

教職員、それから子ども園、発達支援センター等の職員を対象にですね、インフルエ

ンザとノロウィルス等の対策研修会を実施をいたします。講師の方は八雲総合病院の

小児科の吉田先生が努めてくださるということで、これからノロウィルスの方も心配

をされるということで、まずは教職員の方で徹底を図ろうということで、今、予定を

しておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

  ２点目、小規模特認校の応募状況でありますけども、現在募集をしております。１

５日までの期間となっております。この期間中にですね、種川小学校の方で例えば学

習発表会の参観を希望されているということで予定をしましたら、３家庭の申し込み

がありましたけども、これもまたインフルエンザで元々の日にちが３０日に伸びてし

まったということで、３０日は子ども園のお遊戯会と重なりまして実際には参観でき

なかったということで、希望された皆さんにはＤＶＤを作成して年間の種川小学校の

行事だとか、学習状況が分かるようにということでやっております。 

  それから授業参観も実施をしました。授業参観の方は２家庭参観をしていただいた

ということになっております。 

  いずれにしましても、前も申し上げましたけども今年度については１０月からとい

うことで、本当に短い期間での募集になりますので、実質的には来年度４月からいろ

いろな行事だとか、参観であるとかそういうものを含めて行われて、再来年の４月か

らが実際に導入かなということで考えておりました。相談も若干ありますけども、来

年の４月対象の子ではない親御さんなんかもおりますので、丁寧に説明をしていきた

いというふうに思っております。中には在学中の方での相談もあることはありますの

で、特に在学の生徒につきましては担任であるとか、両方の学校ときちんといろいろ

な状況を話し合いをして、適正にそういう希望がある場合には実施に向けていきたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

  ３点目の全国学力・学習状況調査の結果と公表についてということであります。 

  新聞の報道でも、道教委の公表に準じる町と準じない町というのがありましてけど

も、今金町については町民向けに既に広報で独自に状況のお知らせをしております。

それからもちろんでありますけども、今までは各学校それぞれの視点で保護者の方に
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伝えていたのですけども、今年から共通の視点ということで、今金小学校も種川小学

校も今金中学校も同じような考え方ということで、保護者の皆さんに周知をするとい

うことで、今後こういう形で取り組んでいきたいというふうに思っております。 

  ４点目であります。教育委員会制度の改革ということで、これも既に報道等で皆さ

んもご存知かと思いますが、大きく４点が変わるというふうに言われております。 

  １点目、一番大きいのは教育委員長と教育長を一本化すると。新教育長と言ってお

りますが教育長です。新しい教育長が設置されるということで、任期が３年というこ

とになります。 

  それからポイントの２番はですね、教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化

ということについては、ここに書いてあるとおりであります。 

  それからピンクの３点目、これも、今までと違って大きいのは総合教育会議という

ものを自治体の方で設置すると。これには首長と教育委員会の中での協議という形に

なることになっております。必要に応じて有識者であるとかそういうものを会議の方

に参画をすることは構わないという方向が出ております。 

  それから、この中で教育に関する大綱を首長が策定するというふうにありますけど

も、基本的には首長が政策的に持っているものと、それから教育委員会が継続的にや

っているもの、また進めたいものを協議をしながら進めていくという形になると思い

ます。一般の市町村は特段に変化はないかなというふうに思っております。 

  それで一番最初に言いました、教育委員長と教育長をどの時点で一本化になるのだ

ということでありますけども、法律自体は来年の４月から施行になっていきます。今、

それぞれの教育長というのは任期があります。任期満了するまでは現有の制度になり

ます。ただし人気の途中で退任をするような事由が生じた場合、その時点で新制度へ

の切り替わりというふうになりますので、その時点で新教育長につきましては任期が

３年ということになりますし、委員長職もなくなるということになります。 

  たまたま私の場合の例で言いますと、私は再来年の１１月まで任期があります。そ

れから委員長も１１月まで教育委員としての任期があります。私の方が任期満了にな

るまでは現行の制度のままでいくことになります。ただし何かの自由で退任をした場

合はその時点で新しい任期の適用ということになりますので、一番頭が痛いのは管内

がきっとバラバラなのですよね。もっと言うと全国的に委員長が存在する町と存在し

ない所、今も委員長と教育長で組織をしている教委連という組織がありますので、こ

の辺もどうするのかという辺りもまだ明確なことは出ておりません。 

  とにかく、制度上は４月から新しい制度が導入されるということでありますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

  いずれにしましても、教育委員会そのもののいろいろな方針であるとか、町民の皆

さんだとか議会の皆さんのご理解を得て進めていくことは間違いありませんので、是

非今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  現時点ではここまでしか、制度改革についての詳しい情報というのは入ってきてお

りませんので、またお知らせをするような点が出てきましたら随時議会の方にご報告
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をさせていただきたいというふうに思います。 

  このあとは事務局の方から説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

〇委員長(村本照光君) 次に、事務局より説明をお願いいたします。 

  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) お疲れ様です。 

  教育委員会事務局に関する事項を伊藤次長より、学校給食センターに関する事項を

尾崎所長より説明・報告させていただきます。 

〇委員長(村本照光君) 教育委員会事務局次長、伊藤君。 

〇教育委員会事務局次長（伊藤靖徳君） よろしくお願いいたします。 

  説明事項、平成２６年度一般会計補正予算第６号の概要からご説明させていただき

ます。 

  今回の教育委員会所管予算の補正は、歳入で８２０万２，０００円。歳出で１，３

９１万３，０００円を追加しようとするものでございます。 

  ７ページをご覧願います。 

  歳入になります。 

  １３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金で５４６万８，０００

円の追加、１４款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金で２７３万４，００

０円の追加はそれぞれ今金小百合保育園運営費負担金で、０歳から２歳児の入所の増

加に伴う追加であります。 

  １１ページの参考資料をご覧いただきたいと思います。 

  １１月現在の、今金小百合保育園運営費の見込みについての資料を添付しておりま

す。 

  上段①の表が１１月までの各月の実績と、１２月以降の見込みとなっておりますが、

そこの一番下の欄左側が入所児童数の合計で、０歳児が１１４人、１・２歳児で３８

９人、３歳児で２２８人、４歳児以上で４９７人と見込んでいるところでございます。 

  ②の表が年度当初の見込みとなっておりますが、上段の括弧書きの数字が月単位の

児童数、下段が年間の児童数となっております。 

  ③の表が当初見込みと現在の見込みとの比較になりますが、４段目の差し引きの欄

をご覧いただきたいと思いますが、入所児童数を比較しますと、０歳児が４２名の増、

１・２歳児が１７名の増、３歳児が３６名の減、４歳児以上が１６名の減ということ

でトータルでは４名の増ではありますが、一番下に参考で保育単価表というのを付け

ておりますけども、保育単価の高い０歳児から２歳児が増えたことにより、Ａの欄に

なりますが運営費で６９３万１，２１０円の増の９，４１８万６，４５０円の見込み

となります。この額からＣの欄になりますが国の徴収基準で算出した保育料２，９４

０万８，９２０円を差し引いた、Ｅの欄になります補助対象額が６，４７７万７，５

３０円となり、当初見込みよりも１，０９３万７，４９０円の増となりますので、国

の負担が２分の１の５４６万８，０００円、道の負担で４分の１の２７３万４，００
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０円がそれぞれ増となることになります。 

  また歳出の部分になるのですけども、Ａの欄の運営費からＢの欄、実際に保護者が

認定こども園に納めている保育料を差し引いたＤの欄の額、今金町が認定こども園に

支払う扶助費についても９０３万７１０円増の見込みとなっております。 

  ７ページにお戻り願います。 

  歳出になります。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、７目子ども発達支援センター費で２万円の追加は負

担金補助及び交付金で、児童発達支援管理責任者研修の受講料が今年度より有料とな

ったことにより、その他負担金の追加であります。 

  ８ページをご覧願います。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費で２万９，０００円の追加は給

料で１万円、職員手当等で１万９，０００円、それぞれ給与改定による追加でありま

す。５目就学前子育て支援施設支援費で９５５万７，０００円の追加は報償費で２万

円の減額、委託料でせたな町立北桧山保育所への広域入所者１名が出たことにより、

保育所広域入所委託料５４万７，０００円の追加、扶助費で先ほどご説明申し上げま

した今金小百合保育園措置児童扶助費９０３万円の追加であります。１０款教育費、

１項教育総務費、２目事務局費で２７７万５，０００円の追加は給料で２４万円、職

員手当等で１７６万１，０００円、共済費で１８万円、それぞれ給与改定による追加

でございます。委託料で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正と、子ど

も・子育て関連３法に関連し、改正が必要となる条例規則等の抽出・検討等を業者に

委託するための例規整備支援業務委託料で５９万４，０００円の追加でございます。 

  ９ページをご覧願います。 

  １０款、２項小学校費、１目学校管理費で８７万円の減額は需用費で、電気料金の

値上げに伴う光熱水費１１２万３，０００円の追加、委託料で今金小学校屋内運動場

等吊天井改修調査設計委託料の執行残３４万円の減額、使用料及び賃借料で教育用パ

ソコンの更新作業期間の関係から本エンドのリース期間が短くなったことと、更に月

額料金が見込みよりも低料金となったことによるパソコンリース料１６５万３，００

０円の減額であります。２目教育振興費で２７万９，０００円の減額は使用料及び賃

借料で、ピリカスキー場でのスキー授業が可能となったことによる、児童のスキーリ

フト使用料２１万５，０００円の追加、扶助費で要準用保護児童就学援助費等の実績

見込みによります４９万４，０００円の減額であります。１０款、３項中学校費、１

目学校管理費で１９９万４，０００円の追加は需用費で、実績見込みによります燃料

費の追加であります。２目教育振興費で２７万５，０００円の追加は使用料及び賃借

料で、小学校と同様に中学校生徒のスキーリフト使用料２４万６，０００円の追加で

ございます。扶助費で要準用保護生徒就学援助費等の実績見込みによります２万９，

０００円の追加であります。 

  １０ページをご覧願います。 

  １０款、４項社会教育費、１目社会教育総務費で２万円の減額は成人祭記念講演に
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伴います講師謝金の減額であります。１０款、５項保健体育費、２目体育施設費で６

０万円の追加は需用費で、電気料金値上げに伴う光熱水費の追加であります。 

  続いて報告事項になります。１２ページをご覧願います。 

  各学校の児童生徒数、学童保育所、子ども発達支援センターの利用者数を掲載して

おります。 

９月の報告から学童保育所の利用者が７名の減となってございます。子ども発達支

援センターの利用者ではデイサービス事業で、せたな町の４名が増となっております。

発達支援センター事業で今金町で２名、せたな町で４名、計６名が増となってござい

ます。 

  １３ページには、認定こども園の入園状況、子育て支援センターの活動状況、給食

センターからの主食の提供状況を掲載しておりますので、ことらはお読み取りをいた

だきたいと思います。 

  １４ページをご覧願います。 

  へき地保育所の状況でございますが、今年度におきましては１１月２９日をもちま

して閉所となってございます。 

  １５ページ、１６ページは、へき地保育所と認定こども園の交流事業、おやこ元気

アップ事業についてでございます。この事業は総合型地域スポーツクラブいまかねの

主催で１０月４日に認定こども園を会場にしまして、親子で一緒にできる運動、金ボ

ールを使った子どもの交流会、運動習慣作りについてということで保護者向けのセミ

ナーなどを行っております。 

  １７ページをご覧願います。 

  秋のヘルシーウォーキングについてでございます。こちらの事業も総合型地域スポ

ーツクラブの主催で１０月５日に開催されています。ここしばらく数年、美利河地区

を会場として実施されておりましたが、今回は豊田地区へ会場を移しましてウォーキ

ングに加え、ノルディックウォーキングの講習会、更には豊田・金原地区の老人クラ

ブの方々を対象とした室内講座などを行っております。 

  １８ページをご覧願います。 

  今金っ子秋の体力テスト会及びスポーツ研修会ということで、こちらはスポーツ少

年団本部の主催で１１月８日に開催されております。毎年春のテスト会から半年で団

員の体力がどのくらい向上しているのか測定する機会となっております。またそれと

同時にスポーツ研修会では団員指導者にとっても有意義な研修となっているところ

でございます。 

  １９ページをご覧願います。 

  土曜日の教育活動推進プランモデル事業、イマカレについてでございますが、１４

回のプログラムを計画しておりますが、これまで９回目までが終了しております。 

１０月以降開催されたものについてご報告をいたします。２０ページをご覧願いま

す。 

  ８回目のプログラムとなりました石の標本づくりということで、こちらは函館市に
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ありますＮＰＯ法人ナチュラスとの連携により、今金町の児童１８名、函館市とその

周辺町の児童２２名の参加がありまして、身近な河原の石を題材に自然を学び、また

都市部の子ども達と交流をするという機会となりました。 

  ２１ページは９回目のプログラムでありますが子ども文化教室ということで、１１

月１日から３日までの総合文化祭の期間中、５番目にあります内容というところの５

つのメニューを実施しております。 

  ２２ページをご覧願います。 

  成人のための学習支援ということで今金ふるさと塾の年間予定表でございますが、

こちらは１１月８日、９日開催の事業までが終了しております。 

  ２３ページにございます、コミュニケーション研修会実践編ということで、こちら

は６月にもコミュニケーション研修会ということで実施をされておりますが、その際

の研修参加者の要望によりまして企画したものでございます。今金町からは１９名の

参加者がありまして、札幌市の在住者１８名とテーブルマナーと会話レッスンという

ことをテーマに、会場となりましたホテルの協力により今金町の食材を使ったフルコ

ースでのテーブルマナーと、会話レッスンを通じ様々な職業の方々との交流により繋

がりができた研修会となってございます。 

  ２４ページをご覧願います。 

  読書と作文のまちワーキングチームの取組です。家庭地域チームの企画で読んで集

まるポイント、としょぽという取り組みがスタートしております。資料の一番下にあ

りますルールによりましてポイントが発行され、ポイントが貯まりますと特典もある

ということで、幼児から高齢者まで楽しく図書に親しんでいただくことを目的にとい

うことで、１０月から試験的に実施をしているところでございます。 

  ２５ページには町民センター図書室の利用状況を載せておりますが、今のとしょぽ

の取組によると思われますが、１０月の貸出数、貸出人数共に大きく伸びたところで

ございます。 

  ２６ページをご覧願います。 

  第１１回いまかね図書まつり・親子映画鑑賞事業についてでございますが、今回は

ふるさとをつなぐ絵本のチカラということをテーマに、１１月２２日、２３日の２日

間に渡り開催しております。初日には映画「じんじん」の上映、２日目には絵本作家

あべ弘士さんの記念講演、また「じんじん」のロケ地であります絵本の里剣淵町から

お越しいただいた皆さんの講話、さらには読み聞かせの実演などをしていただき、今

後の活動にヒントを得る事業となったところでございます。 

  私の方からは以上でございます。 

〇委員長（村本照光君） 給食センター所長、尾崎君。 

〇給食センター所長（尾崎克之君） お疲れ様でございます。 

  給食センター関連について説明をさせていただきます。 

  まず一般会計補正予算第６号の概要についてということで、申し訳ございませんが

１０ページまでお戻り願いたいと思います。 



- 33 - 

 

  １０ページの一番下の行でございます。 

  １０款教育費、５項保健体育費、３目学校給食費１６万８，０００円の減額は備品

購入費で６万８，０００円、それぞれ備品購入費、車両購入費とも執行残による減額

でございます。１９節負担金補助及び交付金で１０万円の減額は学校給食助成米負担

金の減額でございます。これは学校給食米の納入単価が、学校給食会の納入単価より

安価となったため、納入業者への差額助成の必要がなくなったため減額するものでご

ざいます。 

  続いて報告事項です。 

  ２７ページ、一番最後のページをご覧いただきたいと思います。 

  平成２６年度ふるさとの恵みとほほ笑みに感謝する日の報告でございます。 

  １１月１９日水曜日に、町内各小中学校、へき地保育所、認定こども園いまかねに

おいて開催されました。 

参加者は認定こども園１５７名を始め、合計で５７２名。 

内容につきましては、給食時間にゆめぴりかのおにぎり、じゃがいもの塩煮、呉汁、

牛乳の提供をしております。 

効果については記載のとおりとなっておりますが、最後の部分にございますとおり、

生産者の作物に対する思い、育てる苦労を知り、郷土でとれた作物である、ふるさと

の恵みと生産者や調理する人への感謝をする、ほほ笑みの心を育む良い機会となった

ということで報告をさせていただきます。 

私の方からは以上でございます。 

〇委員長（村本照光君） 説明が終わりました。 

  ただ今の説明に対し、質疑があればお受けいたします。 

  向井君。 

〇３番(向井孝一君) 教育長の方から、教育委員会制度がこう変わりますよと説明があ

ったのですが、このことが文科省の方からマスコミの方に公開されたときに、どうい

う意味でこういうことをやるのかというのが、非常に理解に苦しんで、今、説明を聞

いてもなおまだ理解できない状況にあるのですけども、これをやることによって最大

の目的とするものは何なのかというのが分からないのですよね。 

  要するに、教育長と委員長が合併して一人で二役をこなすということでしょう。そ

して委員会としては機能の強化とチェック機能を強化すると。非常に分かりづらい内

容なのですけども、再度分かりやすい言葉で説明をいただきたい。 

〇委員長（村本照光君） 教育長、中島君。 

〇教育長（中島光弘君） この発端はたぶん大津のいじめ問題から発して、あのときの

教育長と委員長の見解が違ったりだとか、それから責任の所在がどこにあるのだろう

とか、それからあのときは市長さんがずいぶんいろいろなことで対応をしましたけど

も、教育委員会との連絡調整があまり良くないという指摘も受けたりしていました。 

  教育委員会制度の中で一番は、今までも委員長と教育長と居たのですけども、時々、

保護者の皆さんとかいろいろなニュースを見ても、教育長が記者会見をする場面もあ
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ったり、委員長さんが出る場面もあったり校長先生がということで、非常に責任が明

確化されていないというのが１つ大きいということが言われておりまして、それが一

本化というのは１つそういう効果があるのかなということ。 

  それから首長さんと教育委員会の関係で言うと、これは一番強く言っていたのは大

阪の橋本市長さんだと思いますが、要は、今の制度で言うと首長さんの任期によって

は、自分が議会に同意を得た人でない人で４年間終わるという可能性があるのですよ

ね。それで今回の任期も３年というのは、必ず首長さんが信託を受ける教育長を選任

できるということで３年というふうになったというふうに、私は聞いております。で

すから、ただ通常の市町村で町部局と教育委員会が全く背中合わせという町はあり得

ませんし、ただ一番はやはりいじめだとか命に関わる対応については、教育委員会だ

けではできない可能性もありますよね。そのときにはやはり町全体となると、首長さ

んがそこの中心になるという意図がここには明確にあります。 

  いじめ対策基本法ができたその背景にも、町ぐるみでという要素が入っております

ので、分かりづらいのですけども根拠はそこだというふうに思います。ですからこれ

から議会の方には同意ではなくて人事案件として出てきますので、今度は教育長とい

うのは特別職です。今までは教公務員ですから、皆さんに同意をいただいて教育委員

さんの中で選任をされるというスタイルですけども、今度は議会の方で選んでいただ

く、首長さんが推薦、任せたいという人を議会にかけてということ。これが大きくス

タイル的には変わるというふうに思っております。 

  ですから本来は、この目的の一番は子ども達、それから地域の皆さんにいろいろな

意味での、明確に分かりやすい教育行政、それから責任の明確化の３つくらいがポイ

ントだというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇委員長（村本照光君） 他、ございませんか。 

  なければ以上で、教育委員会の説明を終わります。 

  以上で、各課からの説明が終わりました。 

  全体をとおして、何かございませんか。 

  その他で何かありませんか。 

  最終的に、合同委員会が必要となる案件について理事者の方から。 

  副町長、清水君。 

〇副町長（清水 寛君） 本所管での合同委員会をお願いしたい事案につきましては、

全議員に周知をしておきたいという部分で、議案第７号の町道路線の認定についてで

あります。 

それと予算に関係しまして、株式会社クアプラザピリカの解散に伴う予算処置につ

いてご説明を申し上げたいと思います。 

それと報告で、これも奥美利河温泉山の家の今後の方針について、これもご報告を

させていただければと思っています。 

それと報告で、これは両常任委員会にまたがっているのですけども、今、道道八雲

今金線の今金橋の架け替え工事に係る事業の計画等が出ていますので、これも私共の
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知り得ている範囲の中でご説明をさせていただきたいと思っております。 

以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇委員長（村本照光君） 以上で、各課説明事項についてを終わります。 

  理事者の皆さんには、ご出席をありがとうございました。 

  退席をお願いいたします。 

  ４時まで暫時休憩いたします。 

 

休憩 １５時４３分 

 

開議 １６時０１分 

 

〇委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

  これより、平成２６年度本委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

  所管事務調査報告につきましては、１１月２７日に一部字句の修正を行っておりま

すけども、再度局長より説明をしていただきます。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、先の委員会で訂正箇所が何箇所かございま

した。それを踏まえまして、新たに作成いたしましたので最初から読み上げて、中川

係長に説明いたさせます。よろしくお願いします。 

〇委員長（村本照光君） 係長、中川君。 

〇議会事務局係長（中川真希君） ではこちらの方から失礼いたします。 

  委員会調査報告の最初の方から全文読み上げたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  平成２６年１２月１７日なるかと思います。 

今金町議会徳田栄邦様。 

産業教育常任委員会委員長村本照光。 

  委員会調査報告。 

  本議会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を、別紙のとおり決定したの

で、会議規則第７７条の規定により報告します。 

〇委員長（村本照光君） 暫時休憩します。 

 

休憩 １６時０２分 

 

開議 １６時０３分 

 

〇委員長（村本照光君） 休憩を閉じ、開議いたします。 

〇議会事務局係長（中川真希君） 申し訳ございません。 

  委員会調査報告。 
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  本委員会所管事務のうち、下記の件について調査の結果を別紙のとおり決定したの

でというところで、皆さんにお配りしてあるものとちょっと混在しますが、下記の件

について調査の結果をというところが、点が入っておりました。そこの点を抜くとい

う形で読みやすくした方が良いということで、そこの点は抜かせていただきましたの

で、会議規則第７７条の規定により報告します。 

  記。 

  所管事務調査項目。 

  １）農林業振興対策事業について 

  ２）農作物の生育状況について 

３）商工観光振興対策事業について 

４）建設工事の進捗状況について 

５）産業後継者就業実態対策について 

６）簡易水道施設の管理状況について 

７）浄化センターの管理運営状況について 

８）各学校の管理状況について 

９）教育委員会所管施設の管理運営状況について 

 １０）農業委員会所管事務について 

  ２ページ目をお願いします。 

  １．調査目的、所管事務調査のため。 

  ２．調査日程、平成２６年７月２９日・３１日の２日間。 

  ３．調査結果、現地調査については、林業専用道稲穂支線開設事業の進捗状況、公

共残土処分場、ここの処分場が前回は処分箇所になっておりましたが、処分場に直し

ました。八束試験圃場確認、鈴金へき地保育所の運営状況、国営今金南土地改良事業

進捗状況、今金浄化センター管理状況、クアプラザピリカ、奥美利河温泉の状況、町

道シブンナイ線・オオシュブンナイの滝、種川へき地保育所管理運営状況、学校給食

センター管理運営状況、今金町図書館の管理運営状況、オランダ通り・中央緑地・総

合公園管理運営についてそれぞれ目的をもって調査した。 

  所管事務調査項目に掲げた１０項目については、さらに提出された資料により調査

した。 

  産業後継者就業奨励金交付対象者の就業状況。 

  農業。ここに括弧書きで新たにその当時の現在の状況を入れた方が良いということ

でご指摘がありましたので、平成２６年７月現在という形で入れさせていただきまし

た。就農年度、２０年、横に読んでいきます。７、１、６、０、交付年月日が平成２

３年９月１２日。２１、４、０、４、０、平成２４年９月７日。２２、６、２、４、

２、平成２５年１０月８日。２３、７、０、７、２、平成２６年度予定。２４、３、

０、３、０、平成２７年度予定。２５、４、０、４、０、平成２８年度予定。 

  商工業。こちらも平成２６年７月現在という括弧書きで入れました。これも同じく

横に読んでいきますのでよろしくお願いします。 
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（何やら言うことあり） 

〇委員長（村本照光君） 分かりました。 

  それでは数字の確認だけということで、これは朗読を省略して次の４の意見から朗

読説明をお願いします。 

〇議会事務局係長（中川真希君） はい。 

  その前に、農業経営者年齢別構成のところにも、平成２６年７月現在という形で括

弧書きを新たに入れさせていただきました。 

  ４．意見。 

  今年の気象状況は冷夏が予想され、４月に低温であったものの、以後は高く推移し、

また降水量についても６月中旬に５０ミリを超える降水量があったが、７月には美利

河ダムの取水制限を実施するなど、干ばつぎみとなり、農作物への影響も懸念されま

したが、大きな被害もなく、これが前回は災害という形でご指摘を受けまして被害と

いう形で変更しています。総じて順調に作物の生育が見られたところであります。 

  しかし、コメの価格については、前年産米の在庫が積み上げ等の影響でということ

で、積み上げと前回は切っておりましたが、等という言葉を入れた方がというご指摘

がございました。概算金が大幅に下がり、更には国の補助金も半減することから、米

の生産農家には厳しい状況となっています。 

  施設園芸作物推進事業に関しては、新規で予定通りの棟数となり、継続では、ほぼ

予定数の増棟があったところであり、経営転換として小規模でも高収益が図られるメ

リットがあることから、農業者に対する支援として推進されるよう望みます。 

  住宅リフォーム助成については、平成２５年から２６年の２ヶ年継続事業として推

進しており、平成２５年実績では７１件と居住環境の向上とともに、町内施行業者を

利用することで経済効果が大きく、平成２６年度においても効果が見られることから、

今後においても事業の継続が地域経済にもたらす効果が期待されると考える。 

  商工観光対策事業については、クアプラザピリカは１０月から民間への指定管理業

務が開始されるところであり、大きな期待をするところであります。 

  しかし、奥美利河温泉「山の家」については、建築から２８年を経過し、老朽化が

進みというところで、ここが老朽化は否めないという形でしたが、老朽化が進みとい

う形の訂正をご指摘を受けましたので、修正しました。また施設に常駐できる管理者

の確保ができない状況であることから、町においては、総合的に判断しながら、早急

に方針を出さざるを得ない状況と考えます。 

  また、オオシュブンナイの滝についても、観光資源として活用できるものであれば

利活用すべきと考えるが、いくら素晴らしい観光資源であっても、そこを活かすため

のアクセスができない状態で仮に通行した場合は、道路管理者責任が発生することか

ら、町が通行止めの継続を含め、どの様に判断するのか、数少ない資源の有効活用を

図るべきかなど知恵を絞りながら、これからの取組を議会として注視していきたい。 

  国営緊急農地再編整備事業については、いよいよ工事が着工され、雨が少ない中で

夏期施行が順調に進んでいることから、出来上がりに期待を寄せているところであり
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ます。国の２７年度概算要求額が発表され、今金南地区に引き続き今金北地区の事業

採択の見込みとなったことから、今後においても事業の推進に努められたい。 

  公共残土処分場、ここも処分箇所ということで修正をしました。公共残土処分場に

ついては、その運用にあたり、環境等に十分配慮され、有効活用されるとともに、各

建設・土木工事においても順調に施工されている。 

  公園管理については、オランダ通りに植栽されている花木の一部に害虫の繁殖が見

られ、遊具についても老朽化が見られる箇所もあることから、事故を未然に防ぐため

にも安全・衛生面から適切に管理されるよう努められたい。 

  簡易水道施設については、住民生活にとって必要不可欠な社会基盤施設であること

から、継続的に良質で安全な水道水の安定供給に努められたい。 

  公共下水道は、浄化センターが供用開始から、ここの部分を供給という形になって

いたのですが、供用ということで修正しました。１０年以上経過していることから、

今後は計画的な修繕・更新を図ることが課題であり、目標を定め、適切な維持管理に

努められたい。 

  教育関係については、各へき地保育所は、子ども達の健全育成に寄与しているとこ

ろであるが、遊具については日頃の安全対策、施設周辺の環境整備も含め、関係課と

の連携のもと適切な運営という、この適切なというところを前は適正という形だった

のですが、適切ということで修正しました。運営に努められたい。 

  また、総合体育館はということで、ここの、は、もですね、総合体育館のという言

い方だったのですが、は、の方が適正だろうということでご指摘をいただきましたの

で修正しました。耐震化診断により、倒壊の可能性が高いという判断となったため建

替時期の検討がされていることから、図書館構想のある中で、複合型も含め、高齢者

の利用も想定しながら検討されたい。 

  学校給食センター管理運営状況は、施設の改築も計画されておりますが、既存の施

設での衛生管理に十分注意され、地場産物を活用した食育の実践と、おいしい休息提

供に努めていただきたい。 

  以上であります。 

〇委員長（村本照光君） それでは局長の方で。 

  柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） 字の訂正をして成文を作った訳でありますけども、１

ページ目であります。それぞれ表にする前に、産業後継者云々と書かれておりますけ

ども、この部分については①として、次の２ページ目の農業経営者年齢別構成という

ところは②とした方が良いのかなというふうに考えております。 

  それと意見の中で、住宅リフォーム助成ということで下の方にございます。これに

ついては暦年という形ではなくて年度ということですので、平成２５年度から平成２

６年度の２ヶ年継続事業として推進しており、平成２５年度という形で、度、を入れ

た方が良いのかなと。そういうことだと思いますので、そのところを訂正したいと思

っております。よろしくお願いいたします。 
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〇委員長（村本照光君） それでは、ただ今、それぞれ朗読説明をいたしましたけども、

皆さんの方からこれに関して何か質疑があればお受けします。 

  柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） １ページ目の表の２３年度分なのですけども、先ほど

予算の中で２６年度については確定したというような話がありましたけども、この日

が分かればその数字を入れた方が良いのか、それとも２６年度予定ということで良い

のか、その辺のところもよろしくお願いします。 

〇３番（向井孝一君） ２６年７月現在ということで明記されているから、このままで

良いと思う。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） わかりました。 

〇委員長（村本照光君） それでは他にご意見ございませんか。 

  村上君。 

〇１番（村上忠弘君） 住宅リフォームの２５年度実績、先ほど産業振興課から出た資

料では９１件という数字になっているのですけども。 

〇委員長（村本照光君） では、休憩の中でお願いします。 

 

休憩 １６時１４分 

 

開議 １６時１６分 

 

〇委員長（村本照光君） それでは休憩を閉じ開議いたします。 

  休憩中にそれぞれまた皆さんからご指摘をいただいたところについて、局長の方か

ら再度確認をしたいと思います。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは、最終的に修正した箇所を含めて確認します。 

  まず１ページ目であります。 

  ３番目の調査結果の下から４段目であります。今金町図書館とありますので、町民

センター図書室ということで改めさせていただきます。それと表の産業後継者就業奨

励金交付対象者の就業状況ということでありますけども、この前に①。 

  そして次のページであります。 

  農業経営者年齢別構成のところに②ということであります。それとそのページの住

宅リフォームの助成の関係であります。平成２５年となっていますところを、度を入

れる。２６年についても、度という漢字を入れると。 

  次の下段であります、平成２５年実績では、２５年度実績というふうに直します。

それと実績は９１件ということで、今回の資料に出ておりますので９１件に訂正する

ということでお願いいたします。 

  以上の部分を訂正して、当日配布という形になると思いますのでよろしくお願いし

ます。 
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〇委員長（村本照光君） 最終的な訂正を含めて、局長の方から報告がありましたけど

も、これでよろしいでしょうか。 

  それではそのように訂正をしまして、１２月定例会に報告したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  また、委員会調査報告は当日配布といたしますので、ご了解いただきたいと思いま

す。 

  次に、その他で何かございませんか。 

  なければ事務局よりお願いいたします。 

  局長、柏田君。 

〇議会事務局長（柏田泰明君） それでは事務局からですけれども、１２月１７日の定

例会１日目でありますけども、その日に閉会する、しないに関わらず理事者との懇親

会を予定しております。 

  時間は、５時４５分から由浅食堂を予定しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  なお、今回につきましては農業委員会の会長が７月２０日付けで選任されておりま

す。村上仁司氏に選任され、また町の方から道の方に申請がありまして、平成２６年

度北海道社会貢献賞（自治功労者）ということで、山本豊氏が永きにわたり議会議員

として在職されたことに対して、１１月２８日に北海道知事の方からそれの決定通知

書が参りました。 

  当日、１２月１７日に表彰式の伝達式があるのですけども、表彰状はきておりませ

んけども、なかなかこういう機会で皆さんでお祝いすることがないということから、

この席でお祝いも方々ということで総務の方からもお話がありましたので、うちの方

としても議員会で主催することでありますので、全員でお祝いをするということとい

たしましたので、よろしくお願いいたします。 

  それと、今回は正副議長それと理事者、執行機関の委員長を除いて全員をくじで席

順を決めたいと思います。どうしても職員と交わらない部分がありますので、新しい

取り組みですけどもそういう形で、混在しながら懇親を深めていただこうと思います

ので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  以上であります。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇委員長（村本照光君） それでは、以上をもちまして、本日の委員会を終了させてい

ただきます。 

  ご協力ありがとうございました。 

 

閉会 １６時２６分 

 


