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開議 午後 １時２５分 

◎委員長あいさつ 
○委員長（村本照光君） 皆さんこんにちは。つい先日までの暑さは何処にいったのか

なと思わせるような、今金ならではの独特のやませが約１週間続いている訳でありま

すけども、これが米など農産物の生育に影響がなければいいなと思っている今日この

頃ですけども、今日は６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、

ひとつ宜しくお願いいたします。 
 

◎町長あいさつ 
○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。 
○町長（外崎秀人君） こんにちは。今、委員長の方から挨拶がありましたけども、そ 
れでなくても今金町はデーター的には、非常に日照時間が少ない地域だということが 
よく言われている訳でありますけども、非常に心配される状況にある訳であります。 
なんとか天候の回復を願いたいものであります。 
 今日の産業教育常任委員会に際しまして、私の方から一言挨拶をさせていただきま 
すが、定例会の議案につきましては各所管よりそれぞれ説明をさせていただきます。 
私の方からは議案直接ではありませんけども、関連したことと、あるいは、今まで取 
りくんでいる事務の経過を報告させていただきたいと思います。 

  １点目でありますけども、先に国段階における農協を中心とする農業改革について 
の経過資料を議員さんの方に私の方から提供させていただきました。その中で行政が 
直接関わる農業委員会についての議論も行なわれている訳であります。選挙制を廃止 
し、市町村長の選任制に変更しようとする案で議論が進められているようであります。 
新聞報道によりますと、１３日に規制改革会議が最終答申をまとめ、それを受けて政 
府が２７日には新たな政争戦略として決めるということでありますけども、動向を注 
視して参りたいと思います。この７月の農業委員会の統一選挙に影響なく、予定通り 
に選挙事務が進められると思っているところであります。 
 なお、現行での選考による委員は、農協、農業共済組合、土地改良区、町議会が推 
薦した者を町長が選任することとなっていることから、それぞれの団体に推薦依頼を 
６月４日付けで行いました。この間、クアプラザピリカに関わる今後の在り方につい 
て考え方を示して、事務や相手方との協議を進めてきているところであります。この 
間連絡を取り合い調整をしていますが、この６月１３日に受託会社となる代表者が来 
庁し具体的な調整協議を行なうこととなりました。このことから昨日の常任委員会、 
そして今日の常任委員会で報告できなかったことから、定例会終了後に全員協議会を 
お願いし、その結果と今後の計画について説明したいと考えています。なお、その際 
には今季のスキー場開設を目指すと、スケジュール面で７月での臨時会の開催をお願 
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いをしなければ、間に合わないという状況にあることも説明したいと考えているとこ 
ろであります。 
 国営緊急農地再編整備事業についてでありますけども、南地区工事が着手されるこ 
とになりますが、南地区全体の事業の起工式を期成会主催で６月２７日に挙行するこ 
とで計画をしているところであります。全議員さんにも出席案内するということで聞 
いておりますので、早くにそういう情報が入りましたら議員の方に連絡をするように 
進めさせていただきたいと思っているところであります。 
 なお、国営事業の工事着手のお礼、挨拶と北地区の採択要請を期成会が８月中旬に 
行うこととなります。町と議会合同のお礼、挨拶と北地区の要請を行いたく、議会と 
して正副議長、所管常任委員会の正副委員長の参加をお願いし、８月上旬行いたく、 
調整を進めて参りますので、ご協力をお願い申し上げます。 
 ６月９日開催の、今金町家畜共進会協議会において今年の共進会の日程が決まりま 
した。７月１８日金曜日に行われることとなりますが、従前の時間帯から、牛の状況

等々考えて開始時間を９時３０分から行いまして、午前中になんとか終わるスケジュ

ールで考えているということで進めたいと思っているところであります。なお、情報

でありますけども、道南の共進会につきましては、肉牛の部が８月１日、乳牛の部が

８月１１日、全道の共進会が肉牛の部が９月７日、乳牛の部が９月２７日、２８日と

なるようであります。 
この間国道の改修に向けた要請をしてきているところでありますけども、先般、函

館開発建設部の部長以下幹部の方々が来庁されまして、２６年度事業説明会を行いま

した。道路関係でいえば住中橋、清流橋の補修、あるいは神丘地区の排水補修、河川

では樋門改修や道練功など７本の事業を行うということであります。なお、魚道の２

期の計画、２期４㎞を共有しておりますけども、その後の３．６㎞部分についても調

査検討に入りたいということでありました。なお、今金小学校地先の急カーブ解消と

歩道橋撤去につきましては、八雲事務所と具体的な協議をしているところであります。

あとでありますけども本常任委員会所管であります公営施設課と、産業振興課に過日

国の会計検査が入りました。会計検査は適正に準備や工事が行われているかを問われ

るもので、当たり前のことをしていても、基本的なことから専門的な具体的な内容ま

でに言及され、とても厳しさを求められるところでありますけども、今回につきまし

ては特に指摘事項がなく無事に終了いたしました。行政的には会計検査を終えて事業

完了という区切りとなるものであります。今後におきましても改めて適正な事業の遂

行、事務に努めて参ります。 
３月の常任委員会で経過報告いたしました、総合体育館耐震診断の委託業務の成果

品が提出されました。その結果につきましては教育委員会からその後にあると思いま

すけども、その結果を受けての検証と検討。そして今後の対応については教育委員会

と十分に協議をすることになります。いづれにいたしましても耐震診断内容報告と今

後の対応につきまして全員協議会の開催をお願いし、報告したいと考えておりますの

でよろしくお願い申し上げたいと思います。 
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まず前段に、私の方からこのようなことで挨拶とさせていただきます。 
○委員長（村本照光君） 山崎委員より欠席の届け出があります。只今の出席議員は 
 ５名で定足数に達しておりますので、産業教育常任委員会を開会いたします。 
  それでは６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。 
○副町長（清水 寛君） こんにちは。それではご説明申し上げます。平成２６年の 
 第２回町議会に提案を予定しております議案につきましては１１件であります。そ 
 の内訳につきましては、地方自治法２８６条第１項の規定により、構成市町村議会 
の議決を求めるものが２件ありまして、議案の第１号、議案の第２号であります。 
追って説明いたします。あと過疎地域自立市町村計画の変更が１件。それと平成２ 
６年度の一般会計を初め、各特別会計の補正予算が８件ということで１１件であり 
ます。 
 それでは議案第１号から順次提案理由を申し上げます。 
 議案第１号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてであり 
ます。本組合の組織から上川中部消防組合、伊達壮瞥学校給食組合が解散脱退し、

さらには、道央廃棄物処理組合が新規に加入することに伴います規約の変更につい

て、地方自治法の規定に基づき校正市町村議会の議決を求められているものであり

ます。 
 議案の第２号につきましては、北海道市町村総合事務組合規約の変更についてで

あります。議案第１号同様、上川中部消防組合、伊達壮瞥学校給食組合が解散脱退

し、赤平市が統合脱退し、鷹栖町及び上川町が解散に伴う新たな加入、さらには道

央廃棄物処理組合が新規加入することなどに伴う規約の変更について、地方自治法

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３号につきましては、今金町過疎地域自立市町村計画の変更についてであ

ります。過疎債充当事業としてプレミアム商品券発行事業及び集落支援交通対策事

業を新規に搭載することで、本計画の変更につきまして過疎地域自立促進特別措置

法の規定に基づき、議決をお願いするものであります。 
 議案第４号以下は補正予算であります。議案第４号は一般会計補正予算第１号で

ありまして、６，８００万２千円の減額補正をお願いするものであります。 
 議案第５号は、国保の事業勘定の補正予算第１号で１，８８０万５千円の追加補

正をお願いするものです。 
 議案第６号は、後期高齢者医療特別会計補正予算第１号で、４万７千円の追加補

正をお願いするものです。 
 議案第７号は、介護保険特別会計の補正予算第１号で、保険事業勘定で２２万３

千円の追加補正をお願いするものであります。 
 議案第８号は、介護老人保健施設特別会計補正予算の第１号で、収益的収支にい

て８８万５千円の追加補正をお願いするものであります。 
 議案第９号は、国民健康保険特別会計施設勘定補正予算第１号であります。収益
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的収支において１，９０３万５千円の減額補正。資本的収支においては５７２万円

の追加補正をお願いするものであります。 
議案第１０号では、簡易水道事業特別会計補正予算第１号であります。２１万３

千円の追加補正をお願いするものであります。 
議案第１１号は、公共下水道事業特別会計補正予算第１号で、３３２万７千円の

減額補正をお願いするものであります。 
以上でありますが、補正概要、それとそれぞれ所管における提案事項の詳細につ

きましては、所管ごとに申し上げますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。只今の説明に対して質問があればお 
受けいたします。なにかございませんか。 

 ○委員長（村本照光君） ないようですので、これより各課の説明事項についてを議 
  題といたします。初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。 
 ○産業振興課長（森 朋彦君） こんにちは。本日はよろしくお願い申し上げます。

産業振興課からは説明事項が１件、報告事項については６件それぞれ説明報告を 
させていただきます。担当の方からそれぞれいたしますので、どうぞよろしくお願 
いいたします。 

 ○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、川平君。 
 ○産業振興課長補佐（川平秀明君） それでは産業振興課所管について説明させてい 

ただきます。まず１ページから説明事項の１、平成２６年度一般会計補正予算第１ 
号の概要について説明いたします。歳入からになります。１４款２項４目の農林水 
産業費道補助金、１３６万１千円の追加。これは１節の農業費補助金の追加であり 
まして、内容につきましては国費事業であります、強い農業作り事業補助金の経営 
体育成支援事業が採択されたことによる追加であります。内容につきましては本町 
では、農業機械を導入する１法人が採択されております。後程歳出でも同額が予算 
計上されております。 
 続きまして歳出ですが、６款１項２目農業振興費８０万１千円の追加。これは１ 
９節の負担金補助及び交付金で１３６万１千円の追加。これは先ほど説明いたしま 
した強い農業作り事業補助金の事業採択になったことによる追加であります。これ 
は歳入と同額となっております。２１節貸付金５６万円の減額。これは農業後継者 
奨学貸付金の減額でありますが、貸付申請がなかったことによる減額であります。 
７款１項１目商工総務費５００万円の追加。これは１９節負担金補助及び交付金の 
追加であり、内容につきましては住宅リフォーム助成事業補助金の追加であります。 
当初の見込みよりも需要が多いことにより追加したものであります。 

 ○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
 ○産業振興課長（森 朋彦君） 引き続きまして報告事項の１点目と２点目の方につ 

きまして私の方から説明させていただきます。 
 まず１点目の、今金町工場誘致等に関する条例施行規則の一部改正につきまして、 
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資料につきましては２ページと３ページ目になります。今回の改正につきましては、 
工場誘致委員会の組織運営等に関わる部分の改正でありまして、規則の一部改正で 
すので、議会にお諮りする案件ではございませんけれども、委員としてこれまでも 
関わっていただいた経過があるということなどもありまして、あらかじめ内容につ 
きましてご理解いただきたく報告をさせていただくものであります。誘致委員会に 
関わる規定につきましては左上の囲みの通り、今金町工場誘致等に関する条例にお 
きましてその設置が規定されており、組織運営等の細則につきましては同条例施行 
規則によって規定がされているものであります。今回改正に至った事由と致しまし 
ては、右上の囲みになります。条例第８条におきまして、町長の諮問機関として位 
置付けられておりますが、この基本的な性質と平成２３年の誘致委員会の会議の席 
上におきまして、信任案件があった場合にのみ会議を開催すると。これまでは年に 
１回、案件が無くても開催してきた経過がありますが、企業の誘致ですとか、進出 
に係る案件がある場合にのみ会議をということの申し合わせがありました。こうし 
た運用の実態と、規則の規定事項と、この整理を計るために今回改正をしようとす 
るものであります。 
改正の観点につきましては、１点目に従前慣例的に行ってきておりました、誘致 

企業からの経営状況と報告をまず明記をするということ。２点目に誘致委員会の表 
彰する事項を明示するということ。３点目に誘致委員会の設置につきましては諮問 
案件が発生した時に応じて設置をする形態にすると、この３つを大きな観点として 
今回改正をしております。具体的な条項の改正の考え方とその内容につきましては 
２ページから３ページ目にまたがっている表で説明をして参ります。 
 まず１つ目に改正後の第５条の２の条項でありますけども、これは新たに規定を 
追加をするものであります。今回改正に至った事由と致しましては右上の囲みにな 
ります。条例第８条におきまして、町長の諮問機関として位置付けられております  
がこの基本的な性質と、平成２３年の誘致委員会の会議の席上におきまして、審議 
案件があった場合にのみ会議を開催すると。これまでは年に１回、案件が無くても

開催してきた経過がありますが、企業の誘致ですとか進出に関わる案件ある場合の

み会議をという申し合わせがありました。こうした運用の実態と規則の規定事項と、

この整理を図るために今回改正をしようとするものであります。改正の観点につき

ましては１点目に従前慣例的に行ってきておりました誘致企業からの経営状況と報

告をまず明記をすること、２点目に誘致委員会の訴訟する事項を明示をすること、

３点目に、誘致委員会の設置につきましては諮問案件が発生した時に応じて設置を

する形態にすると、この３つを大きな観点として今回改正をしております。具体的

な条項の改正の考え方とその内容につきましては２ページから３ページ目にまたが

っている表で説明をして参ります。 
 まず１つ目に改正後の第５条の２の条項でありますけどもこれは新たに規定を追

加するものであります。これまで規定が無いままに行っていました、誘致企業から

の経営状況等報告につきまして義務付けるといった内容のものです。報告期間につ
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きましては奨励金として固定資産税相当額について３年を限度に交付をするという

奨励金の制度がありますけども、この交付期間中と交付期間が終了した後３年目の

事業年度が終了するまでの間につきまして報告をいただく内容としております。ま

た、第３項になりますが、報告内容については当該企業の固有情報に留意した上で

必要に応じて公表を可能とするという内容にしております。次に第６条の関係です

が、ここでは委員会の組織と訴訟事項について規定をしております。まずは委員会

校正につきましては従前と同様で議会議員と学識経験者をもって構成としておりま

す。また実際の委嘱に関しましてもこれまでと同様に宛て職にしたいというふうに

考えておりまして、具体的には議会議員につきましては議長、副議長、両常任委員

会の正副委員長。学識経験者につきましては商工会長、農協組合長、森林組合長、

代表監査委員の併せて１０名ということで、従前同様に運営をしていきたと考えて

おります。訴訟する事項につきましては条例第８条で町長の諮問機関として位置付

けられておりますので、諮問に応じて必要な調査及び審議を行い答申することを訴

訟といたしまして、具体的な事項としては１号の指定申請の内容及び指定の可否に

関すること。２号の指定申請に対する奨励措置に関することで規定をしております。  
 次に第８条につきましては委員の任期に関する規定ですが、諮問機関としての位

置付け、第６条第２項で任務を諮問に応じて必要な調査、審議を行うということに

しておりますので、これまでの申し合わせによりまして会議の開催を案件があった

時にということで運用してきた実態から、２年を任期とする常設の設置から諮問案

件があるごとに都度委嘱をし任期を諮問から審議終了までとして、随時必要に応じ

て設置ができる形態にしたい旨の規定であります。第１１条につきましては雑則規

定を定めるための委任の条項でありますけども常設設置が無くなりましたので、用

語の整理をするものであります。様式関連の改正につきましては第１号から第６号

まで、これまでの既存様式については年号と敬称についてそこに記載の通り整備を

するという内容であります。更に新しく設けました第５条の２の条項に基づいて経

営状況と報告書の様式を第７号様式として新たに定めます。この様式で求める報告

事項については記載の通りということでご確認をお願いしたいと思います。 
 以上が規則の一部改正についてです。 
 ２点目のクアプラザピリカの平成２５年度の決算状況及び平成２６年度営業計画

につきましては、４ページと５ページになります。 
 ４ページについては各部門ごとの利用者数と売上について。５ページは科目ごと

の収支についてそれぞれ実績と計画を記載をしております。個別の数値につきまし

ては資料でご確認をいただくこととしまして、概況についてご報告いたします。平

成２５年度の売上実績は、昨年９月スキー場の廃止方針が表明されたことによりま

して利用者の意識としてラストシーズンとの想いがあったと考えられること。そし

てファイナルにちなんだイベント開催などもありまして、結果としてスキー場を中

心として冬場の集客の増加に繋がり、他の部門へも影響が波及したと見ることがで

きます。この結果、総売上につきましては６，９００万６，２２８円と前年２４年
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度と対比を致しますと１０６．３％の実績となりました。主な部門の売上について

２４年度と対比をして報告をしてみますと、宿泊部門が１０３．６％、レストラン

部門が１１０．０％、スキー場部門が１１２．０％、レストハウス部門が１１９．

１％、温泉部門９９．１％、イベント部門１１３．１％、山の家部門９６．１％と

いう売上になったところであります。支出面では原価率を見直すとともに、販売比、

一般管理費等の経費を節減するなどして、損益の解消に努めるとともに、先ほど申

し上げました通りスキー場との関連で冬季の純損益額は例年に比べて減少いたしま

したが、１０３万７，８６１円が赤字というような状況になりました。この結果、

冬季の未処理損益については２，７０４万１，４４２円というふうになったところ

であります。以上が２５年度の実績の概況ということでご報告申し上げます。 
平成２６年度の計画につきましてはスキー場廃止を前提として株式会社クアプラ

ザピリカにおきまして積み上げた収支計画ということになっております。なお、先

ほど町長の挨拶にもありましたが、民間事業者の方と事業検証について協議中であ

りますのでその点につきましてお含みをいただきまして、資料の方をご確認いただ

ければと思います。計画数値は資料の通りなのでありますけども、この間におきま

してもビジネス客の取り込みや、特に下記の家族層、若年層を取り込むための屋外

のバーベキュープラン、あるいは旅行会社とのツアー企画のタイアップ、大学、社

会人クラブやサークル等の直接予約サイトへの登録など、販売促進に努めるととも

に引き続き努力をするということとしておりますのでご報告をいたします。私の方

からは以上であります。 
○委員長（村本照光君） 産業振興課長補佐、川平君。 
○産業振興課長補佐（川平秀明君） それでは報告事項の３から、私の方でまた説明 
させていただきます。６ページになります。 
報告事項３、気象状況について説明いたします。これは平成２６年の４月から５ 

  月末までの今金アメダスのデータより作成しているものであります。上段が基本で 
あり中段が降水量、下段が日照時間となっております。上段の気温につきましては、 
４月の中旬から５月の末までは、比較的暖かいというか熱い日が続いていることが 
解ります。中段の降水量ですが４月の中旬から５月の上旬かけては降水がほとんど 
無い状態が続いております。全般的に降水量は平年より少ない状況となっておりま 
す。下段の日照時間につきましては、４月は平年を上回る日照時間が多くありまし 
た。５月に入りほぼ平年並みの日照時間となっております。７ページになりますが、 
これは先ほど説明したグラフを数値化したものですので、後程お目通しをお願いし 
ます。 
８ページになります。報告事項の４、農作物生育状況について説明いたします。 

これは６月１日現在のものでありまして、檜山農業改良普及センター檜山北部支所  
の資料提供によるものであります。水稲につきましては草丈やや長く、葉数は平年 
並み、茎数は少なめとなっております。移植、田植えですが、早めに行われ３日早 
い状態で終わりました。生育は順調ですが、朝晩の低温や風の強い日もあり部分的 
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に離れ黄化や葉枯れを生じたほ場がみられるということであります。秋まき小麦に 
つきましては草丈は長く係数は少ない状況にありますが生育は順調であります。気 
温が高いことから出穂が５日程早くなっております。馬鈴薯ですが、一般露地・種 
子と早だしマルチの２つに別れておりますが、共に気温が高いことから萌芽も早く 
その後の生育も順調であります。大豆、小豆は好天により作業は順調であり、は種 
作業も平年より早く始まっております。てんさいにつきましては草丈は長く茎数が 
多く、順調に生育しております。牧草の生育もほぼ平年並みとなっております。と 
うもろこしは作業は平年並みでしたが、出芽が３日早く推移しております。ただ、 
降水不足のためやや不揃いが見られるという結果になっております。 
 続きまして９ページになりますが、平成２６年度作物作付面積等について。これ 
は作物ごとに作付面積を記載しております。今金町農業協同組合の農業者皆様が出 
されます営農計画書から集計したものでありますので実際のものとは若干差が出て 
くると思われます。この中身につきましては後程お目通しをお願いいたします。 
 続きまして１０ページになります。報告事項の６、平成２６年産畑作共済引受実 
績について説明いたします。これは道南ＮＯＳＡＩ北部支所からの資料提供による 
ものであります。平成２６年産畑作共済の加入状況を記載しておりまして、上段に 
は２６年産の引受、作物ごとに引受、有資格者、引受率を記載しているものであり 
ます。農業者の申請によるこれはまだ数値ということでありますので、確定された 
ものではございませんが、引受の戸数についてほぼ確定したものと思われますが、 
面積につきましては共済組合が６月末までに実測を終え、８月に正確なものに確定 
される見通しであります。中段につきましては２５年の引受の実績であります。下 
段につきましては２６年と２５年の引受の増減ということで比較を載せております。 
詳細につきましては後程お目通しをお願いいたします。以上で産業振興課所管につ 
いて説明を終わります。 

○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。只今の説明に対いて質疑があればお 
受けいたします。 
 向井君。 

 ○３番（向井孝一君） ２ページの工場誘致委員会の条例改正の中身なのですけども、 
今、企業誘致と言っても中々そういうものは現実的には大変厳しい状況にあるとい 
うのは十分解るのですが、これあれですかね。今まで年に１回宛て職ということで 
１０名のメンバーで会議を開いてきた訳ですけども、例えば、その中で発生した日 
当とか発生した経過というのはあるのですか。 

 ○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
 ○産業振興課長（森 朋彦君） 会議が開催されますと当然委員報酬と費用弁償が該 

当する方につきましては予算も持たせていただいておりました。ただ、平成２３年 
の会議の時に案件が無い場合は会議を開催しないで、慣例的に行っていた誘致した 
企業からの経営状況等の報告のみでしたので、それついては書面報告でいいですよ 
という申し合わせがありました。以来開催をしておりませんのっで、この間につい 
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ては報酬、費用弁償は発生しておりません。予算的には例年専決の時に減額補正を 
させていただいているという経過であります。 

○委員長（村本照光君） 他、ございませんか。 
  村瀬君。 
○副議長（村瀬 広君） 今日の資料以外の件でもいいですか。 
○委員長（村本照光君） どうぞ。 
○副議長（村瀬 広君） 資料以外なんですけども、３月定例で出されました施設園 
 芸に関するハウスの新規あるいは増棟も含めて、数字が固まっていれば教えていた 
だきたい。 

 ○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
 ○産業振興課長（森 朋彦君） 受付状況につきまして、事務室の方にありますので 

少々時間いただいて後程報告させていただきたいと思います。 
○委員長（村本照光君） 他、ございませんか。無ければ、村瀬君の質問に対しては 
保留しまして次に進みたいと思います。 
 次に国営農地再編推進室より説明をお願いいたします。 

   国営農地再編室長、宮本君。 
 ○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） 国営農地再編推進室からは、報告事項３件 

ございますので、次長より説明を申し上げますのでよろしくお願いいたします。 
 ○委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室次長、住吉君。 
 ○国営農地再編推進室次長（住吉 淳君） 私のほうから報告事項３件について説明 

させていただきます。 
まず始めに、農業競争力強化基盤整備事業の農業経営高度化促進費の活用という 

ことについて説明させていただきます。３月に開催されました常任委員会におきま 
して、制度内容がはっきりしていない中での説明をさせていただいたところですが、 
現段階において制度内容も示されましたので、４月３０日に今金町国営農地再編整 
備事業促進期成会の総会において説明をし、事業活用が決議されましたので改めて 
説明させていただきます。資料の１ページをご覧ください。制度内容につきまして 
は前回説明した内容と概ね変わっていない状況となっております。従前から道営事 
業受益者の負担金軽減対策として、担い手への農地集積率において事業費の一定割 
合を促進費として交付してきたものであります。平成２６年度から国営農地再編整 
備事業にも制度拡充された事業となっているところです。今金南地区の助成割合に 
つきましては、資料の中段に記載してありますが、農地集積率及び農地集約化率が 
８５％を超えていることから、３．２％の補助率の適用が見込まれるところです。 
事業主体につきましては市町村が推進することとしまして、受益者からの拠出によ 
る積立金の管理につきましては期成会において管理しますというところと、したと 
ころです。また、国費助成率が過疎法等の適用により前回説明いたしました２分の 
１から、５５％と上がりまして受益者の拠出金は４５％と軽減されることになりま 
した。 
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次のページをお願いします。上段の促進費の活用等については後程ご覧いただき 
たいと思います。２ページ目の下段にあります。３番目の所得損失等上限額の部分 
について説明させていただきます。①の地区内において夏季施行した場合の所得損 
失額につきましては過去５年の販売実績等を基に、今金南地区の使用作物の面積に 
より、９万１，７００円と試算したところです。②の促進費の想定助成限度額にお 
いては、消費税増税等により総事業費が増高したことから前回説明いたしました５ 
億７，６００万円から、６億１，３００万円と増加する形となっております。③で 
は、小麦、飼料作物の作付や簡易整地工による対象外となる面積を考慮しまして、 
想定される夏季施行面積を全体の８８％と想定し、このことから促進費の交付単価 
を１０アール当たり６万円と算出したところです。国の助成単価の考え方は損失所 
得を促進費の交付単価について６万円と設定しました。なお、期成会総会において 
は５万８千円で設定したいと説明していたところですが、再度精査をしまして、開 
発の農業事務所今金分庁舎と協議をしまして、今回の６万円という形で進めること 
としております。３ページをご覧ください。促進費の受益者拠出額ですが、促進費 
の交付単価を６万円と設定したことによりまして、その４５％の２万７千円が受益 
者の拠出額という形になります。残りの５５％については国が交付する３万３千円 
という形になっております。 
 次に今金南地区の促進費の受益者拠出金の考え方ですが、国の制度の基本的な考 
え方としまして①事業の実施エリア内での全ての農家を対象とする。②では通年施 
行の対象となる全ての農家を対象とします。※印の部分になりますけども夏季施行 
を実施する農家個別ではなく、地区全体で取り組むことという形になっております。 
このことから前段でも説明いたしましたが、拠出の積立金の管理は期成会で管理を 
し、更に期成会として夏季施行を積極的に推進することから、独自の支援を行うこ 
とを総会の場において決議されたところです。具体的には下の図に示しております 
けれども拠出二階方式として、上段が町の予算措置を要する国の交付金事業にあた 
る部分で、上段の黄色の拠出積立金が期成会において管理する部分となっておりま 
す。これに国の交付金をプラスして促進費が１０アールあたり６万円交付されるこ 
ととなります。また下段につきましては期成会の独自支援の部分で毎年１０アール 
あたり１００円の会費を集めている中から、１０アールあたり２０円を支援金とし 
て交付するということで、これも期成会の総会の中で決議された部分になっており 
ます。以下の部分については後程ご覧ください。 
 次に平成２６年度今金南地区区画整理工事の概要について説明をいたします。５ 
月に入札が執行されまして、本年度の工事に係る受注業者が決定いたしました。受 
注業者につきましては図に示してあります通り、①の部分が豊田工区、区画整備工 
事２２．６ヘクタール、函館市の斉藤建設株式会社。②につきましては鈴金西工区、 
面積が１４．８ヘクタール、厚沢部町のノトヤ建設株式会社。③につきましては鈴 
金東工区、面積が２３．９ヘクタールで、地元の和工建設株式会社。④につきまし 
ても鈴金工区で、面積が１０．２ヘクタールで、地元の和工建設株式会社と、４工 
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区、３業者が落札した形となっております。また、昨日と今日にかけまして工事区 
域の受益者に対して説明会を実施しているところです。 
 次に３番目、今金北地区町有地有地番地に係る払下げについて説明いたします。 
今金南地区と同様の取り扱いで、今金町が土地改良事業に受益者として事業参加す 
ることができないため、事前に払下げをする必要があります。その中で今金北地区 
に係る町有地の有地番地については全部で１６６筆ございまして、土地改良区に無 
償譲渡する案件につきましては１６４筆で、面積が６万２１１．４５㎡。受益者２ 
名につきましては、２筆で８００㎡。これは売買の案件となってくると思います。 
この案件につきましては今後、改良区及び受益者と協議していく形となっておりま 
すのでよろしくお願いします。 
 その次のページにつきましては、町有地の有地番地の分布図となっておりますの 
で、ちょっと見ずらいですけれども、参考までに付け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。 

 ○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。只今の説明に対して皆さんから質疑 
あればお受けいたします。 
 向井君。 

 ○３番（向井孝一君） 受益者の拠出額の中で、※印の中に夏季施行を実施する農家 
は個別ではなくて、地区全体を取り込むということでの対応なのですけども、例え 
ば今回、想定を８８％、残る１２％の部分については作付をした後で工事するとい 
うふうに思うのですが、その場合の取り扱いで、作付された人達の、例えば拠出額 
というのか、国営の段階で管理する金というのは作付する人からは取らないという 
ことなのか、平等な金額で拠出をしてもらうという考えなのか、その辺の考えをお 
聞かせください。 

 ○委員長（村本照光君） 国営農地再編整備推進室長、宮本君。 
 ○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） 只今のご質問、受益者の拠出積立金の考え 

方ということでございますが、こちらの資料の中に①と②ということで、①は事業 
の受益エリア内の全ての農家を対象と。②で通年施行の対象となる全ての農家を対 
象という形で少し変に思われる平行的な考え方が示されておりますが、国は少し曖 
昧な形で考え方を示しております。全ての施行区域全体での全ての農家を対象にす 
るという形でやることもできますし、又は夏季施行をする方だけを対象にするとい 
うこともできますよと。そういった中で※印で夏季施行を実施する農家個別ではな 
く、地区全体で取組んで下さいよという意味合いもあってですね、ちょっと事務方、 
私どもの方も非常に対応を苦慮した訳なんですけども、最終的には受益者拠出の部 
分については、夏季施行を実施する方による拠出、そして国の交付を受けましょう 
という形を取りました。ただ、施行する地区全体という一部とも補償的な要素を含 
めて下の方に示している拠出二階方式の基礎額、期成会で集めるお金その一部を地 
区全体の要素がありますので、そういった部分で少しとも補償的な要素をやりまし 
ょうという趣旨で制度構築をしたところです。また先ほど８８％を想定するという 
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形でございますが、今想定をする部分でありますが実際に夏季施行をするところで 
も、秋まき小麦を先に作っておきたい、また牧草を水田であっても牧草をやってい 
るところは一番草は刈っておきたい、また面の整備まで、三種の整備まではしない 
けども、用排水路といった部分は事業として取り組んで、圃場の方は例えば暗渠だ 
け簡易的な部分だけ、そういった部分も出てくるやもしれないということで一応８ 
８％を想定したという形です。あと、受益者拠出金、この促進費については秋まき 
小麦は収穫をされます。それからの施行ということで、夏季施行、この促進費の対 
象にはできないという解釈を持ってます。また牧草が一番草を収穫をする。これに 
ついても収益作物を収穫したという解釈もとれますのでこれらの促進費には対象 
にならないと。また用排、そういった部分の簡易施行が発生すれば、これらはどち 
らかというと夏季施行ではなく、秋施行という形の色合いが強くなるものですから 
こういった部分も夏季施行の対象にはならないだろうと。そういった部分も総合的 
に判断してこのような制度構築をしたということでご理解いただきたいと思いま 
す。 

 ○委員長（村本照光君） 向井君。 
 ○３番（向井孝一君） 曖昧な表現の部分があるのですけども、といいますのは、完 

全に夏季施行を希望するというのか、設計上でここからここまでの面積については 
夏季工事でやりますよというはっきりした部分と、採択時期に間に合わなくてずれ 
込んで田植えしてしまったという事情の人もいると思うのだけども。例えばですね、 
この積立金の今後の運用の仕方によっては、不公平感というものが生まれてこない 
のかどうかという部分が心配される訳ですよね。その辺の部分の問題整備というの 
はどういうふうにされているのか。 

 ○委員長（村本照光君） 国営農地再編推進室長、宮本君。 
 ○国営農地再編推進室長（宮本 彰君） まず前段の採択、夏季施行する範囲という 

形でございますが、ある程度作付をする、水田を作るもしくは転作をすると、その 
判断時期の前年冬くらいにですね、施行区域、施行面積というのが大方固まります 
ので、そういった形の中で対応していきますので施行面積も固まりますし、促進費 
で動いて行ける面積も固まりますので、例題として上げられました採択後に田植え 
とか、転作田に作物を作ったとかという形は対象になっていかないかなと思ってい 
ます。積立金の関係ですが、国費交付金の対象となるこの促進費につきましては、 
夏季施行を行った単年度ごとで０の形をとっていきます。夏季施行をした年度その 
部分で２万７千円を積み込んで、国から３万３千円をいただいて合計６万円を全て 
受益者の方にお支払をするという形で、単年度で０という形をとっていきます。そ 
のため国費相当分に係るその部分が積立金、基金として積みあがるという形にはな 
らないということでご理解いただきたいと思います。ただ、期成会の基礎額につい 
ては支出の手法がありますので、施行する面積が大きい年度については若干期成会 
本体から資金を一部動かしながらでも対応しながら、トータル的には１０年間の工 
事期間ではトータル的には０に、もしくは０に近い形の中で整理をしていきたいと 
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考えております。 
 ○委員長（村本照光君） 他、ございませんか。よろしいですか。無ければ国営農地 

再編推進室の質疑を終わります。 
 先ほどの村瀬君の質問の保留の部分をお願いします。 
 産業振興課長、森君。 

 ○産業振興課長（森 朋彦君） 先ほど質問をいただいた件でありますが、施設園芸 
作物推進事業の今年度の２６年度の取りまとめ状況です。全体では１４と１，４０ 
６坪になります。内訳としまして新規が５棟、５００坪。増棟が９棟、９０６坪と 
いう結果であります。 

 ○委員長（村本照光君） よろしいですか。はい、村瀬君。 
 ○副議長（村瀬 広君） 新規が５棟、５００坪ということなんですけども、３月定 

例会でそれぞれ議論のあった、どういったものを新規で認めるのかというのがあっ 
たんですけども、今回の場合は既に申し込んで建てたとう考えで、要するに次年度 
にずれ込むような物はないということでいいんでしょうか。 

 ○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
 ○産業振興課長（森 朋彦君） 今申し上げた棟数につきましては今年度のものであ 

ります。今の新規の方のお話しがありまして、意向としては来年度も１棟を建てた 
いような意向を伺っておりますけども、それも新規の扱いです。事業スパンが３年 
ということで見ますので、全く新たに今年度取り組まれる方についてはこの３年間 
につきましては新規の扱いで行くということになります。 

 ○委員長（村本照光君） 村瀬君。 
 ○副議長（村瀬 広君） 理解します。たぶん、農協の担当と詰めがあるかと思いま 

すけども、事実まだ農協の担当方としては今の課長の説明の方向で納得していない 
面もありますので、今後十分詰めていただければと思いますのでよろしくお願いい 
たします。 

 ○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
 ○産業振興課長（森 朋彦君） 具体的にどのようなことかはこの後協議をして行き 

たいと思いますが、お互いに推進する機関でありますので、そこのところは意思疎 
通をしながら進めて参りたいと思います。 

 ○委員長（村本照光君） 向井君。 
 ○３番（向井孝一君） 関連してちょっと聞きたいのですけども、例えば新規と増棟 

では補助率が違いますよね。同僚議員からの質問で、新規部分を当初申し込んでい 
て、次年度に建てる部分という話もあったと思うのです。その対応をしますという 
ような答弁もしたと思うのだけども、現実問題建てていないというものも新規とし 
て認めるのかというのも微妙な問題だと思うのですよ。要するに、初年度１年目で 
３年のトータルでやるのだけども、個人の最高棟数が５、それを最初の初年度で申 
しし込んでいて、次年度、今年は２本しか建てれないけども来年３本建てれますよ 
ということも含めて、新規の部分の補助率ということで理解していいんですか。農 



16 
 

協の職員の対応ではそれはちょっとおかしくないかというような、確認できていな 
い部分までそういう対応をするのかどうか、非常に疑念を持ってるというのが現状 
なのですよ。それをはっきりしておかないと初年度やって次は増棟でないのかとい 
うのが一般的な見方なんですよね。 

 ○委員長（村本照光君） 産業振興課長、森君。 
 ○産業振興課長（森 朋彦君） 先ほど言いましたこの３年間が１つの事業期間と見 

ますので、今年この取組をされる方については３年間の予定ですけども、計画をい 
ただいております。新たに取り組みをする方が今年１棟建てました、来年２棟予定 
してます。３年目、２棟を予定していますということで、この事業期間のものにつ 
いては新規で扱うという取組です。但し上限がありましてこの３年の間に６００坪 
までを上限として補助しますよという考え方になります。よろしくお願いいたしま 
す。 

 ○委員長（村本照光君） 向井君。よろしいですか。ちょっと向井君との考えと違う 
ので整理してください。 
 向井君。 

 ○３番（向井孝一君） もう一回確認しますけども、ちょっと休憩の中でいいですか。 
 ○委員長（村本照光君） では、暫時休憩します。 
              休憩 １４時１９分 
              再開 １４時２２分 
  
○委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じ、本休憩に入りたいと思います。こ 
の時計で３５分まで休憩いたします。 

              休憩 １４時２２分 
              再開 １４時３４分 
  
○委員長（村本照光君） 休憩を閉じ開議いたします。公営施設課より説明をお願い 
いたします。大変失礼いたしました。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。 
 ○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。私の方から説明 

事項１点、報告事項２点について説明させていただきたいと思います。 
 １ページをめくっていただきまして、説明事項の１つ目ですが、平成２６年度一 
般会計補正予算、第１号の概要についてでございます。これらにつきましては、人 
件費のみということで、職員手当、共済等の率の変更等によるものの金額の変更で 
ございまして、担当の方からの指示によるものであります。金額については少額で 
すので、説明を省略させていただきます。 
 続きまして２ページ目をよろしくお願いいたします。農地流動化の推移について 
ということで、３月の時にも１月から１２月の年分の報告をしておりましたが、今 
回は２５年度ということで、年度で整理されましたので、その内容について説明を 
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させていただきたいと思います。表につきましては２１年度から２５年度までの５ 
年分ということで見ております。種類につきましては公社と個人別の件数に分けた、 
件数等であります。内容につきましては平成２５年のみということで説明をさせて 
いただきます。平成２５年度の取り扱いということでは、公社２９件、個人が１９ 
件ということで４８件でございます。面積につきましては田んぼと畑、併せまして 
１５７万３，３４９㎡でございます。金額につきましては３億１，５７０万７千円 
でございます。平均単価につきましては２０万６５９円となっております。平成２ 
４年との比較によりますと増加傾向にございますが、この件数の大きなものにつき 
ましては、やはり国営の再編整備によりまして少額なものにつきましては一丁単位 
くらいのものから、今まで賃貸で行っていたものがこの際にということで売買され 
たというケースがありまして、そういう部分を含みながら若干増えているのかなと 
いうふうに思います。それらをグラフ化したものが下記のものでございます。ご覧 
の通りでございますが、一番下段で１０アールあたりの平均単価ということでは平 
成２４年度では若干差がございましたが、２５年につきましては青色の方が公社の 
扱いをの金額、平均で２０万２千円程度でございます。もう一つの方につきまして 
は個人ということで平均で１８万９千円ということで、条件的にもあまり差異のな 
いところということで、売買単価につきましてはあまり差がなかったという状況で 
終わっております。 
続きまして３ページ目でございます。広域財団法人北海道農業公社の保有農地と 

売り渡し予定ということでこれにつきましても６月１日現在であります。これは公 
社につきましては、平成２５年度分までにつきましては農業公社ということで行っ 
ておりましたが、皆さんご存知のとおり２６年からは農地中間管理機構となってお 
りますが、２５年度分ということでご了承願いたいと思います。基本的には５年と 
１０年の２つのパターンがございまして、平成３０年度、実質は２５年度中の取り 
扱いでございますがこれにつきましては３件ございました。１０年間の部分につき 
ましては、最終的には平成３５年の償還になりますが１３件ということでございま 
す。現在、公社での取り扱い、保有されている部分につきましては黄色い部分でご 
ざいますが、全体で１３６件の面積でいきますと５３０万１，６１４㎡。金額につ 
きましては１１億２５４万９千円ということで、こういうことになっております。 
国営再編がらみので、金原豊田地区の売買が若干例年の部分から比べたら多くなっ 
たという部分で、この部分が突出しているのかなという分析をしております。 
簡単でございますが農業委員会からの報告とさせていただきます。よろしくお願 

いします。 
○委員長（村本照光君） 只今、農業委員からのほうからの説明が終わりましたけれ 
ども何かご質問ございませんか。 
 無ければ次に進みたいと思います。次に公営施設課より説明をお願いいたします。 
 公営施設課長、安達君。 

 ○公営施設課長（安達雄一君） 公営施設課所管は説明事項の３件と報告事項２件に 
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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。 

○委員長（村本照光君） 公営施設課長補佐、小西君。 
 ○公営施設課課長補佐（小西康友君） それでは私の方から資料に基づいてご説明い 

たします。よろしくお願いいたします。 
 １ページをお開き下さい。説明事項の１、平成２６年度一般会計補正予算第１号 
の概要についてご説明いたします。肥培用水施設についてでありますが、歳入につ 
いては資料の通りであります。次に浄化槽対策についてであります。歳入において 
１３款、国庫支出金、２目、衛生費国庫補助金で８万９千円の追加は、浄化槽設置 
整備事業補助金で当初は５人槽３基、７人槽７基で国費１３８万１千円を見込んで 
おりましたが、３月２４日から４月３０日までの申し込み受付により７人槽１２基 
で、国費１７６万４千円となり本来であれば３８万３千円の追加となりますが２５ 
年度の前受け額、２９万４千円を控除して８万９千円の追加とするものであります。 
また、この前受け額についてでありますが、表の下段の通り、平成２５年度の事業 
実績は５人槽５基、７人槽１３基でありましたが、近年国費の配分が削減されてき 
ており、平成２６年度の国費も市町村が要望した通りの配分が厳しい状況の中、２ 
５年度の国費に執行残が出たため、２６年度国費配分の一部を前受けして欲しいと 
いう北海道からの要請による年度間調整であります。今後も同様なことが想定され 
ますが、現段階では今年度のみの措置ということであります。 
次、２ページをお開き下さい。同じく浄化槽対策についてであります。歳出にお 

いて４款、衛生費、７目、浄化槽対策推進費で２６０万円の追加は負担金補助及び 
交付金で、浄化槽設置基数の確定により、浄化槽設置整備事業補助金を追加するも 
のであり内訳は資料の通りであります。 
次に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、し尿塵 

芥処理費で、１４３万３千円の増額は負担金補助及び交付金で、負担金の確定によ 
り、し尿処理負担金を減額するものであります。 
 ３ページをご覧ください。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、４目、土木費委託金で１万４千円の追加は河川費委託金で、今年度労務 
単価が上昇したことによる今金水門公園管理委託金の追加であります。１４款、道 
支出金、５目、土木費委託金で２６万８千円の追加は、河川費委託金でこれも労務 
単価が上昇したことによる、樋門管理委託金の追加であります。 
 次、歳出において、８款、土木費、１目、河川総務費で２３万９千円の追加は、 
役務費で、執行残により樋門管理受託者の傷害保険料２万９千円の減額、委託料で 
労務単価の上昇により樋門管理委託料２６万８千円の追加によるものであります。 
次、４項、都市計画費、２目、都市公園管理料は財源補正であります。３目、下 

水道事業費で２０７万８千円の減額、公共下水道事業特別会計繰り出し金で財源調 
整によるものであります。 
 ４ページをお開きください。説明事項の２、平成２６年度簡易水道事業特別会計 
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補正予算第１号の概要についてご説明いたします。歳入において４款、繰越金、１ 
目、繰越金で２１万３千円の追加は、前年度繰越金で２１万３千円の追加は前年度 
繰越金であります。歳出において、１款、総務費、１目、一般管理費で１０万円の 
減額は人件費の補正であります。２款、維持費、１目、簡易水道施設維持管理費で、 
３１万３千円の追加は需用費で財源調整によるものであります。 
 ５ページをご覧ください。説明事項の３、平成２６年度公共下水道事業特別会計 
補正予算第１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、２目、し尿処理負担金で１４３万３千円の減額は負担金の確定により、し 
  尿処理負担金を減額するものであります。３款、繰入金、１目、一般会計繰入金で 

２０７万８千円の減額は財源調整によるものであります。４款、繰越金、１目、繰 
越金で１８万４千円の追加は、前年度繰越金であります。 
 ６ページをお開き下さい。歳出において、１款、総務費、１目、一般管理費で２ 
万２千円の減額は人件費の補正であります。２款、維持費、２目、処理場維持管理 
費で３３０万５千円の減額は、委託料で執行残による処理場維持管理業務委託料の 
減額であります。 
 ７ページをご覧ください。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。公共残土処分場造成工事は５月２７日 
に入札が執行され正和運輸株式会社が落札。５月２９日に着手、５月３１日現在の 
進捗率は１０％となっております。町道防塵処理工事等中央通り線交付金工事外３ 
工事につきましては、６月下旬以降の発注を予定しておりまして、設計業務等の作 
業等を進めているところであります。また、工事管理につきましては交通安全や、 
現場作業の安全管理、工程管理等を徹底し、無事故、無災害で工期内の完成に努め 
て参ります。 
 ８ページを開きください。委託業務についてであります。今金都市計画用途地域 
等変更検討業務委託は４月２１日に見積もり合わせを執行し、４月２４日に株式会 
社シビテックと契約。５月３１日現在の進捗率は１０％となっております。奥沢線 
外長寿命化修繕調査設計委託は５月２７日に入札を執行し、これも株式会社シビテ 
ックが落札。５月２９日に契約し、５月３１日現在の進捗率は５％となっておりま 
す。業務委託につきましても工事と同様、工期内に完了するよう業務を進めて参り 
ます。 
 ９ページをご覧下さい。報告事項の２、公共下水道施設の管理状況についてご説 
明いたします。公共下水道の整備状況については計画区域内の環境整備が平成２０ 
年度でほぼ終了しているため、平成２０年度以降の供用開始面積、整備率共に変化 
はございません。普及状況においても平成２０年度以降、ほぼ横ばいとなっており 
ます。また下水道接続状況においても平成２０年度以降、水洗化率、加入率共に横 
ばいであることから、今後も引き続き下水道普及、啓発に努めて参ります。 
 １０ページをお開きください。汚水流入量、し尿、浄化槽汚泥収集量、脱水汚泥 
生産料、搬出量等の状況であります。下水道汚水流入量は整備状況や接続状況、利 
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用状況等により推移し、平成２２年度からはほぼ横ばいとなっております。し尿、 
浄化槽汚泥の収集量につきましては、平成２３年度でせたな町分の受け入れが終了 
しましたことから、平成２４年度からは今金町分のみの実績となっております。公 
共下水道施設及びミックス処理施設につきましては、引き続き適正な維持管理と、 
安定した運営に努めて参ります。以上で私からの説明は終わらせていただきます。 

 ○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。只今の説明について質疑があればお 
受けいたします。何かございませんか。 
 村瀬君。 

 ○副議長（村瀬 広君） １ページの浄化槽関係ですけども、先ほどの説明の中で国 
の補助が大変厳しくなっているということなんですけども、今金町内まだまだこの 
浄化槽に対する希望がこれからもあるかと思うのですけども、今後国の補助が減る 
中であっても、どのような方法で進めていこうと考えているのか。あくまでも希望 
がある中では、町費の負担がある程度増えても、今までの流れをくんでいくのかど 
うかということが１点と、まとめてやっていいですか。 

○委員長（村本照光君） はいどうぞ。 
○副議長（村瀬 広君） 町道の防塵処理工事なのですけども、今回今年やろうとし 
ている場所とかを教えていただきたいと思います。 

 ○委員長（村本照光君） 以上の２点についてお願いいたします。 
   副町長、清水君。 
 ○副町長（清水 寛君） 浄化槽の関係について私の方からお答えをさせていただき 

ます。かなり年数も経っているかもしれませんが、１０年計画で確かやってきたと 
思っておりました。それが満了する段階で今後どうするんだという確か質問もその 
当時いただいていると思ってます。その時にお答えをさせていただいているのは、 
更に１０年間の計画を立てて、そしてその後においても必要な状況を見計らいなが 
ら、進めていきたいと。ただ公共下水道事業等の受益区域との格差を生じないよう 
に、これらの事業については今後も引き続き継続していくことが望ましいというふ 
うに考えているということでお答えをさせていただいておりました。その考えにつ 
いては今も変わっておりませんので、ご理解を賜りたいと思います。防塵について 
は担当の課長から説明します。 

 ○委員長（村本照光君） 公営施設課長、安達君。 
 ○公営施設課長（安達雄一君） 防塵処理工事についてお答えいたします。今年の防 

塵処理の計画は昨年ど引き続きの鈴金支線の残りの部分を完成いたします。それと 
新年度予算で、ご説明いたしました今金築堤線。利別通りとの交点から田代橋まで 
の区間を４４０ｍくらいを整備する予定であります。以上です。 

 ○委員長（村本照光君） 他、ございませんか。無ければ以上で公営施設課に質疑を 
終わります。 
 次、教育委員会より説明をお願いいたします。はじめに中島教育長からお願いい 
たします。 
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  教育長、中島君。 
  ○教育長（中島光弘君） 私の方から数点、近況の報告をさせていただいて、その 
   後事務局の方から報告をさせたいと思います。 
    １点目でありますけども、今金町教育委員会の取り組みということで資料の１ 
   ９ページに北海道教育新聞に今回掲載をされましたので、中身については後程ご 

確認をいただきたいというふうに思います。 
 ２点目はですね、前ページの１８ページにも載っておりますけども道立養護学 
校所在町村交流連携の会が、この度発足をいたしました。全道の中で９町村、道 
立の養護学校が設置をされている町村があるのですけども、外崎町長が呼びかけ 
人の代表になりまして、まずは前段町長方でその必要性を確認していただいて、 
５月の２３日、８名の町村長と教育長７名が出席をいたしまして、正式にこの会 
が発足をいたしました。もちろんオブサーバーには道教委の特別支援教育課の佐 
藤課長にも出席をいただきました。この一番の目的はですね、それぞれ設置をさ 
れてからの年数、規模、それから町村の関わり、施策等かなりまだ違いがあるの 
ですけどもお互いに情報交換をして、一番は町長も願いは同じなのですが、卒業 
生の就労支援に向けていこうということが一番であります。従ってその代表に外 
崎町長が今回就任をいたしまして、同時にうちの方の教育委員会が事務局という 
ことになりましたので、まずは各市町村の実態を今年度は把握をして、課題であ 
るとかいろいろな先進事例だとかということをお互いに勉強しながら、北海道の 
特別支援学校の就労支援に向けていきたいというのが、一番の大きな目的であり 
ますので、よろしくお願いしたいと思います。都度資料等ができましたら皆さん 
の方にも情報提供したいというふうに思います。 
３点目は、先般６月の９日に実は生徒指導の研究協議会が江差町で開催をされ 

ました。これは小・中・高の生徒指導の担当の先生方の研修会でありました。そ 
こで今金町が今取り組んでおります、例えば学校だけの生徒指導ではなかなか難 
しい場面があります。不登校だとかの実態が出た時に、学校だけではなかなか解 
決ができないということがありますので、今金町の場合はすぐ推進チームを作り 
ます。例えば、保健師であるとか栄養士とも集まっていただいてチームで動いて 
おります。例えば子どもだけに原因がある訳ではなくて家庭環境にというような 
ことがあると、やっぱり保健師さんの出番であるとか栄養士さんの出番もあると 
いうことで、どこの町も多いところでは８名とか不登校が今もいるのですけども、 
今金町については昨年でいうと不登校１名、不登校気味の児童が１名でしたけど 
も、今年はおりません。そういう意味ではトータルで取り組んでいる成果かなと 
いうふうに思います。もちろん養護学校との連携を含まえてということでありま 
すので、その事例を発表願いたいということで、小室先生、山田保健師、私の方 
でシンポジスとして情報提供してきました。今金町では当たり前のことなんです 
けれども、管内的にいうとまだ保健師さんだとか、スーパーバイザーを活用した 
生徒指導はまだ進んでいないということで、大変勉強になったということで、声 
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をいただいております。 
  それから４点目ですけども、皆さんもご存じかと思いますけれども中学校が今 
金高等養護学校のプールを借りまして授業を実施しております。それから夏休み 
には一般開放も活用させていただいているのですが、長年の夢でありました今年 
ですね、中学校の生徒と養護学校の生徒が合同で授業をやります。水泳授業です。 
これは北海道初めてです。一緒のプールで一緒の授業をやるということで当然養 
護学校の先生と今金中学校の先生が一緒にということで、今２回を予定しており 
ます。８月２９日と９月１日ということで今金中学校は１年生、養護学校は今協 
議中であります。どの科の何学年をということで今協議をしておりますが施設開 
放だけではなくて、道立の高校と同じに授業をやるということは初めての試みで 
もあります。 
 それからもう１点でありますけども、ここ数件不審者情報が出ております。直 
近では５月の２８日に、これは北桧山の温泉通りで路上駐車の車内で不適切な格 
好をした男性が道路を歩いている中学生に、威嚇ではないのですけども不適切な 
行動をしたというのが１件ありました。５月の３０日、２日後なのですがこれま 
たローソンの今金町付近でということで、３０代の男性がこれは車ではありませ 
ん。不適切な格好でとうこともございました。当然警察の方も動いておりますし、 
保護者だとか学校の方でも注意喚起をしておりますけれども、私がいただいた情 
報の中では全くの別人だということで、今も捜査中だとのことでありました。直 
近でありますけども、９日にまた北桧山区のですね徳島付近で夜の６時１０分頃、 
同じような車に乗って、たぶんこれは同一人物であろうということで今捜査中で 
あります。もちろん檜山の北部で出てきた不審者情報についてはその日のうちに 
檜山管内全部に流れることになっておりますけども、いずれにしてもまだ検挙を 
したとう情報を聞いておりませんので、学校それからＰＴＡ、それから今商工会 
の方中心で動いていただいているのがですね、とにかくそういう不審なことがあ 
ると、どのお店屋さんであろうと直ぐに駆け込んでということをもう一回徹底を 
しようということで、最近、車に表示してパトロール中だとか色々な掲示物があ 
ったのですけども、改めてそういうものをきちっと表示できるように商工会の方 
にもお願いをしたり、ＰＴＡだとかいろんな機関で連携を取ってそういう不審者 
がこの町には中々近づけないというか、本当に町ぐるみでそういう健全育成をや 
っているということをきちっと表現できるような手だてをということで、今取り 
組む予定となっておりますので、併せてご理解をいただきたいというふうに思い 
ます。以上です。 

  ○委員長（村本照光君）では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。 
  ○教育委員会事務局長（寺崎康文君） お疲れ様です。教育委員会からは説明事項 

１点、報告事項９点程あります。まず報告事項につきましては教育委員会事務局 
に関する補正予算を次長より、学校給食費については給食センター所長より説明 
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いたします。また報告事項については次長より報告いたします。 
  ○委員長（村本照光君） 教育委員会事務局次長、伊藤君。 
  ○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。説明事項の 
   １、平成２６年度一般会計補正予算第１号の概要についてご説明申し上げます。 

今回の教育委員会所管予算の補正は、歳入で総額２２３万７千円、歳出で総額４ 
８２万７千円を追加しようとするものでございます。 
概要についてご説明いたします。１ページをご覧願います。歳入になります。 

１１款、分担金及び負担金、１項、負担金、２目、民生費負担金で７３万８千円 
の追加は障がい児相談支援給付費負担金であります。４ページをご覧いただきた 
いと思います。指定障がい児相談支援事業所についてという資料でございますが、 
障がい者自立支援法及び児童福祉法の一部改正により、障がいのある児童が児童 
発達支援、放課後等デイサービス等を利用する際、国が定める障がい児支援利用 
計画を作成し一定期間ごとのモニタリングを行うこととされました。本年４月１ 
日付けで今金町発達支援センターがこの計画の作成、モニタリングを行う指定障 
がい児相談支援事業所として指定を受けたところですが、これによりまして新規 
利用者に対する計画作成１件につき１万６千６０円、継続利用者に対するモニタ 
リング１回につき１万３千６０円が事業所の収入となることとなりました。平成 
２６年度につきましては、現在利用されている方全員が新規の扱いとなりますの 
で、１万６千６０円の４６名で７３万８千円の収入を見込んでいるところでござ 
います。 
 大変申し訳ありません。資料の訂正が一部ございます。８の収入となっている 
ところでありますが、３行目のカッコ書きで国２分の１、道２分の１となってい 
るところがございますが、国２分の１、道４分の１、町４分の１の誤りでござい 
ます。大変申し訳ありません訂正をお願いいたします。 
１ページにお戻り願いたいと思います。１２款、使用料及び手数料、１項、使  

   用料、２目、民生使用料で１千円の減額は滞納繰越分で平成２５年度のへき地保 
育所保育料が現年で完納したことによるものであります。１３款、国庫支出金、 
２項、国庫補助金、１目、民生費国庫補助金で１５０万円の追加は子育て支援対 
策事業費補助金の名称変更による減額と保育料システム改修分の追加、保育緊急 
確保事業費補助金の名称変更による追加でございます。以下歳出になります。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５８万９千 
円の追加は給付費システム改修業務委託料で、指定障がい児相談支援事業所の指 
定による計画作成、請求業務等を行うため既存のシステムの改修を行うものでご 
ざいます。 
２ページをご覧願います。３款、２項、児童福祉費、２目、学童保育所費で、 

２８万７千円の追加は、学童保育所入口引き明け戸電気錠システム設置に伴う修 
繕料２４万円の追加、備品購入費で４万７千円の追加でございます。同じく５目、 
就学前子育て支援施設支援費で１８３万６千円の追加は、保育料システム改修業 
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務委託料でございます。５ページをご覧願います。今回のシステム改修につきま 
しては平成２７年度に開始予定の子ども子育て支援新制度に対応した、国構築の 
システムへ統一のための改修を行うものであります。中身については後程ご覧を 
いただきたいと思います。 
２ページにお戻り願います。１０款、教育費、１項、教育総務費、２目、事務 

局費で２４万６千円の減額は人事異動によるものでございます。同じく１０款、 
２項、小学校費、１目、学校管理費で４９万９千円の追加は今金小学校の防火シ 
ャッター電動中継器バッテリー交換に伴う修繕料１２万８千円の追加、特定建物 
検査手数料３７万１千円の追加であります。 
 ３ページをご覧ください。１０款、３項、中学校費、１目、学校管理費で６０ 
万８千円の追加は特定建物検査手数料４２万４千円の追加。備品購入費で１８万 
４千円の追加であります。同じく１０款、４項、社会教育費、１目、社会教育総 
務費で５０万円の追加は図書購入費で、昨年度ライオンズクラブからいただきま 
した寄付金を活用させていただきまして、へき地保育所などの子育て関連施設へ 
それぞれ希望する大型絵本等を購入しようとするものでございます。同じく１０ 
款、５項、保健体育費、１目、保健体育総務費で５６万５千円の追加は今金町体 
育協会補助金で、全国空手道選手権大会派遣費の一部を補助しようとするもので 
ございます。６ページをご覧いただきたいと思います。今年度につきましては８ 
名の児童生徒が全国大会の出場権を得ました。これに引率者１名を含めまして９ 
名分の派遣に係る経費の３分の２を補助しようとするものでございます。３ペー 
ジにお戻り願います。同じく１０款、５項、２目、体育施設費で９万円の追加で 
ございますが、総合体育館消防用設備点検委託料でございます。学校給食費につ 
きましては給食センター所長からご説明申し上げます。 

  ○委員長（村本照光君） 給食センター所長、尾崎君。 
  ○給食センター所長（尾崎克之君） それでは給食センター所管事項についてご説 

明を申し上げます。３ページの一番下になりますが、３目、学校給食費９万９千 
円の追加は役務費で手数料、手数料の内訳は検便手数料でございます。人事異動 
に伴う追加となってございますが、人事異動に伴う追加が１名分、それと予算編 
成時にまだ確定していませんでしたパート調理員が確定したということで、１名 
分の合計２名分の検便手数料の追加ということでございます。以上でございます。 

  ○委員長（村本照光君） 教育委員会事務局次長、伊藤君。 
  ○教育委員会事務局次長（伊藤靖徳君） 続きまして報告事項についてご説明をい 

たします。７ページをお願いいたします。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等を掲載しておりますので、お目通しをいただ 
きたいと思います。 
８ページをお願いいたします。認定子ども園いまかねの入園状況と子育て支援 

センターの活動状況、更に給食センターからの主食米の提供状況を掲載しており 
ます。こちらもお目通しいただきたいと思います。 
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９ページをお願いいたします。９ページには、へき地保育所の状況を掲載してお 
ります。今年度におきましても子育て応援隊の協力を得て運営をしているところ 
でございます。 
１０ページをお願いいたします。小規模特認校制度についてでございますが、 

現在平成２６年度においての特認校制度の検討状況等について、ご説明をしたい 
と思います。右側の四角で囲まれているところになりますが、平成２６年度の進 
め方というところの部分で、小規模特認校制度検討委員会の設置ということで４ 
月２４日に検討委員会を設置しております。これまで４月、５月、２回の検討委 
員会が開催されております。その下になりますが種川地区プロジェクトチームの 
設置ということで、こちらも４月２４日、検討委員会と同日に設置をいたしまし 
て、１回目につきましては合同の会議を開催しております。こちらも現在まで２ 
回のプロジェクトチームの会議を開催しております。その下になりますが保護者 
アンケートの実施ということで６月１０日から６月２０日までの期間、ちょうど 
今の期間でありますが今金小学校の保護者、更に認定子ども園の３歳から５歳児 
の保護者と、鈴金へき地保育所の３歳から５歳までの保護者に対しまして現在ア 
ンケートを実施をしているところでございます。その下になりましたが先進地視 
察研修ということでこの後、７月の６日に検討委員会、プロジェクトチームの委 
員さん合同で、苫小牧市にあります樽前小学校というところに視察に行く予定に 
なってございます。更に教育委員さんに関しては岩見沢市の方に７月の１７日に 
視察を行う予定となっております。以降、検討委員会の方が７月、８月に委員会 
の方を開催する予定となっておりまして、９月には常任委員会等報告をしていく 

 べく今、現在検討を進めているところでございます。その後１０月に入りました 
 ら全体、保護者に対します説明会、更には種川小学校の行事ですとか授業の公開 
などを行い、１２月には申込みを開始をいたしたいというところで現在検討等を 
進めているところでございます。 
 １１ページをお願いいたします。土曜日の教育活動推進プランモデル事業とい 
うことで今年度文部科学省の指定を受けまして実施いたします、土曜日の教育活 
動推進プランモデル事業でございますが、今金わくわくカレッジ、いまカレと題 
しまして、年間１２回のプログラムを予定しております。１２ページにはこれま 
で終了しました第１回目の事業の報告書の方を付けておりますので、こちらにつ 
きましては後程お目通しをいただければと思いますが、今金小学校、種川小学校 
の児童併せまして３０名の参加をいただき開催をしております。 
 続きまして資料の１３ページ、１４ページになりますが読書と作文のまちの取 
り組みについてでございます。平成２４年度から実施しております読書と作文の 
町の取り組みについてでございますが、今年度におきましても北海道教育大学の 
鹿内教授の指導・助言もいただきながら１４ページにございます年間計画のとお 
り学校、ＰＴＡ、地域、行政によるそれぞれの取り組みを進めて参ります。 
 １５ページをお願いいたします。平成２６年度ニュージーランドバーンサイド 



26 
 

高校生の受け入れ事業についてでございます。今年度の受け入れ授業は生徒１２ 
名、引率教諭２名の計１４名で７月６日から１５日までの間、ホームステイでの 
滞在をすることとなっております。１６ページの方には来られる方の写真もつい 
ておりますので後程ご覧いただきたいと思います。 
 １７ページをお願いいたします。今金ふるさと塾についてでございますが、こ 
ちらも今年度新しい取り組みといたしまして、政治のための学習支援として、今 
金ふるさと塾を開設いたしました。直近では６月２１日にソチ冬季五輪、カーリ 
ングの女子日本代表の小笠原選手の講演会ですとか、２８日にはフリーアナウン 
サー鶴羽佳子さんによります独身の方々を対象としたコミュニケーション研修 
会など年間で１０回の授業を予定しているところでございます。 
 １８ページ、１９ページは新聞記事でございまして先ほど教育長のほうからも 
ご報告がありましたので省略させていただきます。 
 最後に報告事項の１０番目になりますが、外部評価委員会事務事業点検評価の 
結果についてということで、別冊の資料でお配りをさせていただいておりますが、 
今年度外部評価委員の任期満了によりまして、５名の内３名の方が新しい新任の 
委員となりました。５月の２日に２５年度分の事務事業、２８項目について点検 
評価をいただきました。今後の事業推進にあたりましては、いただいた評価、意 
見を反映し、取り組んで参りたいと思っております。事業個別の説明は省略させ 
ていただきますが、各シートの一番下の部分が総合の評価と外部評価委員さんか 
らいただいたコメントを記載しておりますので、お目通しをいただきたいと思い 
ます。報告事項について以上でございます。よろしくお願いいたします。 

  ○委員長（村本照光君） 説明が終わりました。只今の説明に対して質疑があれば 
お受けいたします。何かございませんか。 

    なければ、全体を通して何かありませんでしょうか。 
    村瀬君。 
  ○副議長（村瀬 広君） １点程伺います。小規模特認校制度導入に向けた経過、 

今後の進め方の説明をいただきましたけども、これに取組む教育委員会として、 
教育行政として希望的な数字というのがある程度あるのかどうか。それからもう  
１点、ニュージーランドの高校生受入事業の中で、もう既に今金におけるホスト 
ファミリーも決まったかと思うのですけども、今までなかった新たなホストファ

ミリーがあるのかどうかを聞かせてもらいたい。 
  ○教育委員会事務局長（寺崎康文君） 先に国際交流のニュージーランドの現在の 

ホストファミリーの募集状況をお知らせいたします。実は６月６日金曜日をもっ 
て締め切っておりますが、現在のところ６家庭しかきておりませんので、また継 
続して１４家庭が必要となりますので今後、今週いっぱいかけましてその募集を 
したいと思います。それで６家庭の内、５家庭のお子さんがニュージーランドに 
今までに行かれた方です。今のところ新たな受入家庭というのはございませんの 
で、この一週間かけまして鋭意努力したいと思いますのでご理解の程をよろしく 
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お願いします。 
  ○委員長（村本照光君） 教育長、中島君。 
  ○教育長（中島光弘君） 国際交流については今話をした通りですけども、問い合 

わせも数件きておりますので、たぶん初めて受け入れる方に関してはきちんと説 
明が必要かと思いますので、併せて対応して参りたいというふうに思います。そ 
れから小規模特認校の関係で、実際に教育委員会として具体的に希望者を把握し 
ているのかというお話かと思いますが、ありません。というのはもともと沢山の 
声があるとか要望があってということではなくて、こういう学校選択制について 
は色々なパターンがあってその地区ほうからの要望がある場合だとか、行政的な 
判断でやる場合というのがあるのですけども、今回については前にもお話しした 
通り今後数年後には種川小学校も１０名を切る時代が必ずくると、教育委員会と 
しては複式校というのは、個別支援だとか色々な意味で教育的に大切な基本であ 
るということで今金町が小学校が１校、中学校が１校という形は望ましくないと 
いう大きな判断の中で、まず１点柱があります。それを持って特認校制度を導入 
しようということで今回検討に入りました。今回アンケートを取っておりますが、 
アンケート自体も多分特認校初めて目にする保護者の方もおりますので、多分こ 
のアンケートの中で読み取れることと、一定の答申を受けて議会の方にもご相談 
を申し上げて実施をするとなった時に、改めて保護者への説明であるとか複式を 
体験をした人はイメージできるのですけども、授業自体どのようにやるのか中心 
校のような学校と特色的にどんな違いがあるのかというのは、説明とかが必要な 
のですね。今回のアンケートにも様子がわかるように添付はしておりますが、実 
際には先ほど説明しました中身でいうと１０月以降に学校の公開であるとか、い 
ろんな行事の公開であるとか、併せて地域がどういうふうに学校を支援いくのか、 
複式のどんな特徴のある授業を実施していくのかということを、丁寧に説明する 
必要があるだろうと。もちろん数名の皆さんが導入と同時に申込みもあればいい 
ですけども、私は一年で最初の年にそんなに大きな成果はないだろうなと。導入 
をしても一年間はいろんな形で複式の教育のきめ細かさだとか、その良さをきち 
っとお知らせをして、選択の中に供するような授業の持っていき方をしたほうが 
いいだろうということで、検討委員会の中でもそういうお話をさせていただいて 
ます。それから、これからいろいろな事を詰めていく訳ですけども、たぶん想定 
をされる中ではどこから許可するかということもあるのですね。今在学をしてい 
る子ども達がその範囲に認めるということになると、今金小学校でも１学級ぎり 
ぎりのところもありますし、果たして途中で学校を変えるということが教育的に 
いいのかということもありますので、その辺が検討の一番大きなところだろうと。 
例えば新入学を対象にするとかいろいろな方法がありますので、一律に特認校と 
いっても、地区によってやり方が違います。ただ比較的他の市町村との違いは非 
常に市街地に近い学校で特認校だということですね。普通は山間地区にあるだと 
か、海沿いなのだけどもすごく離れた所にあるという状況が多いですから、そう 
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いう意味では他の所とは少し違うのかなと。今回、樽前小学校というところに視 
察に合同で行きますけれども、ここは３０年近い歴史があります。ですから積み 
上げをしてるもの、地域がどう関わっているのか、保護者がどう関わっているの 
か、特認校としての学校のあり方みたいなものを総合的にいろいろ視察が可能だ 
ということで紹介いただきましたので、そのような観点も含めて今回、答申に向 
けて検討委員会の皆さんにいろいろなご意見をいただいて、教育委員会で一定の 
方向が出ましたら議員の皆さんにその方向をご相談申し上げて、予定としては２ 
７年の４月に導入したいというのが一番の願いでありますが、現時点で何人かそ 
ういう人がいるとか、希望がるという前提でこの制度を導入するということでは 
ありませんので、それを答弁に変えさせていただきます。 

○委員長（村本照光君） よろしいでしょうか。他ございませんか。なければ以上 
で教育委員会の質疑を終わります。 
 以上で各課の説明が終わりましたけども、全体を通して何かございませんか。 
 なければその他で何かございませんか。事務局より何かありませんか。 
 それでは合同委員会について確認したいのですけども、委員の方から何かあり 
ますか。 
 では理事者の方から何かありませんか。 
 副町長、清水君。 

  ○副町長（清水 寛君） 合同委員会の開催、提案のお願いという部分ではござい 
ません。先日の総務厚生常任委員会の部分でもございませんでした。ただ、これ 
は議運にこれからお諮りをしてお願いしようと思っておりますけども、５月３０ 
日の臨時会の時にマックアースの関係の経過をご報告申し上げた時に、合同委員 
会の開催予定日に全員協議会を開いていただいて、その後の動きをご報告申し上 
げたいという想いでお話しをさせていただきましたが、今１３日にマックの代表 
の方と詰める形になりますので、皆様時期的に大変お忙しい時期であろうと思っ 
ておりますので、この６月の本会議の終了後に全員協議会の開催をお願いしたい 
ということで、議運にお諮りしたいと思っておりました。報告したい事項は２点 
ございます。１点は総合体育館の耐震の診断の結果が出ておりますのでの点をご 
報告したい部分と、マックアースの交渉の経過についての２点をご報告させてい 
ただ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っております。どう 
ぞお願いいたします。 

  ○委員長（村本照光君） 以上で各課説明事項についてを終わらせていただきます。 
    理事者の皆さんにはご出席ありがとうございました。退席をお願いします。 
    それでは暫時休憩をいたします。３時４０分まで休憩をいたします。 

休憩 １５時２９分 
              再開 １５時４５分  

○委員長（村本照光君） それでは、休憩を閉じこれから所管事務調査についてを 
議題といたします。内容については局長より説明をいただきます。 
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 局長、柏田君。 
  ○議会事務局長（柏田泰明君） それでは説明させていただきます。この所管事務 

調査の調査項目につきましては３月定例会におきまして可決されまして、お手元 
に配布のとおりであります。この度はこの調査箇所につきましては皆様でご協議 
をいただいて決定していただきたいということで、項目のみ朗読をさせていただ 
きたいと思います。 
 項目一覧 
（１） 農林業振興対策事業について（産業振興課） 
（２） 農作物の生育状況について（産業振興課） 
（３） 商工観光振興対策事業について（産業振興課） 
（４） 建設工事の進捗状況について（産業振興課・公営施設課） 
（５） 産業後継者就労実態対策について（産業振興課） 
（６） 簡易水道施設の管理状況について（公営施設課） 
（７） 浄化センターの管理、運営状況について（公営施設課） 
（８） 各学校の管理状況について（教育委員会） 
（９） 教育委員会所管施設の管理、運営状況について（教育委員会） 
（１０）農業委員会所管事務について（農業委員会） 

   以上１０項目であります。以上であります・ 
  ○委員長（村本照光君） お手元に過去の所管事務調査の中身を書いてますけども 

今年も一応ほとんどの課を網羅した形で項目を上げておりますけども、皆さま方 
から具体的にそれぞれ意見をだしていただければなと思います。 
 それでは暫時休憩した中でご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお 
願いします。暫時休憩いたします。 

休憩 １５時４７分 
        再開 １６時２２分 

  ○委員長（村本照光君） 休憩を閉じます。休憩中に視察箇所についてそれぞれ皆 
さんから出していただきましたので、それらを網羅しながら、局長の方でコース 
を作っていただいて、７月２９日に行いたいと思います。併せて視察の時には作 
業着で出席をするという申し合わせをしたいと思いますのでよろしくお願いし 
ます。 
 他、皆さんのほうからご意見ございませんか。局長からはありませんか。 
それでは皆さんからご意見無ければ、本日の会議を打ち切りたいと思いますが 
よろしいでしょうか。 
         （よろしいの声あり） 
それではこれをもちまして平成２６年度所管事務調査についてを終わりたい 

と思います。以上で本日の会議を終了します。ありがとうこざいました。 
                         閉会 １６時２４分 
 



30 
 

 
  署名委員 
 
 
 
 
 
   平成２６年６月１１日 
 
 
 
    委 員 長 
 


